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第１部：総論第１部：総論第１部：総論第１部：総論    （Ｐ２～３）（Ｐ２～３）（Ｐ２～３）（Ｐ２～３）    
    

第２部：各分野の提言まとめ第２部：各分野の提言まとめ第２部：各分野の提言まとめ第２部：各分野の提言まとめ    （Ｐ４～（Ｐ４～（Ｐ４～（Ｐ４～１１１１８８８８））））    

公共サービス改革 P4-5  地球社会・国際 P10-11  子ども P16-17 

福祉   P6-7  男女平等 P12-13  金融  P18 

農都地域  P8-9  災害支援 P14-15   
    

第３部：各分野の提言詳細第３部：各分野の提言詳細第３部：各分野の提言詳細第３部：各分野の提言詳細    （Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ１９１９１９１９～～～～１１４１１４１１４１１４））））    

公共サービス改革 P19-20 地球社会・国際 P34-54  子ども P88-107 

福祉   P21-28 男女平等 P55-83  金融  P108-114 

農都地域  P29-33 災害支援 P84-87   

 

新しい公共をつくる市民キャビネット新しい公共をつくる市民キャビネット新しい公共をつくる市民キャビネット新しい公共をつくる市民キャビネット    事務局事務局事務局事務局（特活）NPO 事業サポートセンター内 

住所：〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 8-18 HS ビル 2階 

電話：03-3456-1611  FAX：03-6808-3788  メール：shugo.ikemoto@npo-support.jp 

URL：http://www.npo-support.jp/event/20100129-ccf-report.php / http://shimin-cabinet.jp/ 

 

社会の仕組みを変えよう！社会の仕組みを変えよう！社会の仕組みを変えよう！社会の仕組みを変えよう！    生命を生命を生命を生命を守り、輝かせよう☆守り、輝かせよう☆守り、輝かせよう☆守り、輝かせよう☆    

 
人を活かし、育てよう★人を活かし、育てよう★人を活かし、育てよう★人を活かし、育てよう★ 

    
温かい絆を取り戻そう温かい絆を取り戻そう温かい絆を取り戻そう温かい絆を取り戻そう☺    
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第第第第１１１１部部部部    総論総論総論総論    
 

    １１１１－－－－１１１１））））新新新新しいしいしいしい公共公共公共公共をつをつをつをつくるくるくるくる市民市民市民市民キャビネットとはキャビネットとはキャビネットとはキャビネットとは？？？？        

グローバル化が進み、環境破壊、貧困、紛争、人権侵害、自立経済や共同体の崩壊等、諸問題の地球

規模での深刻化、日本でもお金至上主義の傾向が強まる一方、貧困層の拡大、雇用の不安定化、中小企

業や地域の弱体化など、生活は経済の犠牲となり、私達の社会は根底から崩れかねない状況に陥りまし

た。この生活と社会の立て直しは、「私」と「公」をつなぎ、助け合い、協力、連携を基にする「新しい

公共の創出」によってこそ行うべきではないでしょうか。（設立趣旨書より一部を抜粋） 

 

このような問題意識の基、各分野から NGO・NPO の担い手達が集まって「新しい公共をつくる市民キャ

ビネット」が設立されました。NPONPONPONPO・市民社会の叡智と実行力を活かして提言を作り、政権との政策協議・市民社会の叡智と実行力を活かして提言を作り、政権との政策協議・市民社会の叡智と実行力を活かして提言を作り、政権との政策協議・市民社会の叡智と実行力を活かして提言を作り、政権との政策協議

を行い、新しい公共を担っていく、誰にでも開かれた全国規模のネットワークを行い、新しい公共を担っていく、誰にでも開かれた全国規模のネットワークを行い、新しい公共を担っていく、誰にでも開かれた全国規模のネットワークを行い、新しい公共を担っていく、誰にでも開かれた全国規模のネットワーク組織組織組織組織です。 

現在、全国の約 100 団体が登録して、７つの分野毎の部会（公共サービス改革、福祉、農都地域、地

球社会・国際、男女平等、災害支援、子ども）に分かれて提言づくりを活発に行っております。 

 

 

    １１１１－－－－２２２２））））総論総論総論総論１１１１：：：：社会社会社会社会のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを変変変変えようえようえようえよう！！！！    ～～～～日本版日本版日本版日本版コンパクトからコンパクトからコンパクトからコンパクトから～～～～        

 外郭団体、天下り現象に象徴されるように、主務官庁が縦割りで民間団体を統制し利用してきた従来型シス

テムでは、市民や NPO の力や知恵が社会問題の解決に活かされません。現政権が掲げる「新しい公共」を実現

するためには、市民や NPO の活動の力量や専門性が飛躍的に向上させることと同時に、政府行政のあり方を、

民を抑えたり統制したりする方向から民の活躍を支援する方向へと大きく転換すること、さらにそうした新し

い政府行政と NPO との関係を透明で対等なものへと転換することが不可欠です。 

 

 私たちは、現政権の掲げる「新しい公共」が、個別の法人格制度や税制などの改革にとどまることなく、政

府行政、サードセクター（NPO、協同組合、社会的企業などを含む広いセクター）、および両者の関係の転換と

いう「国のかたち」の転換へと展開することを期待します。そのなかでこそ、市民や NPO の力や知恵が社会問

題の解決において大きな成果を挙げることが可能になるからです。 

 

 そのために、第一に、政府行政は公的資金を投入して解決すべき問題と基本方針を決定することに専念して、

実際の問題解決のための活動は民間に委ねるという基本方針を確立すべきです。民間企業はいうまでもなく、

市民、NPO などの民の力量や専門性はかつてにくらべて大きく向上してきています。 

  

第二に、政府行政とサードセクターの関係を転換するためには、主務官庁制を前提にした複雑で不公平な法

人格制度、税制を抜本的に改革して、多様なサードセクター組織が共通の自由で公平な土俵の上で切磋琢磨で

きるような制度を整備すべきです。 

 また、公的資金を伴う仕事の実施を NPO などに委ねる場合には、成果を厳しく要求しつつも実施過程におい

ては創意工夫の余地を大きく認めるような契約方式を工夫するなど、公的資金に関するアカウンタビリティを

確保しつつ、民間団体の自律性をも保障する政府行政―サードセクター関係を創出していくべきです。 

 

 第三に、ボランティアだけで活動する小さなボランティア団体から多数の有給職員を雇用する事業型の NPO

まで、また、政府行政と連携しながら問題解決に取り組む団体から政府行政への激しい批判を展開する団体ま

で、さらにボランティア団体や NPO から公益法人、協同組合、社会的企業まで、サードセクターが多様な団体

によって構成される重層的なセクターであることを理解したうえで、そうしたサードセクターのそれぞれの要

素の特質を尊重した支援や環境整備を行うべきです。 

 

私たちは、1998 年にイギリス労働党がボランタリー・セクターとの間で「コンパクト（協約）」を結んだこ

とを出発点として公共サービス改革とサードセクター改革を一体として推進した事例に学び、日本版コンパク

トの締結を「新しい公共」プロジェクトの第一歩とすることを提案します。 
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    １１１１－－－－３３３３））））総論総論総論総論２２２２：：：：命命命命・・・・人人人人・・・・絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にするにするにするにする社会社会社会社会にしようにしようにしようにしよう！！！！        
 

    私達の提言が実現すれば…私達の提言が実現すれば…私達の提言が実現すれば…私達の提言が実現すれば…                    ①①①①    生命生命生命生命がががが守守守守られられられられ、、、、輝輝輝輝くくくく！！！！    

子ども・お年寄り・女性・集落・文化・ 

自然と生き物など、様々な所で輝きが増し、 

社会と生活の安心・安全も高まります。 

 

 

②②②②    人人人人がががが活活活活かされかされかされかされ、、、、育育育育つつつつ☆☆☆☆                                ③③③③    温温温温かいかいかいかい絆絆絆絆がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、蘇蘇蘇蘇るるるる☺☺☺☺    

若者も中高年も意欲と力を高め、       助け合い・支え合うコミュニティが 

社会で埋もれた人材が本当に必要な      再生され、異なる個性・世代・文化・ 

 所で、持ち味を活かして活躍します。     国の間につながりが生みだされます。 
 

 

 

公共サー公共サー公共サー公共サー        福祉福祉福祉福祉                農村都市農村都市農村都市農村都市            地球社会地球社会地球社会地球社会            男女平等男女平等男女平等男女平等            災害支援災害支援災害支援災害支援            子ども子ども子ども子ども                金融金融金融金融    

    ビス改革ビス改革ビス改革ビス改革                                                ・地域・地域・地域・地域                ・国際・国際・国際・国際                                            
    

公共サービス改革部会 

日本版コンパクト日本版コンパクト日本版コンパクト日本版コンパクト

（政府とサードセクタ

ーの協約）の締結。 

共通原則や政府の約

束部分は基本法の形で

法律化法律化法律化法律化。自治体毎に締

結するローカルコンパローカルコンパローカルコンパローカルコンパ

クトクトクトクトも奨励。 

 農都地域部会 

10101010 兆円産業・１００兆円産業・１００兆円産業・１００兆円産業・１００

万人雇用創出万人雇用創出万人雇用創出万人雇用創出への構

造転換のために、「農農農農

都創造会議都創造会議都創造会議都創造会議」を設置す

る。 

不活用資産・空家の活

用、有機農法による学

校給食、小規模林業の

推進等も進める。 

 男女平等・国際部会 

①国連委勧告を実施国連委勧告を実施国連委勧告を実施国連委勧告を実施、 

②女性団体の自立支援女性団体の自立支援女性団体の自立支援女性団体の自立支援、

③女性の政治参加推進女性の政治参加推進女性の政治参加推進女性の政治参加推進 

また、性暴力被害者

支援、DV被害者への住

宅政策、性的マイノリ

ティの自殺予防、国際

協力での男女平等も。 

 子ども部会 

①グループ保育室①グループ保育室①グループ保育室①グループ保育室の設

置による待機児解消待機児解消待機児解消待機児解消

（児童数30人×66ヶ所

開設・2500 人雇用）。 

②子ども達の居場所・ 

フリースクール・相談

施設開設のためのプラプラプラプラ

ットフォームットフォームットフォームットフォームを創設。 

     福祉部会 

福祉のある優しい福祉のある優しい福祉のある優しい福祉のある優しい    

“我がまち”づくり“我がまち”づくり“我がまち”づくり“我がまち”づくり。    

サービスとコミュニテサービスとコミュニテサービスとコミュニテサービスとコミュニテ

ィィィィをあわせ持つ拠点の整拠点の整拠点の整拠点の整

備備備備を推進する。 

介護保険制度・施設の改

善、イイイインフォーマルサービンフォーマルサービンフォーマルサービンフォーマルサービ

ススススへの支援。 

地球社会・国際部会 

①ボランティア交流ボランティア交流ボランティア交流ボランティア交流、②

多文化共同体推進多文化共同体推進多文化共同体推進多文化共同体推進、③地地地地

球規模の課球規模の課球規模の課球規模の課題解決題解決題解決題解決 

によって、150 万人の

生活を向上、5万人を雇

用・育成し、660 億円を

民生に転換、アジアから

新しい平和を創る。 

災害支援部会 

各活動の環境整備。 

①要救護者に該当しない要救護者に該当しない要救護者に該当しない要救護者に該当しない

有疾患者有疾患者有疾患者有疾患者の対策 

②災害弱者に対する心の心の心の心の

ケア活動ケア活動ケア活動ケア活動の提言 

③災害救助犬災害救助犬災害救助犬災害救助犬の活用、④災

害時～復興期の災災災災    

害活動資金害活動資金害活動資金害活動資金の創設。 

金融部会 

①ＮＰＯバンクの制度化 

②市民の事業へ市民の資

金を回すための総合的政

策の実施 

③国際連帯税の実現 

④市民金融や市民事業を

支える公認会計士・税理士

の社会貢献の制度化 

 

    １１１１－－－－４４４４））））市民市民市民市民キャビネットのキャビネットのキャビネットのキャビネットの提言提言提言提言だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、できることできることできることできること        

①①①①    言言言言うだけでなくうだけでなくうだけでなくうだけでなく、、、、動動動動けるけるけるける！！！！    

シンクタンク等からの提言と異なるのは、行動力。様々な NPO・市民による、現場のニーズや事情に根差し

た政策であるため、言いっ放しではなく、実際に実行と成果の最大化に向けて大きな力を発揮できます。 

②②②②    多様多様多様多様なチャンネルでなチャンネルでなチャンネルでなチャンネルで作作作作り・り・り・り・話話話話し・し・し・し・広広広広げ・げ・げ・げ・実行実行実行実行できるできるできるできる！！！！    

ほぼ全分野をカバーした 100 以上の NPO とつくるので、その会員や協力団体、更には Web を通じて、数百万

人規模とつながっています。分野の縦割りも超えながら、各プロセスで多様な主体の協働が期待できます。 

③③③③    政権政権政権政権へのへのへのへの心強心強心強心強いアいアいアいアクセスがあるクセスがあるクセスがあるクセスがある！！！！    

当キャビネットは特定の政党のみに偏った立場を取りませんが、その発足までの経緯からも政権とのしっか

りした関係があり、これから更に強まっていくでしょう。それによって、提言の実現性も高まります。 
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第第第第２２２２部部部部：：：：各分野各分野各分野各分野のののの提言提言提言提言まとめまとめまとめまとめ    
 

    ２２２２－－－－１１１１））））公共公共公共公共サービスサービスサービスサービス改革分野改革分野改革分野改革分野        

 

日本版コンパクト（政府とサードセクターの協約）の提案 

                         ２０１０年４月１２日 

 

１１１１    提案の趣旨提案の趣旨提案の趣旨提案の趣旨    

  

「官から民へ」の行政経営改革、公共サービス改革が進んでいますが、日本でも２１世紀に入ってから急速に

公共サービス改革が展開し始めています。 

鳩山首相が掲げる「新しい公共」の実現のためには、政府がＮＰＯや、より広くサードセクターの役割と価

値を重視することを公式に表明することが求められます。 

 

そのための最初の象徴的なイニシアチブとして、１９９８年のイギリス労働党政府とイギリスのボランタリ

ー・セクターとの間の「コンパクト」をモデルとして、民主党政権と日本のサードセクターとの間で、それぞ

れ自らの責務と姿勢を約束する「日本版コンパクト」の締結を提案します。 

 

日本版コンパクトの締結は、これまで政府・行政からの直営のサービス・外郭団体からのサービスのように

政府・行政に支配される「公共」ではなく、市民が主体の「公共」へと、政府とサードセクターの間の従来の

関係を変える大きなきっかけとなります。 

 

 その内容は、両者が協議し、模索されながら草案していくのがよいと思われます。政府とサードセクターが

お互いの独自の役割と価値を承認し合い、政府活動や公的資金に関する国民へのアカウンタビリティを確保し

つつサードセクターの自律性を最大限に保障するためのルールについて合意することが中心的内容となると

考えられます。 

 

これを出発点に、サードセクターを担い手として位置づけた公共サービス改革、政府によるサードセクター

支援政策、サードセクターが担い手として活動しやすいようなインフラ整備などの政策が展開されていくこと

が期待されます。 

 

２２２２    日本版コンパクトの意義日本版コンパクトの意義日本版コンパクトの意義日本版コンパクトの意義    

 

① 政府・行政とサードセクターは新しい関係を求めています。政府・行政とサードセクターはそれぞれ特性

が異なり、これらの違いかた発生する課題を乗り越えるための仕組みが必要です。日本版コンパクトは政

府がサードセクターの独自の役割と価値を承認することを公式に発信することになります。また、締結ま

での協議プロセス自体が、これまでの政府‐サードセクター関係が転換しつつあることを広く社会に示し

ていくことになります。 

 

② これまで省庁毎に分断されてきたサードセクターの一体的存在感を社会全体に向けて発信する最初の機

会となります。 

 

③ 「官から民へ」という方向で、公的資金を用いて行われる多様な公共サービスの実施がサードセクターに

委ねられつつあるなかで、従来のような外郭団体・天下り現象を再現させることなく、公的資金に関する

アカウンタビリティを確保しつつも、サードセクターが創意工夫を発揮できるような自律性を保障するよ

うな政府‐サードセクター関係を構築していくための土台を築くことになります。 
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３３３３    締結までの手順締結までの手順締結までの手順締結までの手順    

 

① 市民キャビネットがコンパクトの策定を政府に申し入れ、市民キャビネットがサードセクター側の窓口と

なることを位置づけます。 

 

② 専門委員会を設置し、そこで素案を作成していきます。 

 

③ 従来の政府‐サードセクター関係の実態や課題を調査し、適切な政府‐サードセクター関係を構築するた

めに双方がどのような責務や姿勢を約束すべきかを双方が検討します。 

 

④ 政府側、サードセクター側（市民キャビネットが窓口）の内部での協議を行い、相手側及び自らの側の課

題、約束すべきことについての草案を作成します。 

 

⑤ 政府、サードセクター側がそれぞれ相手側の草案について検討し、意見書をまとめます。 

 

⑥ 専門委員会において、双方の草案と意見書を総合的に検討したうえで、協約の第一次案を作成します。 

 

⑦ 広くパブリック・コメントを求める機会を設け、政府、サードセクター、国民などからの意見を求めます。 

 

⑧ 専門委員会において協約の最終案を決定します。 

 

⑨ 政府の代表（首相および担当大臣）が協約に署名します。その後、協約に賛同するサードセクター組織の

代表者、自治体の首長などが署名をしていきます。なお、自治体毎に両セクターの協議を経て独自に協約

を締結することも奨励されます（自治体版協約、ローカルコンパクト）。 

 

協約の共通原則や政府側の約束の部分については、それを「基本法」の形で法律化することが望ましい。サ

ードセクター政策や公共サービス改革についてのより具体的な方針については、「大綱」の形で閣議決定され

ることが望ましい。 
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    ２２２２－－－－２２２２））））福祉福祉福祉福祉分野分野分野分野        

2010.4.21 

 

市民キャビネット福祉部門からの提言市民キャビネット福祉部門からの提言市民キャビネット福祉部門からの提言市民キャビネット福祉部門からの提言 

「福祉のある優しい「福祉のある優しい「福祉のある優しい「福祉のある優しい“我がまち我がまち我がまち我がまち”づくり」に向けてづくり」に向けてづくり」に向けてづくり」に向けて    

 

「日本中のどこでも安心して暮らせる地域社会の構築」は国が国民に対して保障すべき義務であり、国民に

とっての権利だということを国の福祉政策の基本的方針として据えるべきである。 

地域の生活支援の実施状況は自治体や地域によって大きな格差が生じている。地域主権は重要であるが、国

民として保障されるべき生活権が侵害されてはならない。こうした状況に対して国は公の責任を明確にするべ

きである。 

 その上で、公的サービスによって全て費用負担し運営することは、財政的に困難であるばかりでなく市民の

自立も阻害する。安心して暮らせる地域社会の構築のためには、「医療・介護・障害者福祉・保育」などの全

国統一的な公的サービスの持続・発展を軸としつつ、地域における自主的な活動に地域独自の「枠外サービス」

を委ね、公が支援することで公・民が協働して地域福祉を支える体制づくりが急務である。 

 地域の中で助け助けられる「福祉のある優しい“我がまち”づくり」を推進するため、以下に提言する。 

 

１．食事サービス、移動サービス、ホームヘルプなどの介護保険外の生活支援や介護者支援は、

介護保険サービスと共に在宅を支える車の両輪として必須である。地域支援事業の内容を

見直し、こうした取り組みを評価し、活用・促進すべきである。また、都道府県など広域

行政はサービスの地域格差是正に務めるべきである。 

２．利用者やニーズを限定しない緩やかな助け助けられるしくみの育成と確立のためには、市

民参加による自主的な活動に「枠外サービス」※を優先的に委ねるなど、積極的な評価と支

援が必要である。 

３．地域包括支援センターは介護予防マネジメントを中心的業務とすることから脱却し、本来

の包括的継続的な地域ケアの調整機能に特化すべきである。またその機能を社協や社会福

祉法人、NPO 法人にも分担し、コミュニティレベルで住民に身近な福祉ネットワークを構

築すべきである。 

４．サービスの向上、アドボカシーを担う広域的な中間支援団体のネットワーク機能が必要と

されている。サービスの創出や質の向上、担い手育成のために広域に活動する中間支援団

体に対する継続的な支援が求められる。 

５．現在の高齢者福祉に特化した地域包括支援センターの機能では、障害者や子育て支援等の

複合的なニーズに柔軟に対応できない。地域の福祉ニーズを横断的に受け止める理論の構

築と介護保険以外からの財源確保の可能性を模索すべきである。また将来的には関連法令

を横断する「地域生活支援法（仮称案）」の立法化も考えられる。 

 

※「枠外サービス」とは全国統一的な制度のもとで実施される介護保険サービスや障害者自立支援事業以外の福祉サービスを指す  
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地域福祉とは、医療、介護（高齢者、障害児・者）、保育など国制度にとどまらず、子どもから高齢者まで誰

もが住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らせるしくみをつくることであり、そのためにはさまざまな生活課

題を、自助・互助・共助・公助の連携によって解決していくことが必要である。しかし現在は、家族構造や生

活モデルの変化、景気の低迷などによって、いずれも機能低下したり地域による格差が生じたりしている。 

 

 

 

 

政策提言名・循環型地域福祉事業 

目的：誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉社会を構築する 

・介護保険サービスや障害者自立支援事業を相互に補完する市民参加による地域生活支援   

（移動サービス･食事サービス･ホームヘルプ等）の充実 

・地域支援サービスの実施における市民参加の促進 

事業概要：１．コミュニティ単位における各種サービスのコーディネート機関の設置 

２．拠点施設の整備 

３．中間支援組織によるコーディネーターの養成 

政策提言名・市民参加による地域福祉サービスに関する規制緩和 

目的： 

市民参加による有償の地域福祉サービス提供の阻害要因となっている既成の法律・制度

（ex.道路運送法・道路交通法・法人税法等）の内容及び運用を見直し地域の住民生活

の実態と合わせる。 

 

福祉のあるまちづくり【イメージ】福祉のあるまちづくり【イメージ】福祉のあるまちづくり【イメージ】福祉のあるまちづくり【イメージ】    

政策提言事項政策提言事項政策提言事項政策提言事項    
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    ２２２２－－－－３３３３））））農都農都農都農都（（（（農村農村農村農村・・・・都市都市都市都市））））地域地域地域地域分野分野分野分野        

 

農林漁村・都市地域農林漁村・都市地域農林漁村・都市地域農林漁村・都市地域 10101010 兆円産業創出への構造転換のために、内閣府に「農都創造会議」の設置兆円産業創出への構造転換のために、内閣府に「農都創造会議」の設置兆円産業創出への構造転換のために、内閣府に「農都創造会議」の設置兆円産業創出への構造転換のために、内閣府に「農都創造会議」の設置

を提案します！を提案します！を提案します！を提案します！    

２０１０年３月６日 

農都地域部会 

 

農山漁村と都市地域には、世界的に見ても豊富で優良な資産があり、これを新視点（人・モノ・金・情報・

ネットワーク）でつなぎ、農都地域コミュニティを創造することにより、約 10兆円、100 万人雇用の総合産

業推進を提案します。 

これらを検討、研究開発し、また、モデル社会実験を推進するために「農都創造会議」を内閣府等に設置す

ること。 

 

 

（全体・制度・雇用・教育）（全体・制度・雇用・教育）（全体・制度・雇用・教育）（全体・制度・雇用・教育）    

 

� 短期的には：ここ１、２年で数万人の農都総合産業転換の社会実験として雇用創出と人材育成に取り組む。

①農都人材のアンバランスを解消する、情報とネットワークの徹底体制を官民共同の「新しい公共」とし

て推進、②すでに実績を上げたものを中心に、各種の地域リーダー育成プログラムの実施とこれによる就

業促進、③前記を推進する会議を内閣府および必要に応じ各地に設置する。 

� 中長期的には：ここ３，４年で、①農都地域の制度見直しや創設（複数省庁にまたがり構造改革特区で対

処できないことを仮称「市民改革特区」とするなど）、生活現場から必要性が認められる対策の制度改革、

②日本版ＣＬＣ（コミュニティ・インタレスト・カンパニー）、地域マネジメント法人など、コミュニテ

ィ法人制度の研究と社会実験の推進、③ストックのフロー化（空き家や空き施設を仕分け、高齢者や子ど

もの地域ケアへの再活用、森林、農業用水などの活用）と持続可能なコミュニティとエコ空間への推進。 

 

これらを生活目線で透明な議論と必要な仕分けを行い、一部は社会実験としてすぐにも実行に移し、国民注視

の中、国民の協働の運動として推進することを提案します。 

 

例１ 空き家対策と高齢者子ども等の地域ケア住宅 10万戸で、ＧＤＰ４５兆円、雇用創出２５万人という計

算がある。 

例2： 地域の空き施設を地域コミュニティ再生の拠点として利用。あわせて環境に配慮した建物の再生（エ

コ・リノベーション）や再生可能エネルギー等の導入、数戸の住居、自給を目的とした農場なども含めた持続

可能な生活モデル区域（エコビレッジ）を構築する。都市においては空室率の高いマンションや団地、農村に

おいては廃校や企業の研修施設、ゴルフ場等が考えられる。 

 

 

（有機農業・給食）（有機農業・給食）（有機農業・給食）（有機農業・給食）    

 

国家戦略としての「学校給食有機化計画」 

目的： 学校給食の食材をなるべく地元で採れる有機農産物でまかなうことにより、児童・生徒の健康の向上、

地域の農業の振興、有機農業の普及を図る。 

付随するメリット： 医療費削減、石油に頼れなくなる将来の食料安全保障、環境保全・生物多様性の回復・

ＣＯ2削減、地域活性化 

 

① 学校給食有機化協議会を設置し、さまざまな障壁を取り払う方法を検討する。 

② 有機食品の健康効果に関する情報収集、研究、成功事例公開のための機関を設置し、成功事例の情報を全

国に認知・理解促進する。 

③ 同機関における研修を、学校教師、調理師に課す。 
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④ 農家と教育現場を結ぶマネージメントコーディネーターを養成する。 

⑤ 学校給食の食材のうち、「有機農産物」「有機加工食品」「特別栽培農産物」の合計の割合が金額ベースで

30％を超えた学校には補助金を支給し、実質的な給食無償化を実現する。この割合は、今後段階的に増や

していく。また、同一または隣接する都道府県・市町村内産の農産物の割合が 50％を超える学校には、別

口の補助金を支給する。 

⑥ すべての有機農家への補助金、また、慣行から有機への転換奨励金を支給する。 

⑦ 学校給食の主食は米飯とし、米飯以外の主食は月２回以下とする旨を法律で定める。 

⑧ 給食の自校方式化を進める。センター方式から切り替える学校に設備費を助成する。 

 

 

（森林・バイオマス）（森林・バイオマス）（森林・バイオマス）（森林・バイオマス）    

 

現行の林野行政において、また先般緊急雇用対策を受け作成された「森林・林業再生プラン」において、大

規模集約林業推進一辺倒になっているが、これでは効果は薄い。小規模林業、特に農業との副業林業を的確に

位置づけることによって全国の多くの中山間地で使える真に有効な雇用対策となる。また、雇用だけではなく、

生物多様性、森林の多面的利用、土砂災害防止機能発揮においても小規模林業が集約林業を上回る。 

既に集約林業を習ったドイツでは集約林業一辺倒の施策を転換し、小規模林業を位置付け、その結果４５万

の林業経営体が生まれ、このほとんどが個人経営体であり農家の副業（兼業）林業として経営され山村再生に

貢献している。この４５万雇用はドイツの自動車産業雇用を上回る。 
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    ２２２２－－－－４４４４））））地球社会地球社会地球社会地球社会・・・・国際分野国際分野国際分野国際分野        

 

市民市民市民市民キャビネットキャビネットキャビネットキャビネット    「「「「地球社会地球社会地球社会地球社会・・・・国際国際国際国際」」」」部会部会部会部会    参院選参院選参院選参院選へのへのへのへの政策提言政策提言政策提言政策提言    

「「「「アジアからアジアからアジアからアジアから新新新新しいしいしいしい平和平和平和平和をををを創創創創るるるる」」」」    
    

年間年間年間年間２００２００２００２００万人万人万人万人のののの幸福度幸福度幸福度幸福度・・・・生活生活生活生活・・・・教育教育教育教育をををを向上向上向上向上    

年間年間年間年間５５５５万人万人万人万人をををを実質雇用実質雇用実質雇用実質雇用・・・・活用活用活用活用・・・・育成育成育成育成    

年間年間年間年間７４０７４０７４０７４０億円億円億円億円をををを平和創造平和創造平和創造平和創造にににに有効有効有効有効転換転換転換転換・・・・積極活用積極活用積極活用積極活用    
    

    

＜＜＜＜今回提案今回提案今回提案今回提案されるされるされるされる８８８８つのつのつのつの政策政策政策政策＞＞＞＞    

１）ボランティア事業・交流による、平和創造 

①①①①    アジア・ボランティア・サービスアジア・ボランティア・サービスアジア・ボランティア・サービスアジア・ボランティア・サービス（ＡＶＳ（ＡＶＳ（ＡＶＳ（ＡＶＳ））））＝アジア→日本、日本→アジアで青少年が活動。    

②②②②    長期ワークキャンプ長期ワークキャンプ長期ワークキャンプ長期ワークキャンプ（ワーク（ワーク（ワーク（ワーク））））＝多様な人達で、荒れた森・田畑を再生するグループ型事業。    

③③③③    日本版ギャップイヤー（ＧＡＰ）日本版ギャップイヤー（ＧＡＰ）日本版ギャップイヤー（ＧＡＰ）日本版ギャップイヤー（ＧＡＰ）＝大学入学・就職前に１年間、海外で社会体験を積む慣習。    

④④④④    ボランティア・ビザ（Ｖビザ）ボランティア・ビザ（Ｖビザ）ボランティア・ビザ（Ｖビザ）ボランティア・ビザ（Ｖビザ）＝日本の地域で最大１年間、ボランティア活動ができる制度。    
    

２）多文化コミュニティの推進による、平和創造 

⑤⑤⑤⑤    多文化ソーシャルワーカー多文化ソーシャルワーカー多文化ソーシャルワーカー多文化ソーシャルワーカー（多文化（多文化（多文化（多文化））））＝日本に暮らす外国人を支援する社会福祉制度。    

⑥⑥⑥⑥    難民難民難民難民認定申請コーディネーター認定申請コーディネーター認定申請コーディネーター認定申請コーディネーター（難民（難民（難民（難民））））＝難民認定の申請や審査に市民が参加するシステム。    

⑦⑦⑦⑦    外国外国外国外国籍籍籍籍の子どもの子どもの子どもの子どもたちたちたちたちへのへのへのへの教育教育教育教育（教育（教育（教育（教育））））＝教員養成課程に異文化理解等を加えて、教育を充実。    
    

３）地球規模課題の解決による、平和創造 

⑧⑧⑧⑧    感染症撲滅の感染症撲滅の感染症撲滅の感染症撲滅の国際国際国際国際連帯税連帯税連帯税連帯税（連帯税）（連帯税）（連帯税）（連帯税）＝航空券に税をかけ、HIV/エイズ・結核・マラリア対策。    

    

    

    

＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい国際協力国際協力国際協力国際協力・・・・交流交流交流交流ビジョンビジョンビジョンビジョン＞＞＞＞    

１）物・金偏重の単一基準１）物・金偏重の単一基準１）物・金偏重の単一基準１）物・金偏重の単一基準    →→→→    健康で多様な幸せへ健康で多様な幸せへ健康で多様な幸せへ健康で多様な幸せへ    

２）途上国を助けてあげる２）途上国を助けてあげる２）途上国を助けてあげる２）途上国を助けてあげる    →→→→    双方向で日本も改善双方向で日本も改善双方向で日本も改善双方向で日本も改善    

３）政府も３）政府も３）政府も３）政府も NPONPONPONPO もばらばらもばらばらもばらばらもばらばら    →→→→    垣根を超えて協働を垣根を超えて協働を垣根を超えて協働を垣根を超えて協働を    

    

    

＜＜＜＜提言提言提言提言をををを横軸横軸横軸横軸でつなぐでつなぐでつなぐでつなぐ成果指標成果指標成果指標成果指標＞＞＞＞    

Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）幸福度幸福度幸福度幸福度（例：（例：（例：（例：GNHGNHGNHGNH）・生活・教育の向上）・生活・教育の向上）・生活・教育の向上）・生活・教育の向上    

Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）広い意味での雇用・広い意味での雇用・広い意味での雇用・広い意味での雇用・人材育成人材育成人材育成人材育成（例：（例：（例：（例：EQEQEQEQ））））    

Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）アジア・世界の平和創造アジア・世界の平和創造アジア・世界の平和創造アジア・世界の平和創造    

 

 

制度型制度型制度型制度型    

 

 

 

 

 

国内で国内で国内で国内で        アジアでアジアでアジアでアジアで    世界中で世界中で世界中で世界中で 

 

 

 

 

事業型事業型事業型事業型    

③③③③    

⑤⑤⑤⑤    

⑥⑥⑥⑥    

⑦⑦⑦⑦    

⑧⑧⑧⑧    

②②②②    

①①①①    

④④④④    
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提言一覧表提言一覧表提言一覧表提言一覧表    
 

    ①ＡＶＳ①ＡＶＳ①ＡＶＳ①ＡＶＳ    ②②②②ワークワークワークワーク    ③③③③ＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰ    ④④④④ＶＶＶＶビザビザビザビザ    

概要概要概要概要    日本→アジア、ア日本→アジア、ア日本→アジア、ア日本→アジア、ア

ジア→日本で青少ジア→日本で青少ジア→日本で青少ジア→日本で青少

年が９ヶ月間年が９ヶ月間年が９ヶ月間年が９ヶ月間、地域、地域、地域、地域

やややや NPONPONPONPO で環境・農で環境・農で環境・農で環境・農

業・福祉・教育等の業・福祉・教育等の業・福祉・教育等の業・福祉・教育等の

ボランティア活動。ボランティア活動。ボランティア活動。ボランティア活動。    

日本の荒れた森日本の荒れた森日本の荒れた森日本の荒れた森

と田畑をニート、難と田畑をニート、難と田畑をニート、難と田畑をニート、難

民、アジア人を含む民、アジア人を含む民、アジア人を含む民、アジア人を含む

多様な人達で再生多様な人達で再生多様な人達で再生多様な人達で再生

する、する、する、する、９９９９ヶ月間の合ヶ月間の合ヶ月間の合ヶ月間の合

宿型プログラム。宿型プログラム。宿型プログラム。宿型プログラム。    

大学や企業（新大学や企業（新大学や企業（新大学や企業（新

卒・転職）に入る前卒・転職）に入る前卒・転職）に入る前卒・転職）に入る前

に１年間、海外でボに１年間、海外でボに１年間、海外でボに１年間、海外でボ

ランティア等の活ランティア等の活ランティア等の活ランティア等の活

動をしても良い、社動をしても良い、社動をしても良い、社動をしても良い、社

会的慣習。会的慣習。会的慣習。会的慣習。    

従来の就労や研従来の就労や研従来の就労や研従来の就労や研

修、文化とは異なる修、文化とは異なる修、文化とは異なる修、文化とは異なる

形で日本で様々な形で日本で様々な形で日本で様々な形で日本で様々な

地域活地域活地域活地域活動をする外動をする外動をする外動をする外

国人ボランティア国人ボランティア国人ボランティア国人ボランティア

のための制度。のための制度。のための制度。のための制度。    

直接の対象 日本・アジアの 

①活動する若者 

②受入側の地域社

会・NPO（福祉・

教育施設、里山保

全 NPO、農林家等） 

①参加者（アジアの

若者、難民、ニー

ト、失業者、退職

者、障がい者等） 

②受入側：主に中山

間地の地域・NPO 

①参加者（高卒・大

卒・転職の若者） 

②活動先の海外の

農家や NPO 

③終了後に入る大

学・企業 

①参加者（日本でボ

ランティア活動

をしたい外国人） 

②受入側：福祉施設

等、公益性が高く

人手不足の現場 

事業規模 3 年目（2013 年）

は 3333,,,,000000000000 人人人人を交換

（日本から1500人、

日本へ 1500 人）。 

受入地域の受益

者数は約 30303030 万人万人万人万人。 

3 年目（2013 年）

は 500ヶ所で 3回ず

つ実施して 11115,5,5,5,000000000000

人人人人が参加。 

受入地域の受益

者数は約 15151515 万人万人万人万人。 

数十万人。推進策

は、3333 万人万人万人万人が活用。 

しっかり管理で

きる認定された NPO

を通じて、全国 100

ヶ所に 100100100100 人人人人受入。 

受入地域の受益

者数は約 1111 万人万人万人万人。 

予算額 48484848 億円億円億円億円（3,000 人

交換の場合） 

138138138138 億円億円億円億円（15,000

人参加の場合） 

なしなしなしなし（推進策を行

う場合、100100100100 億円億円億円億円） 

5,2005,2005,2005,200 万円万円万円万円（補助

施策を行う場合） 

有力な財源 ＊防衛費の一部 

＊雇用対策の一部 

＊JICA 協力隊予算 

＊青少年交流予算 

＊農林業関連予算 

＊雇用対策の一部 

＊過疎対策予算 

＊青少年育成予算 

＊青少年育成予算 

＊教育予算 

＊ニート支援予算 

＊JICA 協力隊予算 

＊留学生 30 万人受

入予算の 1割 

 

 

    ⑤⑤⑤⑤多文化多文化多文化多文化    ⑥⑥⑥⑥難民難民難民難民    ⑦⑦⑦⑦教育教育教育教育    ⑧⑧⑧⑧連帯税連帯税連帯税連帯税    

概要概要概要概要    国際経験を積ん国際経験を積ん国際経験を積ん国際経験を積ん

だ若い人材だ若い人材だ若い人材だ若い人材もももも有効有効有効有効

活用して、日本に暮活用して、日本に暮活用して、日本に暮活用して、日本に暮

らす外国人のためらす外国人のためらす外国人のためらす外国人のため

のソーシャルワーのソーシャルワーのソーシャルワーのソーシャルワー

カーの制度創設カーの制度創設カーの制度創設カーの制度創設。。。。    

難民認定の申請難民認定の申請難民認定の申請難民認定の申請

手続きのサポート手続きのサポート手続きのサポート手続きのサポート

や審査に市民が参や審査に市民が参や審査に市民が参や審査に市民が参

加して、公正かつ効加して、公正かつ効加して、公正かつ効加して、公正かつ効

率的にするシステ率的にするシステ率的にするシステ率的にするシステ

ムの整備ムの整備ムの整備ムの整備    

教員養成課程に教員養成課程に教員養成課程に教員養成課程に

異文化理解を加え異文化理解を加え異文化理解を加え異文化理解を加え

るこるこるこること等によりと等によりと等によりと等により、日、日、日、日

本に暮らす外国籍本に暮らす外国籍本に暮らす外国籍本に暮らす外国籍

の子どもたちへのの子どもたちへのの子どもたちへのの子どもたちへの

教育教育教育教育をををを充実充実充実充実。。。。    

国内外の国内外の国内外の国内外の航空券航空券航空券航空券

からからからから数百円程度の数百円程度の数百円程度の数百円程度の

税金を取税金を取税金を取税金を取り、り、り、り、HIV/HIV/HIV/HIV/エエエエ

イズ・結核・マラリイズ・結核・マラリイズ・結核・マラリイズ・結核・マラリ

アの撲滅のためのアの撲滅のためのアの撲滅のためのアの撲滅のための

資金に充てる。資金に充てる。資金に充てる。資金に充てる。    

直接の対象 ①ワーカー（国際協

力・交流経験のあ

る日本の若者） 

②受益者（在日外国

人と、その滞在地

域・職場） 

①コーディネータ

ー（市民団体によ

る制度運営）） 

②受益者（難民申請

者） 

①教員（特に新規） 

②外国籍の子ども 

① 受益者（治療・

予防を受ける世

界中の人々） 

② 参画者（日本発

着の国内・国際航

空券の購入者） 

事業規模 年間 666600000000 人人人人のワー

カーを育成し、50505050 万万万万

人人人人の外国人が制度

を利用。 

111150505050 人人人人の常勤コー

ディネーターを置

き、3,0003,0003,0003,000 人人人人の申請

者が利用。 

（未定） 航空旅客者、約

1.21.21.21.2 億人億人億人億人に 200～

4,000 円を課税）。受

益者は 100 万人？ 

予算額 11115555....78787878 億円億円億円億円 5555 億円億円億円億円    （未定） 455455455455 億円億円億円億円    

有力な財源 （未定） （未定） （未定） 航空券税 
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    ２２２２－－－－５５５５））））男女平等分野男女平等分野男女平等分野男女平等分野        

男女平等部会からの提言 

 

 ジェンダー平等・女性のエンパワメントのための政策提言 

  女性差別撤廃委員会勧告の完全実施 

 

 

 人間としての平等は、世界人権宣言でも、日本国憲法でも謳われており、誰もが差別されることなく、尊厳

をもって生きることは普遍的人権として当然認められるべきことである。しかし、特にジェンダー、セクシュ

アリティなどに基づく差別は根深く、そのため、女性たちや性的マイノリティの人々が、社会的排除を受け、

社会的困難を抱え、また、社会参加が阻まれている。このことは結果として日本経済に悪影響を与え、日本社

会の活力を奪っている。とくに女性に対する暴力は、被害女性の自尊心を奪い、社会的孤立を招き、社会生活、

経済生活を困難にしてしまう。日本に存在する主な女性差別については、2009 の国連・女性差別撤廃委員会

からの勧告で指摘されており、その早期の、全面的、効果的実現が求められている。このような女性差別を撤

廃し、そのために必要な政策を政府の財政的拠出のもと実施することは、女性が社会参加し、政治参加をする

エンパワメントの前提条件である。 

 社会的に不利な立場に置かれた女性たちの状況を改善することが、女性たちが自立できて自己組織化するこ

と、男女平等や女性のエンパワメントを目指す既存の女性団体が、政府と対等に協働することにつながり、ま

たこのような社会参加により、女性差別が解消に向かうことになる。そのためには、政策の立案、実施、評価

の各過程に女性団体、当事者団体が対等な立場で協働できることが必要であり、そのための経済的基盤の保障

も政府に求められる。 

 また、日本は世界の中でも、政治参加の割合が低く国際的に不名誉な立場であることだけでなく、女性の政

治参加が進まないことは諸政策に男女平等、ジェンダーの視点が取り入れられにくく、また女性にとって政治

参加のモデルが少ないことを意味しており、各分野での男女平等の進展を妨げている。男女平等は国政レベル

から積極的に改善することが求められる。 

 さらに、国際社会の中で、日本が占める経済的、歴史的立場を考えた場合、国際協力分野でのジェンダー平

等について積極的な拠出をすべきであり、戦争当事国としての歴史を踏まえて武力紛争下の女性や子どもを性

暴力の人権や尊厳の保護と救済に積極的かつ具体的な役割を担うことが求められる。 

 

 

 

 

 

日 本 国 内 

国際関係 

国際協力でのジェンダー平等 

武力紛争下での女性等の保護 

政府 

女 性

たち 

女 性

団体 

政 治

参加 

安心できる、暴力・差

別のない生活の保障 

参加障壁の除去 

連帯・活

動・参加 

対等な協働 

現場のニーズ 

必要な基盤整備 
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提言 

上記女性差別という課題解決のため下記 1乃至 3の提言を重要かつ全般的提言として提出する。 

1 女性差別撤廃委員会勧告（総括所見）の早期かつ効果的な完全実施。 

2 男女平等と女性のエンパワメントに取り組む女性団体、当事者団体の経済的基盤の確保を促進するための

施策の実施と、政府との対等な協働関係の構築。 

3 閣僚に占める女性の割合を 2 分の 1とすること。 

 

 また、このような総論的政策を実施するため、本部会は下記 4 乃至 12の個別の政策提言をする。 

4 女性差別撤廃委員会での性暴力分野の勧告（総括所見）の完全実施 

5 効果的な性暴力被害者支援システム 

6 ドメスティック・バイオレンス民間シェルターへの公的財政支援 

7 ドメスティック・バイオレンス被害者の自立支援に向けた住宅政策等 

8 セクシュアル・ハラスメント対策の推進 

9 NPO等のセクシュアル・ハラスメント対策講師派遣事業 

10 同性愛、性同一性障害など性的マイノリティの自殺予防 

11 国際協力分野における男女平等 

12 武力紛争下の女性や子どもを性暴力から守るためのシステム構築への貢献 

 

効果 

女性たちの多くの社会参加、政治参加によって、活力のある社会を築くことができる。 

詳細は各政策提言書記載の通り。 
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２２２２－－－－６６６６））））災害支援災害支援災害支援災害支援分野分野分野分野        

 

市民キャビネット災害支援部会からの提言（案）市民キャビネット災害支援部会からの提言（案）市民キャビネット災害支援部会からの提言（案）市民キャビネット災害支援部会からの提言（案）    
 

部会長 松尾道夫（全日本救助犬団体協議会代表） 

住所 

担当 

〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保519番地1 

埼玉県浦和・大久保合同庁舎１号館   担当 松尾 道夫 

電話・メール TEL048-714-0501・FAX048-714-0509 m.matsuo@tba.t-com.ne.jp 

  

 

阪神・淡路大震災から１５年が経過し、あらためて災害時における応急対応、復旧・復興の取り組み、また

事前の備えとしての被害軽減、被害抑止の取り組みがより一層大切であることが認識されました。一方、地球

上においてはハイチ地震（2010/1／13）、チリ地震（2010／2／28）と大規模な地震災害が相次いでおり、大変

厳しい状況であることを認識しなければなりません。 

 ところで、阪神・淡路大震災以後、災害を減じるためには「自助」「共助」の大切さに注目され、さらに「公

助」として国や地方自治体が「民」の働きを補完することが不可欠であることが認識されるようになっている

今日です。こうした各々の取り組みから、「新しい公共」というものが浮かび上がってくると手応えを感じて

いますが、その担い手の一つであるＮＰＯ・ＮＧＯ・ボランティアが、活動しやすい環境整備（人・もの（場

所を含む）・金・情報・ネットワーク）が急がれており、そのためには私たちをとりまく社会が成熟しなけれ

ばならないことは言うまでもありませんが、以下に示すような具体的な取り組みが充実するようなご支援を、

是非積極的に政府として政策に取り込んで頂きたいと願い、ここに提言致します。もちろん、政策立案あるい

は政策形成に当事者である私たちが参画することはやぶさかではありません。 

 

 

①①①① 情報（官と民との共有化）情報（官と民との共有化）情報（官と民との共有化）情報（官と民との共有化）    

 

災害時の情報は一元化することが定説です。しかし、発災直後の応急対応時はともかく、その後の復旧・復

興へと進む段階では、むしろ情報の多元化が有効です。多元化の極は勝手につぶやく“ツイッター”かもしれ

ません。それでも被災者にとっては、かけがえのない情報となることもあるでしょう。少なくとも、政府がコ

ントロールする情報に関しては可能な限り、国民と共有されることを望みます。 

とりあえずは、広域の災害ボランティア拠点が設置されるならば、そこから災害ボランティアが発信する情

報についての共有化は図らねばならないでしょう。 

暮らしに役立つ生活情報など情報の内容によっては、多彩に、積極的に流すことが被災者にとっての安心材

料になります。 

（参考）被災地放送 76.1MHz（コミュニティＦＭ局）の有効性および共有化については、阪神淡路大震災時

の兵庫県庁および FM わぃわぃ、有珠山噴火時の FMレイクトピア、岩手・宮城内陸地震、山口豪雨災害時の埼

玉ＮＰＯうらわ･大久保スタジオおよびすまいるＦＭで放送等で実証されているとおもいます。 

「FM レイクトピア」は 2000 年 3 月に発生した有珠山の噴火に伴い、有珠山周辺の市町村に向けた行政情報

を提供する目的で 2000 年 5月 7 日から 2001 年 3月 31 日までの約 11ヶ月間に渡って放送を行った、北海道虻

田町（現・洞爺湖町）による臨時災害 FM 放送局である。 

もっと迅速な被災地放送 76.1MHz の開局を要望したい。このために、NPO･市民団体・コミュニティ FM は協

力する用意と準備をしています。 

 

 

②②②② 資金（ＮＰＯの独自性が確保されることが、有効な税の活用である。有効な仕組みである日本版コンパク資金（ＮＰＯの独自性が確保されることが、有効な税の活用である。有効な仕組みである日本版コンパク資金（ＮＰＯの独自性が確保されることが、有効な税の活用である。有効な仕組みである日本版コンパク資金（ＮＰＯの独自性が確保されることが、有効な税の活用である。有効な仕組みである日本版コンパク

トについて）トについて）トについて）トについて）    

 

災害ボランティアとはいえ、すべて無報酬の、持ち出しでは活動が継続できません。イギリスでは、災害時
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にＯＤＡの１０％以上もＮＧＯに委ねて任せています。コンパクトの財源部分での位置づけは重要です。日本

赤十字社に集まる寄附を、さらに広く配分されることも含めて、寄附の配分についての検討が急がれます。も

ちろん、配分するには公正な配分委員会などを設けることは当然ですが、通常の税制優遇措置ではなく、災害

時には特別にすべての寄附に税制優遇措置がかかるようなシステム設計を求めます。 

 

 

③③③③ 活動の場（災害出動における包括的な協定、現地での対応、広域連携の問題）活動の場（災害出動における包括的な協定、現地での対応、広域連携の問題）活動の場（災害出動における包括的な協定、現地での対応、広域連携の問題）活動の場（災害出動における包括的な協定、現地での対応、広域連携の問題）    

 

災害が発生しますと、広域な連携が不可欠です。災害ボランティア活動においても、広域連携を具体的に築

くための拠点が設置されることを求めます。なお、静岡県ボランティア協会では、過去５年にわたって「東海

地震などに備えた広域連携図上訓練」を行っています。大いに参考にされるべし内容が蓄積されています。 

 

 

④④④④ 人材育成（国連、ジャパンプラットフォームを機動的にしたＮＰＯ･市民団体チームの早急な結成、コー人材育成（国連、ジャパンプラットフォームを機動的にしたＮＰＯ･市民団体チームの早急な結成、コー人材育成（国連、ジャパンプラットフォームを機動的にしたＮＰＯ･市民団体チームの早急な結成、コー人材育成（国連、ジャパンプラットフォームを機動的にしたＮＰＯ･市民団体チームの早急な結成、コー

ディネーター育成）ディネーター育成）ディネーター育成）ディネーター育成）    

 

災害時には、経験を積んだ人材が求められます。しかし、日本の災害ボランティアのスキルにはまだまだ研

鑽が必要です。こうしたスキルを向上させるには、災害ボランティア団体自らで賄うには、あまりにも非力で

す。災害時の優れた人材は国の宝でもあります。是非、この分野の人材養成・育成システムを、国が全面委託

した形で民間に委ねて頂きたいと提案します。なお、研修を希望する者には、研修期間中の一部給与補償をし、

雇用対策の一つともされることを提案します。 

 

 

⑤⑤⑤⑤ 人命（いのち）を重視する項目（人命救助（災害救助犬）、災害医療、災害弱者対策（在日外国人）、メン人命（いのち）を重視する項目（人命救助（災害救助犬）、災害医療、災害弱者対策（在日外国人）、メン人命（いのち）を重視する項目（人命救助（災害救助犬）、災害医療、災害弱者対策（在日外国人）、メン人命（いのち）を重視する項目（人命救助（災害救助犬）、災害医療、災害弱者対策（在日外国人）、メン

タルサポート、セラピー）タルサポート、セラピー）タルサポート、セラピー）タルサポート、セラピー）    

    

いのちが大切であることは、幾度繰り返し表現しても過ぎることはありません。特に災害時の救助、医療、

最優先要配慮者支援、メンタルケアーなどについては、いのちと直結するものでもあります。阪神・淡路大震

災では、直後の２０秒で５０００人以上が亡くなり、その後発見が遅れた為に亡くなった方を含め震災関連死

とされている人たちが１０００人以上亡くなっています。災害直後の救急医療体制をさらに充実させることは

当然ですが、その後のケアーについて、さらに充実させるべく方策が求められます。 

 

 

最後に、1995 年 12 月 10 日、20,000 人もの被災市民が集まり開催された『市民とＮＧＯの「防災」国際フ

ォーラム』での神戸宣言およびその後の実践・協働が、「新しい公共」の姿と思います。さらなる取り組みが

充実するようなご支援と、是非積極的に政府として政策を創り上げて頂きたいと思います。 

「被災地の私たちは、自ら「語り出す」「学ぶ」「つながる」「つくる」「決める」行動を重ね、新しい社会シス

テムを創造していく力を養っていくことから、私たち自身の復興の道を踏み出していくことを、強く呼びかけ

る。」（神戸宣言 １９９５年１２月１０日） 
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    ２２２２－－－－７７７７））））子子子子どもどもどもども分野分野分野分野        

未来を担う子どもを安心して生み育て、子どもが自信を持って生きていける社会実現のための未来を担う子どもを安心して生み育て、子どもが自信を持って生きていける社会実現のための未来を担う子どもを安心して生み育て、子どもが自信を持って生きていける社会実現のための未来を担う子どもを安心して生み育て、子どもが自信を持って生きていける社会実現のための

「新しい公共」を担う国・地域・市民の役割と枠組みの再構築「新しい公共」を担う国・地域・市民の役割と枠組みの再構築「新しい公共」を担う国・地域・市民の役割と枠組みの再構築「新しい公共」を担う国・地域・市民の役割と枠組みの再構築    

（（（（財源の流れと給付・サービスの整備）財源の流れと給付・サービスの整備）財源の流れと給付・サービスの整備）財源の流れと給付・サービスの整備）    

 

｢子ども｣は未来を担うかけがえのない存在であるとともに、権利主体として社会を構成する一人です。私た

ち「子ども部会」は、「今を生き、次代を担う子どもを安心して産み、育てられる社会」に、そして、「すべて

の子どもが希望と自信を持って人格形成できる社会」の実現を目指します。 

「平成２２年度におけるこども手当の支給に関する法律」が成立し、施行されました。これは国と家庭が責

任を持って子どもを育てるという理念を具現化し、児童・家庭関係の総額を欧州並みに近づける第一歩として、

高く評価されるべきものです。今後もさらに努力が望まれ、子どもへの成育保障を社会保障として位置づけ、

出産から大学卒業まで、政府の責任で平等な機会を保障するという、大きな意味での子どもに対する制度設計

が不可欠です。 

そのためには、社会全体で次世代育成を支えていくという理念の下、官民から資金が提供され、ばらばらで

ある財源が一元化されるとともに、多様なニーズに的確に応えるための制度と共に、現金給付、現物給付を適

切に組み合わせ、切れ目なく体系的に提供できる官民バランスの取れた仕組みの構築が求められます。現在の

現金・現物サービスは予算の制約があり断片的な提供となっています。社会の価値基準が大きく変わった今、

成果達成のためには、根本的な施策立案と量の拡充、質の担保が必要です。「すべての家庭における子育て、

すべての子どもの健やかな育成」とさらに「親の就労と子どもの育成の両立」を支援し、市民セクターが公共

を担うための必要な財源が政府により保障され、一元化され、必要なところに支援の構築が可能な包括的政策包括的政策包括的政策包括的政策

を示すことが緊要を示すことが緊要を示すことが緊要を示すことが緊要です。そのためには下記のような基本方針を提案します。 

１．必要な財源が政府の責任において保障されるとともに、財源の一元化を進める。 

２．子どもの権利保障に関する理念を法律として明確に規定するとともに、包括的な政策を進めるために子

ども家庭省を設置する。 

３．地方分権・地域主権において、地域でできることは地域で行い、できないことを基礎自治体が補完する

という補完性の原則に基づき、地域の裁量権を拡大していく 

４．利用者視点からのサービスが提供され、新たなサービスが創出されるような制度改革や、バウチャー制

度など公的資金の効果的な投入方法を進める。 

５．｢新しい公共｣を担う市民セクターと官が切磋琢磨して、サービスの量の拡充と質の向上を可能としてい

くために、担い手育成のためのインフラ整備を進める。 
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＜＜＜＜子子子子どもどもどもども部会部会部会部会からのからのからのからの政策提言政策提言政策提言政策提言・・・・一覧一覧一覧一覧＞＞＞＞    

    

●●●●今今今今をををを生生生生きききき、、、、次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもをどもをどもをどもを安心安心安心安心してしてしてして産産産産みみみみ、、、、育育育育てられるてられるてられるてられる社会社会社会社会    

・基礎自治体の裁量権を拡大と地域資源を活かすバウチャー制度の導入 

・幼保一体化について（就学前教育・保育サービスの供給体制づくり） 

・准保育士資格の創設による高卒者の就労支援と虐待予防 

・保護者の育児力と育自力を高めるための「育児園」「育自力」講座普及事業 

・家庭福祉員（保育ママ）制度を活用した「グループ保育室」制度の提案 

・社会教育(自治と地域の教育力)を担う、行政(職員)とＮＰＯの連携推進のためのしくみづくり 

 

●●●●すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもがどもがどもがどもが希望希望希望希望とととと自信自信自信自信をををを持持持持ってってってって人格形成人格形成人格形成人格形成できるできるできるできる社会社会社会社会    

・「子どもの権利」を尊重した「子ども参加の促進」と「子どもの権利基本法」の制定 

・未来を託す子どもと大人の育ち合い「子どもコミュニティ Platform」制度 

・子どもの健全育成と地域関係再生のための外遊びの推進普及啓発事業 

・中学校における「いのちの教育ふれあい体験」授業プログラムの普及 
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２２２２－－－－８８８８））））金融分野金融分野金融分野金融分野    

    

市民キャビネット金融部会からの政策提言の総論 

 

社会経済を円滑に運営するためには、その血液として資金の流通、金融がきわめて重要です。私たち金融部

会は、これまでの政策提言や実践を踏まえ、「新しい公共」を実現するためには、①新しい公共の担い手たる

市民事業（社会的企業）が円滑に活動するための制度的基盤の確立、②金融システム全体が「新しい公共」を

指向するための金融システム変革の 2つの方向が求められていると考えます。 

 

前者について言えば、営利企業に対してはメガバンク、地方銀行、信用金庫、信用組合、ノンバンク(貸金

業者)などの金融機関が、それぞれの役割を果たしています。また、こうした経済や金融を発展させ、企業を

支援するための政府の政策、制度も多く設けられています。 

しかし、非営利、公益の市民事業や社会的企業という新しい公共の担い手は、経済・金融の政策の中では認

識すらされず、制度化もまったくなされていません。とくに、事業に必要な資金の提供がなされなければ、社

会にインパクトを与え、地域に活力を与えることができる市民事業や社会的企業を生み出すことは困難です。 

したがって、営利の金融機関に代わる、非営利･公益の市民金融を制度化し、発展させることにより、市民

の資金を市民事業や社会的企業に流し、税金の投入を極小にして地域起こしを行うことが可能となります。こ

うした市民金融を自主的に開始しているものが NPO バンクであり、まず、NPO バンクを明確に制度化する

NPOバンク法の制定を含む、市民金融を発展させる総合的な政策を提案します。 

 

後者の点では、国際化が進む世界経済においても、各国の金融機関が自らの利益のみを求めて行う通貨など

への投機行為が暴走することにより、世界全体の市民の生活への悪影響を与えています。こうした投機行為を

コントロールするとともに、地球公共財の保護として環境や貧困を解決する資金を生み出す仕組みとして、国

際連帯税の創設を提案します。 

また、公認会計士や税理士という国家資格は、経済、金融を支える制度として組み込まれているものです。

彼らに社会貢献として市民金融や市民事業（社会的企業）をサポートするプロボノ活動を制度化できれば、新

しい公共の実現に向けた基盤がより充実すると考えます。 

 

以上 
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第第第第３３３３部部部部：：：：各分野各分野各分野各分野のののの提言提言提言提言詳細詳細詳細詳細    
 

    ３３３３－－－－１１１１））））公共公共公共公共サービスサービスサービスサービス分野分野分野分野        

新しい公共を作る市民キャビネットからの政策提言 

 

 外郭団体、天下り現象に象徴されるように、主務官庁が縦割りで民間団体を統制し利用してき

た従来型システムでは、市民やＮＰＯの力や知恵が社会問題の解決に活かされません。民主党政

権が掲げる「新しい公共」を実現するためには、市民やＮＰＯの活動の力量や専門性が飛躍的に

向上させることと同時に、政府行政のあり方を、民を抑えたり統制したりする方向から民の活躍

を支援する方向へと大きく転換すること、さらにそうした新しい政府行政とＮＰＯとの関係を透

明で対等なものへと転換することが不可欠です。 

 

 私たちは、民主党政権の掲げる「新しい公共」が、個別の法人格制度や税制などの改革にとど

まることなく、政府行政、サードセクター（ＮＰＯ、協同組合、社会的企業などを含む広いセク

ター）、および両者の関係の転換という「国のかたち」の転換へと展開することを期待します。

そのなかでこそ、市民やＮＰＯの力や知恵が社会問題の解決において大きな成果を挙げることが

可能になるからです。 

 

 そのために、第一に、政府行政は公的資金を投入して解決すべき問題と基本方針を決定するこ

とに専念して、実際の問題解決のための活動は民間に委ねるという基本方針を確立すべきです。

民間企業はいうまでもなく、市民、ＮＰＯなどの民の力量や専門性はかつてにくらべて大きく向

上してきています。 

 第二に、政府行政とサードセクターの関係を転換するためには、主務官庁制を前提にした複雑

で不公平な法人格制度、税制を抜本的に改革して、多様なサードセクター組織が共通の自由で公

平な土俵の上で切磋琢磨できるような制度を整備すべきです。 

 また、公的資金を伴う仕事の実施をＮＰＯなどに委ねる場合には、成果を厳しく要求しつつも

実施過程においては創意工夫の余地を大きく認めるような契約方式を工夫するなど、公的資金に
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関するアカウンタビリティを確保しつつ、民間団体の自律性をも保障する政府行政―サードセク

ター関係を創出していくべきです。 

 第三に、ボランティアだけで活動する小さなボランティア団体から多数の有給職員を雇用する

事業型のＮＰＯまで、また、政府行政と連携しながら問題解決に取り組む団体から政府行政への

激しい批判を展開する団体まで、さらにボランティア団体やＮＰＯから公益法人、協同組合、社

会的企業まで、サードセクターが多様な団体によって構成される重層的なセクターであることを

理解したうえで、そうしたサードセクターのそれぞれの要素の特質を尊重した支援や環境整備を

行うべきです。 

 民主党政権として、「新しい公共」についてこうしたグランドデザインを描き、それへ向けて

の戦略を立てて個々の取り組みを進めていくことによって初めて、自民党政権時代のようなリッ

プサービスにとどまるようなＮＰＯ政策から転換できると考えます。 

 私たちは、１９９８年にイギリス労働党がボランタリー・セクターとの間で「コンパクト（協

約）」を結んだことを出発点として公共サービス改革とサードセクター改革を一体として推進し

た事例に学び、日本版コンパクトの締結を「新しい公共」プロジェクトの第一歩とすることを提

案します。 

 

              （原案作成 後 房雄、２０１０年４月１４日） 
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    ３３３３－－－－２２２２））））福祉分野福祉分野福祉分野福祉分野        

 

平成２２年３月８日 

 

市民キャビネット福祉部門からの提言【理論編】（案） 

「福祉のある優しい我がまちづくりをめざして」 

 

日本中のどこでも安心して暮らせる地域社会を構築することは、国民に対する権利の保障として極めて重要

な政治的課題であり、まずはこのことを施策の基本的方針として据えるべきである。 

その上で、医療や介護等の支援を必要としている人が、地域で安心して暮らし続けるための支援をすべて公

的サービスに頼ることは、財政的にも困難であるばかりでなく、市民の自立を阻害するものである。安心して

暮らせる地域社会の構築のためには、医療、介護、障害者福祉、保育といった公的サービスを軸としながら、

市民自らの参加によるインフォーマルな活動を促進することによって、それらが協働して地域生活に課題を抱

える一人ひとりの地域生活を支える体制づくりが急務である。 

しかしながら、高齢者・障がい者・子ども・その他に関する各種の福祉サービスの実施状況は、自治体や地

域によって大きな格差が生じているのが実情である。地域主権は重要なことではあるが、一方で国民として保

障されるべき生活権が侵害されることは由々しき事態である。例えば、介護保険サービス、自立支援給付によ

る障がい者福祉サービス以外で地域生活を支えるためにある「枠外サービス」に関しては、自治体の選択や判

断によって縮小・廃止されたり、未設置のままであったりしているという深刻な状況にある。こうした状況に

対して、公的な責任を明確化するとともに、その担い手としての住民参加の活用とそのための支援が必要であ

る。 

そこで、現行の介護保険など公的施策の問題を踏まえて、「福祉のある優しい“我がまち”づくり」を推進

するために以下に提言する。 

 

１． 介護保険制度について 

・ 介護サービスだけでは地域における生活を維持することはできず、それによって施設サービスの希望者が

増加するという事態に陥っている。 

・ 要介護者の地域生活の維持のためには、日常生活を支援する福祉的機能が必須であり、その支援

のための財源確保が必要である。将来的には地域福祉の予算を確保すべきであるが、現在のところは

介護保険の地域支援事業を充てざるを得ない状況がある。 

・ 介護保険制度は４０歳以上の被保険者からの保険料に加え、公費が投入されていることから、地域支援

事業を本来の意義である「被保険者の地域生活の維持のための支援」と目的を明確化することがまず必要

である。 

・ しかしながら、現在の地域支援事業は「介護予防」に偏っており、これだけでは地域生活の維持は困難

であることから、その事業内容を適正化し、食事支援、移動支援、家事支援、見守り、介護者支援などを

中心に位置付けるべきである。 

・ また、次項にもあるように地域住民によるインフォーマルな取り組みを評価し、積極的に促進、活用で

きるようにすべきである。 

・ 地域支援事業においては、その要として、地域包括支援センターが位置付けられているが、地域生活の

維持のために必要とされる機能を再整理し、また、地域の実情に応じて地域包括支援センター以外にもそ

の機能を分担できるようにすべきである。 

・ 現在の地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを中心的業務とすることから脱却し、地域

包括ケアの調整機能である「総合的な相談窓口機能」「権利擁護」「包括的・継続的なケアマネジメント」

に機能を特化すべきである。 

・ さらに、「地域包括ケア支援」では、地域住民の個別支援よりも介護支援専門員等の後方支援の役割が位

置付けられているが、困難ケースや虐待が疑われるケース等に対しては、公的な介入を必要とする個別支
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援が欠かせないことから、従来の在宅介護支援センターが持っていた個別支援の機能を改めて含めるべき

である。この機能は必ずしも包括支援センターが直接担わなくてもよいが、必ず個別に徹底的に対応でき

る体制を作るべきである。 

・ また、地域包括ケアの調整機能を全て地域包括支援センターだけが担うのではなく、今までも地域福祉

を担ってきたＮＰＯや社会福祉協議会または社会福祉法人等もコーディネート機能を分担することで、住

民に身近な小さな福祉のネットワークが構築すべきである。 

 

２．インフォーマルサービスについて 

・ 食事サービスやホームヘルプ（介護保険枠外）、移動サービス等の介護保険外の生活支援や介護者支援は、

要介護者が地域で生活を継続するために、介護保険によるサービスとともに車の両輪として必須である。

地域における介護保険以外の支援はＮＰＯ、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会らがインフォ

ーマルな取り組みとして担ってきた地域も多い。しかし、市町村がこうしたインフォーマルな取り組みを

フォーマルサービスの下請けとした途端に、対応ずるニーズが限定され、地域生活継続のために助け合い

による支援を行うことができなくなる。そのために、また新たな制度外となる地域福祉ニーズを生み出す

ことになる。市町村が多くの人に必須な介護保険外の支援をフォーマルサービスとして担うことのほかに、

都道府県など広域行政の役割として、サービスの地域格差の是正に務めると共にコミュニティが担うイン

フォーマルサービスに対する補助や助成支援の役割が望まれる。 

 

 ３．サービスとコミュニティをあわせ持つ拠点の整備推進に向けて 

・ 学校の空き教室（余裕教室）、地域集会所など既存のコミュニティ施設、公有地等を活用し、市民の生活

圏でありコミュニティの単位となりうる中学校区に最低１ヶ所ずつ、ホームヘルプ・サービス、食事サ

ービス、移送・移動サービス等の各種の地域福祉サービスとが共有する拠点を整備すること 

・上記の拠点にコーディネーターを配置し、地域ニーズと各種のサービスとを結びつけ、きめ細やかに地域

包括ケアを基盤とする小さなネットワークを推進する体制を構築すること。 

 

４．中間支援団体が果たす活動団体支援の強化に向けて 

・ サービスの質の向上、アドボカシーを中心とするより広域的な中間支援団体によるネットワーク機能が必

要とされているのにもかかわらず、中間支援団体に対する支援環境は整っていない。各地にサービスを創

出すると共に質の向上を図り、さらには新たな担い手となるサービス従事者を育成するためにも全国レベ

ルや広域に活動する中間支援団体に対するコーディネーター人件費などの継続的な支援が求められる。 

 

５．「誰もが望めば地域で暮らし続けるために」 

・ 今日の地域包括支援センターは、障がい者や子育て支援といった高齢者福祉以外の福祉ニーズに柔軟に

対応できていない。 

・ 生活者の目から見て、地域の福祉ニーズを細分化することには意味がなく、地域福祉という観点で総合的

に受け止める機関となることが望まれる。現行制度の枠組みを超えたワンストップによる地域生活支援を充実

させるために、各福祉制度を串刺しにする理論の構築と介護保険以外からの財源確保が必要である。また将来

的には関連法令を横断する「地域生活支援法（仮称案）」の立法化も考えられる。 
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平成２２年３月７日 

 

市民キャビネット福祉部門からの提言【施策編】（案） 

「福祉のある優しい我がまちづくりをめざして」 

 

＜施策提案＞ 

１ 介護 

①「地域支援事業」について名称・目的を明確化し、事業内容の重点化・義務化を行うこと 

・名称の変更：「地域生活支援事業」 

・目的の明確化：要介護者に対する地域生活の継続支援 

・事業内容の重点化・義務化：「包括的支援事業」および「介護予防事業」とは別途に、要介護者が

地域生活を継続するために必須である事業に重点化・義務化を行うこと（枠外の生活支援、移動、

食事、介護者支援など）。 

 

②「包括的支援事業」について、地域包括ケアの目的を「要介護になっても地域生活を継続するため

の支援やその体制づくり」と明確化し、「地域包括ケア支援事業」と名称を変更し、その観点から再整

理を行うこと 

・「要介護になっても地域生活を継続するための支援やその体制づくり」のためには、徹底した個

別支援（介護保険外のサービス、人間関係の調整等を含めた支援）とそれを支える地域資源（イ

ンフォーマルな取り組みを含む）の開発およびネットワーキングが必要である。 

・こうした機能を整理すると 

「総合相談」・・・相談の受付とそれに対する問題解決（個別支援）を行う。相談事例を集積し、

地域のニーズを明らかにする（資源開発へ） 

「権利擁護」・・・虐待ケースへの介入・支援（個別支援）を行う。 

     「包括的・継続的ケアマネジメント」・・・ソーシャルワークが必要な場合の「個別支援」を行う。

ケースによっては居宅介護支援事業所の後方支援を行う。支援を必要としている

人一人ひとりを個別支援するためのネットワークを形成する核となるとともに、

それをきっかけとして地域社会レベルにおいてネットワークを作っていく。 

      ※特に下線部は現行では明確に位置付けられていないが、必要な機能として位置付けるべ

きである。 

・こうした「包括的支援事業」は地域包括支援センターだけではなく、地域の中でさまざまな支援

を必要としている人のキーパーソンとなっているＮＰＯや住民参加活動等にも委託が可能とする

べきである（とくに個別支援の部分）。 

・なお、地域包括支援センターを中心にしていくならば、介護予防に偏重している現在の業務を改

めるために、居宅介護支援事業所や介護予防通所介護事業所に介護予防プラン作成業務を外部に

すべて委託できるようにして整理する必要がある。 

 

２ 地域におけるインフォーマルな取り組みへの支援 

 ①インフォーマルな取り組みに対する公的評価を明確にし、支援を行うこと 

・地域包括ケアにおいては、個人個人で異なるニーズをきめ細かく支援することが必要になり、厳

格なニーズ審査やサービス内容の標準化が求められるフォーマルサービスだけでは支えられない

のが現状である。そのためインフォーマルな取り組みを促進、活用していくことが重要である。 

・ＮＰＯ活動や市民参加活動をフォーマルサービスや営利活動と同等に捉え競争関係に追いやるの

ではなく、「地域住民が参加して地域生活を支える福祉的活動」であることを評価し、拠点や資金

に関する支援を行うべきである。 

・そのために、都道府県など広域行政の役割として、域内におけるインフォーマルな取り組みに対

する目標設定を行い、サービスの地域格差の是正に務めると共にコミュニティが担うインフォー
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マルサービスに対する補助や助成支援の役割が望まれる。 

 

 ②サービスとコミュニティをあわせ持つ拠点の整備推進 

・インフォーマルな取り組みを地域包括ケアのなかの資源としていくためには、拠点が不可欠である。

学校の空き教室（余裕教室）、地域集会所など既存のコミュニティ施設、公有地等を活用し、市民の

生活圏でありコミュニティの単位となりうる中学校区に最低１ヶ所ずつ、ホームヘルプ・サービス、

食事サービス、移送・移動サービス等の各種の地域福祉サービスとが共有する拠点を整備し、活動

の場を整備していくことが必要である。 

・公的な機能を中心とする地域包括支援センターだけでは、インフォーマルな取り組みに関するきめ

細かいネットワーク形成は容易ではない。そこで、上記の拠点にコーディネーターを配置し、個人

や地域ニーズと各種のサービスとを結びつけ、きめ細やかに小さなネットワークを推進する体制を

構築するべきである。 

 

③中間支援団体が果たす活動団体支援の強化に向けて 

・サービスの質の向上、アドボカシーを中心とするより広域的な中間支援団体によるネットワーク機

能が必要とされているのにもかかわらず、中間支援団体に対する支援環境は整っていない。各地に

サービスを創出すると共に質の向上を図り、さらには新たな担い手となるサービス従事者を育成す

るためにも全国レベルや広域に活動する中間支援団体（市民協・全社協・全老協・移動他）に対す

るコーディネーター人件費などの継続的な支援が求められる。 

 

３ 「誰もが望めば地域で暮らし続ける地域づくり」の将来像 

①地域包括ケア体制の拡大 

・地域包括ケアは高齢者だけのものでなく、障がい者支援、子育て支援といった地域に安心して住

み続けるという福祉ニーズに柔軟に対応する体制を作っていくべきである。 

・生活者の目から見て、地域の福祉ニーズを制度や対象者別に細分化することには意味がなく、ま

た、インフォーマルな取り組みの多くも「地域住民」という観点で行われており、対象者の区別

をしていない。 

・そのために、地域包括ケアの支援を行う機関（現行では地域包括支援センター。前述のように多

様な機能を分担委託できれば、どこが担ってもよい）は、地域福祉という観点で総合的に受け止

める機関となることが望まれる。現行制度の枠組みを超えたワンストップによる地域生活支援を

充実させるために、各福祉制度を串刺しにする理論の構築と介護保険以外からの財源確保が必要

である。また将来的には関連法令を横断する「地域生活支援法（仮称案）」の立法化も考えられる。 

 

②高齢者の介護を予防し、健康施策を促進するために 

・高齢者の健康問題の本質は、「老化」であることが最新理論により明らかになった。本施策におい

ては、老化を標的とした新しい枠組みの健康事業を展開する。 
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部会名 
福祉部会 

政策提言名・循環型地域福祉事業 

目的：誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉社会の構築 

 

・介護保険サービスや障害者自立支援事業を相互に補完する市民参加による地域生活支援（移動サー

ビス･食事サービス･ホームヘルプ等）の育成と充実 

・地域支援サービスの実施における市民参加の促進 

 

 

現状と問題点 

 

地域生活支援のためには全国統一的な制度で運営される「介護保険サービスや障害者自立支
援」と地域独自の「枠外サービス」が両輪で機能することが必要である。しかし家族構造・生
活モデルの変化や「枠外サービス」が自治体の選択や判断で縮小・廃止されたり未設置である
ことに起因する「地域生活を支える力の弱さ」により、施設希望者増加の一方で地域生活の継
続が困難という状況がある。 
 安心して暮らせる地域社会の構築のためには、「医療・介護・障害者福祉・保育」などの全
国統一的な公的サービスを軸としつつ、地域におけるインフォーマルな活動に地域独自の「枠
外サービス」を委ね、それを公が支援することで公・民が地域福祉を支える態勢づくりが急務
である。 

 

具体的内容 

１． コミュニティ単位におけるコーディネート機関の設置 

・中学校区毎にコーディネート機関を１ヶ所設置し、その運営を当該地区において枠外サービ

ス（地域生活支援サービス）を実施している非営利組織に委託する（１万ヶ所）。 

・コーディネート機関ごとに２名程度のコーディネーターを配置する（２万人）、 
＊コーディネーターは一定の条件において地域生活支援（移動サービス・食事サービス・ホームヘルプサ

ービスなど）を実施する機関が雇用する。 

＊コーディネート機関に人件費として年間５００万円／ヶ所を助成する。 

＊コーディネート機関の設置にあたっては、空き教室（余裕教室）、地域集会所など既存のコミュニテ

ィ施設、公有地の活用等を促進する。 

 

２．拠点施設の整備 

 コーディネート機関が「福祉コミュニティの拠点」となるよう、施設整備をする。施設整備には学校の空

き教室、地域集会所などの既存のコミュニティ施設、公有地等の活用を推進する。 

 

３．中間支援組織によるコーディネーターの養成事業 

配置されるコーディネーターは、非営利組織の中間支援組織等が実施するコーディネーター研修（ex.高

齢者地域活動者養成支援事業（厚生労働省等））の受講修了を要件とする。 

 

 

期待される効果等 

循環型地域福祉社会の創設 

地域の中で助け・助けられる「福祉のある優しい“我がまち”づくり」の推進 
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必要な予算額・条件等 

＊中学校区が全国に約１０，０００あり、平均人口１２，５００人。 

平均高齢化率を２１％とし、サービスの利用対象者を８％の約２１０人と想定 

＊受託団体のサービス提供イメージ 

コーディネート機関の受託団体の事業規模（想定） 

①ホームヘルプサービス 

３０人×週２時間×５０週＝３０００時間（１５００件） 

②移動サービス 

２０人×週４回×５０週＝４０００件（８０００時間） 

③食事サービス  

１００人×週５回×５０週＝２５，０００食 

④サロン・ミニデイサービス等 

    週５日稼働、登録利用者３０人 

 

１．１．１．１．コミュニティ単位におけるコーディネート機関の設置コミュニティ単位におけるコーディネート機関の設置コミュニティ単位におけるコーディネート機関の設置コミュニティ単位におけるコーディネート機関の設置    

コーディネーター人件費として 

１０，０００ヶ所×＠５００万（一ヶ所２名程度）＝５００億円 

 

２．施設整備２．施設整備２．施設整備２．施設整備    

初期整備費用として１０，０００ヶ所×＠５０千円＝５億円  

 

３．コーディネーター養成３．コーディネーター養成３．コーディネーター養成３．コーディネーター養成    

  中間支援組織によるコーディネーター研修を活用。 

コーディネート機関に配置されるコーディネーターは、非営利組織の中間支援組織等が実施する研修

（ex.高齢者地域活動者養成支援事業（厚生労働省等）の受講修了を要件とする 

   

財源について 

※現在の高齢者福祉に特化した地域包括支援センターの機能では、障害者や子育て支援等の複合的なニーズ

に柔軟に対応できない。地域の福祉ニーズを横断的に受け止める政策の構築と介護保険以外からの財源確保

も確立すべきである。 

循環型地域福祉社会を目指すためには、地域の福祉ニーズを横断的に受け止める施策の構築と介護保険等以

外からの財源確保の可能性を模索すべきである。 

 

[メールアドレス]kakuzi@mow.jp 
政策提言の責任者  平野

ひ ら の

 覚治
か く じ

 

市民福祉団体全国協議会 常務理事  

全国老人給食協力会 事務局長 

[電話番号]03-3706-2545 
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部会名 
福祉部会 

政策提言名：市民参加による地域福祉サービスに関する規制緩和 

市民参加による有償の地域福祉サービス提供の阻害要因となっている既成の法律・制度 

（ｅｘ:道路運送法、道路交通法、法人税法等）の内容及び運用を見直し地域の住民生活の実態と合わ

せる。 

 

現状と問題点   

地域福祉サービスの分野では、地域に根ざした住民組織やＮＰＯが、主要な役割を果たし、時には

公共サービスを補完したり代替したりしている。しかし、国や自治体は、民間事業者サービス企業を

含めた競争原理や事業者を対象とした規制を、この地域福祉の領域にも適用することによって、身近

な住民同士の助け合いやコミュニティづくり、市民自治の土台を切り崩している。 

移動サービスはその最たるものである。有償であるがゆえにバス・タクシーを規定する道路運送法

に位置付けられた。その実態は、サービス提供にかかるガソリン代等の実費にわずかな運転者の謝礼

を加えたボランタリーな活動が多いにも関わらず、バス・タクシーに準ずる要件を課され、バス・タ

クシーを交えた「運営協議会」によって、「必要性」を吟味されたり、国の基準以上のローカルルール

を上乗せされたりしている。この活動に使用する車両の自動車税、法人税、駐車禁止除外を規定する

道路交通法など関連する法制度もまた、こうした活動を後押しする方向にはない。 

また、従来の移動支援の施策が厚生・運輸・文部等に分かれて縦割りに実施されていたり、硬直し

た運用であるために、生活の現場では非効率でニーズに合わないケースや、問題解決に関して住民組

織やＮＰＯの参加を阻害している実態がある。従来の制度適用の見直しや規制緩和によって、住民組

織やＮＰＯに、経済面や労力面で過剰な負担を強いることのない助け合いの共生社会を作ることが求

められている。 

具体的内容 

事業概要：市民が参画する地域福祉サービスに関する規制緩和の促進事業事業概要：市民が参画する地域福祉サービスに関する規制緩和の促進事業事業概要：市民が参画する地域福祉サービスに関する規制緩和の促進事業事業概要：市民が参画する地域福祉サービスに関する規制緩和の促進事業 

市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、地域計画策定促進事業市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、地域計画策定促進事業市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、地域計画策定促進事業市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、地域計画策定促進事業    

・たとえば、地域住民が自ら自家用車を提供したり、自治体所有の福祉車両を運転することなどで、地域内

の移動のニーズに対応することを手段に盛り込んだ地域福祉交通計画の策定を支援する事業。会議開催や

調査費用、専門家の派遣などの支援を行う。また、その提供に一定期間責任を負う（モデル事業）。 

市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業    

・ 上記計画の対象としたサービスに関しては、既存の事業に関する許認可手続きをとらず、届け出等の簡

易な手続きによって自治体がその実施を認めることとする。 

・ あわせて、既存の法制度で阻害要因となる許認可手続きを洗い出し、権限の移譲・見直しを行う所管省

庁や自治体等による認定会議を行う。 

規制緩和に関する実態評価事業規制緩和に関する実態評価事業規制緩和に関する実態評価事業規制緩和に関する実態評価事業 

・現在の道路運送法、道路交通法、法人税法等により住民組織やＮＰＯの活動が阻害されている実態

を調査し対応策を提言する。また、地域福祉交通計画の策定や、福祉移動手段の提供のモデル事業

のビフォア、アフターの調査、評価を実施する。 
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期待される効果等 

 

１．地域資源の活用による活力のある共生社会の創造 

地域の問題を考える輪の中に市民自らの参加を促進し、助け・助けられる「福祉のある優

しい“我がまち”づくり」を推進できる。 

２．増加傾向にある移動困難者の移動ニーズを受け止める体制作りが促進される。 

３．地域住民の移動の自由と権利の意識を高め、共生社会の一員であることの参加を促す効果。 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

・・・・市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、市民が参画する地域福祉サービスを盛り込んだ、地域計画策定促進事業地域計画策定促進事業地域計画策定促進事業地域計画策定促進事業    

市町村ベースの自治体当たり３百万円程、初年度は１０自治体程度を目標に実施、追って増やしていく。 

 

・市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業・市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業・市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業・市民が参画する地域福祉サービスについての規制緩和適用事業    

規制緩和を提案する自治体の出席を得て開催する認定会議費用として 

  １回 50 万円（旅費）×4 回程度＝2百万円 

 

・規制緩和に関する実態評価事業・規制緩和に関する実態評価事業・規制緩和に関する実態評価事業・規制緩和に関する実態評価事業    

調査及び対策検討委員会の開催費用および、全国の実態調査と取りまとめ作業費用として 

１０百万円程 

[メールアドレス] info@zenkoku-ido.net 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

移動サービスネットワーク・理事長・中根 裕 

（全国移動ネット） [電話番号] 03-3706-0626（全国移動ネット） 
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    ３３３３－－－－３３３３））））農都農都農都農都（（（（農村農村農村農村・・・・都市都市都市都市））））地域分野地域分野地域分野地域分野        

 

農都地域部会「１分間スピーチ」提案 

農都地域部会の扱う政策の範囲がたいへん広いので、４月２９日のイベントでは、農都地域部会として先に

とりまとめた２ページの政策提言に加えて、ひとり１分でひとつの政策をプレゼンするという「１分間スピー

チ」を実施したいと考えています。以下は、その１分間スピーチに応募してきた１６の提案です。 

 

１．各道州に中山間地域研究センターの設置１．各道州に中山間地域研究センターの設置１．各道州に中山間地域研究センターの設置１．各道州に中山間地域研究センターの設置    

（参照例：島根県中山間地域研究センター） 

 

アピール文： 

中山間地域に広がる空洞化現象に歯止めをかけるために、地域に学び地域に活かす研究機関、そして、地域づ

くり＋産業づくり＋人材づくりのできるコーディネーターの配置が求められる。 

 

説明文： 

中山間地域では１９６０年代の高度経済成長期に激しい人口流出に見舞われた。近年は高齢化と低い出生率と

いう状況が加わり、農林漁業の担い手不足が深刻化している。「人の空洞化」が耕作放棄地を増大させ、「土

地の空洞化」を引きおこし、集落維持機能が低下することで「ムラの空洞化」に繋がってゆく。その深層にあ

る「誇りの空洞化」も含めての対応策が急務である。 

 

提案者： 

NPO法人きらり水源村 事務局長 小林和彦 

 

 

２．棚田活用、農業の起業は地域の特色をフルに２．棚田活用、農業の起業は地域の特色をフルに２．棚田活用、農業の起業は地域の特色をフルに２．棚田活用、農業の起業は地域の特色をフルに活かして。活かして。活かして。活かして。    

 

アピール ：  

棚田、山村から農地は荒れてゆきます。採算のとれる営農田からです。一時の興味ではなく、永続性のある営

農は、その地域の特色ある農産物、林産物を開発です。 

 

説  明 ： 都会の人が棚田を借りてお米を作ってみる体験営農は早晩行き詰まります。地主である担当農

家がつらい仕事行う犠牲の上に立って短期的には成立します。永続性はありません。棚田は先祖が食量不足の

長い歴史の中で培った芸術品の農地です。農家はぜひとも残して活用したいのですが，農業技術の革命により

米が余るようになりました。この時代に棚田は競争力はありません。「どろんこ体験」の場としては面白いで

すが一時のものでしかありません。借りる人もはじめ面白く数年で嫌気がします。農家も毎年、サービスに明

け暮れるのはたまりません。地域の特色をとことん調べて採算性のある営農計画に乗せるべきです。原点に戻

りましょう。 

 

提案者： 

山村振興研究会代表 松山 善之助 

 

 

３．３．３．３．農山漁村を活用した原体験学習システム農山漁村を活用した原体験学習システム農山漁村を活用した原体験学習システム農山漁村を活用した原体験学習システム    

 

アピール文： 

生物が多様な里地里山等で幼児の原体験学習をシステム化し、幼児の心身の健康と次世代の一次産業の担い手

を 

 

説明文 

幼小時における里地里山での「原体験」プログラムの義務づけ 
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小中学就学時における生態系保全・生物多様性に関わる教育カリキュラムの義務づけ 

環境学・農学等を専門とする大学・高等専門学校就学生の、里地里山での実労・教育ボランティアの必須科目

化 

上記活動を支えるための NPO 法人等による教育システムの充実化 

 

提案者： 

自然環境復元協会 小口 

 

 

４．農都を繋げる！都市生活者のための農力検定４．農都を繋げる！都市生活者のための農力検定４．農都を繋げる！都市生活者のための農力検定４．農都を繋げる！都市生活者のための農力検定    

 

アピール文：農力検定は、農家の現金収入補填や雇用創出、自給率向上、さらには過疎地域の再生をも目指す

総合政策です。 

 

説明文： 

食べられる物を採取して空腹を満たすという行為は、生物として最も基本的な生命維持活動でしょう。しかし

我々の多くは、その方法を親から習ったことも教育で学んだこともありません。そこで都市生活者を土に触れ

るという第一歩から、半農半Ｘがあたりまえの持続可能社会へ誘う『農力検定』を創設します。それは単に知

識の習得を競う資格制度ではなく、実技や実地研修を伴う実践的な学習コースを併設することで農村と都会の

交流を促すとともに、いざとなればいつでも即戦力となる、農業の担い手を育成する職業訓練プログラムの意

味合いも兼ねています。 

 

提案者：持続可能な生活を考える会：サステナ・ライフ主宰 西村豊 

 

 

５．新しい多様な生産方法の展開（森林・バイオマス）５．新しい多様な生産方法の展開（森林・バイオマス）５．新しい多様な生産方法の展開（森林・バイオマス）５．新しい多様な生産方法の展開（森林・バイオマス）    

 

アピール：大規模集約林業、小規模林業、多様な間伐方法・木材利用等展開する必要がある。 

 

説明： 

先般の「森林・林業再生プラン」において、大規模集約林業が推進されることになっているが、小規模林業や

多様な間伐方法・木材利用なども的確に位置づけ、推進することによって、真に有効な雇用・環境・国土保全

対策となる。ドイツにおける森林整備も参考になろう。 

 

提案者： 

２１世紀中小企業振興ネット 代表幹事 木村忠夫 

 

 

６．環境対策としての森林整備の重視６．環境対策としての森林整備の重視６．環境対策としての森林整備の重視６．環境対策としての森林整備の重視    

 

アピール：CO２削減における「森林吸収源」の確保・拡大に努めるべきである。 

 

説明： 

森林整備は、環境対策としても重要であり、京都メカニズム及びポスト京都 

においても、CO２削減のため、「森林吸収源」は大きな役割を果たすことが期待され、その算定方法の整備、

吸収源目標の達成確保のための森林整備に万全の措置を講ずるべきである。 

 

提案者： 

２１世紀中小企業振興ネット 代表幹事 木村忠夫 

 

 

７．地域活性化を図る地域マネジメント法人制定７．地域活性化を図る地域マネジメント法人制定７．地域活性化を図る地域マネジメント法人制定７．地域活性化を図る地域マネジメント法人制定    
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アピール文：行政と民活力を活用できる地域マネジメント法人を作り、コミュニティビジネスと豊かで文化的

な循環型社会を 

 

説明文： 

都市と連携して里山復元、地域コミュニティ活性化を図る地域マネジメント法人の制定 

＜旧村レベルの循環型社会形成を目的に、智恵・技・文化を育むコミュニティを活性化＞ 

行政保証をバックにした私的財産の公共的運用で農林地活性化と二か所住宅の奨励 

地域活性化資金となる地域通貨の活用（非課税明文化）と社会的起業の支援 

調査・検査・検証・広報に関わる行政機能の活用と運用支援の制度内組み込み 

 

提案者： 

下川正和 

ＮＰＯ法人 自然環境復元協会 運営委員 

 

 

８．各地方の間伐材デザイン商品を通じ都市で流通システム８．各地方の間伐材デザイン商品を通じ都市で流通システム８．各地方の間伐材デザイン商品を通じ都市で流通システム８．各地方の間伐材デザイン商品を通じ都市で流通システム    

 

アピール文： 

森を学んだデザイナーと地方が間伐材商品を共同開発し都市で体験と共に流通させるシステムで森の収入を

産む 

 

説明文：  

森林ボランティアは増えたが、材が流通せず収入不安の為プロを希望する若者がいない。 

デザイナーと各地域の NPO、森林整備企業、組合、木工所、木工職人等で共同開発する。 

都市部でコミュニティを形成し、木材教育プログラムを提供し消費者の教育をする。 

政府や企業が開発や販路支援をし、木製商品に対してもエコポイントをつける。 

森や間伐材を熟知したデザイナーとコーディネーターを育成するスクールを開校する。 

 

提案者： 

かわじみき（ミキッズデザインスタジオ） 

 

 

９．都市の農地を守るための制度の見直し９．都市の農地を守るための制度の見直し９．都市の農地を守るための制度の見直し９．都市の農地を守るための制度の見直し    

 

アピール文：都市農業の後継者が地代が高く収入が少ない理由で継がず、相続税問題もあり農地が減っている

現状を改善。 

 

説明文：  

都市農地は緑化,安全,教育の面でも保全すべき地だが、後継者の収入問題で維持が難しい。 

跡継ぎが自分の好きな職業と農業を両立できるための、仕組みを作る。 

農地の相続税を検討し、家系でなくても継ぐことができる法律の改訂の活動をする。 

循環農法での就農希望者や専業農業希望者に限定し農地の長期借用契約を可能にする。 

給食への販路支援と在来種有機栽培指導員として小学校等での収入支援制度を作る。 

 

提案者： 

かわじみき（ミキッズデザインスタジオ） 

 

 

１０．木質バイオマス事業１０．木質バイオマス事業１０．木質バイオマス事業１０．木質バイオマス事業////間伐材等利活用の推進間伐材等利活用の推進間伐材等利活用の推進間伐材等利活用の推進    

 

アピール文：木質バイオマスは林業の視点だけでは事業にならないので有機農業振興の観点からバイオマス利
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用促進を図りたい。 

 

説明文： 

地域環境保全や山林資源の本来の活用循環型社会の必要性が叫ばれている。しかし、バイオマスといえば燃料

という考え方が主流であり、農業生産のための天然資材の製造供給方法が国に取り入れられたのは最近のこと

である。溶媒を使用しない抽出技術の開発は，農林業が抱える三つの課題①荒廃した山林の再生②安心・安全

な食料の提供③劣化した地力の回復すなわち土壌改良材（抽出残渣）と天然有機系農薬普及への弾みとなる。 

 

提案者： 

ＮＰＯ法人 森林資源活用バンク 園田 太嘉雄 

 

 

１１．有機農産物購入者にエコポイントを１１．有機農産物購入者にエコポイントを１１．有機農産物購入者にエコポイントを１１．有機農産物購入者にエコポイントを    

 

アピール文：車や家電のエコポイントはお金持ちしか活用できませんが、食のエコポイントは全ての人の益に

寄与します 

 

説明文： 

食は全ての人にとって生存に不可欠なものです。そして、誰しも健康でありたいと願っています。有機農業の

描く未来として、持続可能性、食料自給率向上、健康な福祉社会、コミュニティ再生など広範なところに波及

し益をもたらすことができます。有機農産物購入する全ての人や学校給食などへのエコポイント付与で、全て

の人に等しく恩恵をもたらし、明るい未来像を提示できます。 

 

提案者： 

金子友子・高橋優子（ＮＰＯ法人生活工房つばさ遊） 

 

 

１２．ふるさと再生ファンドで中山間農地の復活を１２．ふるさと再生ファンドで中山間農地の復活を１２．ふるさと再生ファンドで中山間農地の復活を１２．ふるさと再生ファンドで中山間農地の復活を    

 

アピール文： 

ふるさと再生ファンドは、失業者対策と地方活性化、自給率向上、さらに失業保険の意味も持つ総合政策です。 

 

説明文： 

需給ギャップが３０兆円を越える状況に至っては、従来の失業者に対する職業訓練や雇用助成では、根本的な

職不足を解消する事はできない。財政も破綻寸前で納税者の心情からいっても、働く能力があっても働く職場

がない失業者に、満遍なく社会保障をし続けるのは現実的ではない。そこで働く意欲のある失業者を募って中

山間地の耕作放棄地を開墾させ、自給自足ベースで自立した生活が営めるよう支援していく。運転資金は、各

道府県の出身者から出資を募りファンドを創設して賄うが、出資者が失業した場合には開墾した土地を分け与

える保険の役割も担う。 

 

提案者： 

持続可能な生活を考える会：サステナ・ライフ主宰 西村豊 

 

 

１３．メディアで有機農業推進の現状を周知・啓発１３．メディアで有機農業推進の現状を周知・啓発１３．メディアで有機農業推進の現状を周知・啓発１３．メディアで有機農業推進の現状を周知・啓発    

 

アピール： 

『有機農業の推進に関する法律』への、各都道府県の取り組みを横並びで周知することで、より加速します。 

 

説明文： 

ツルネン・マルテイ議員らが策定した『有機農業の推進に関する法律』に対して、各都道府県が「どう考え」

「どんなアクションを策定し」「実行しているか」を明白にし、ＴＶ、新聞、 
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出版社、ラジオ、インターネットなどのメディアにて生活者（消費者）に周知することで、各都道府県にプレ

ッシャーを与え、取り組みを加速させていく。政府主導で番組を制作することで、各種企業などからのプレッ

シャーに影響を受けずに、実行します。 

 

提案者： 

株式会社キュアリンク 小原壮太郎 

 

 

１４．食物と病気の因果関係究明から有機農業推進１４．食物と病気の因果関係究明から有機農業推進１４．食物と病気の因果関係究明から有機農業推進１４．食物と病気の因果関係究明から有機農業推進    

 

アピール： 

新生児発症率が激増しているアトピー性皮膚炎等の、食物との因果関係を調査し改善策を検討、医療費削減も。 

 

説明文： 

食べ物と現代病の関係を政府主導で集中的に調査し、改善策を策定します。 

ここから『農業の有機化』などの必然性が判明すると想定し、改めて有機農業推進活動を促進します。こども

の健康をベースに必要性を啓発することで、農業の有機化を目指します。またこれにより、医療費の削減にも

つながるため、予算としても負担の少ない政策になると考えます。 

 

提案者： 

株式会社キュアリンク 小原壮太郎 

 

 

１５．市民による島の研究センターの創設１５．市民による島の研究センターの創設１５．市民による島の研究センターの創設１５．市民による島の研究センターの創設    

 

アピール文： 

地域から日本を変えよう！島の元気が日本の元気につながる！ 

 

説明： 

過疎化による島嶼地域の疲弊は深刻な状況である。離島と本土のハンディキャップを克服するために、沖縄・

奄美・離島の振興三法の枠内では捉えられないすきま部分に目を向けるシステムづくりが必要と考える。島嶼

間で連携して島おこし活動を進める仕組みや、市民相互の交流、ニューツーリズムを含む観光促進のため海空

の新航路設定、市民による島の構造改革特区など、研究課題は多い。 

 

提案者： 

NPO 法人屋久島移住ネットワーク・緑の風 事務局長 杉浦英世 

 

 

１６．不在地主に納税先自治体の参政権を付与１６．不在地主に納税先自治体の参政権を付与１６．不在地主に納税先自治体の参政権を付与１６．不在地主に納税先自治体の参政権を付与    

 

アピール：都会在住の田舎出身者が、田舎の自治体へ固定資産税党を納税すると、納税先自治体の参政権を付

与する。 

 

説明： 

田舎出身者が定年後、首長や市町村議員として出身地の為に貢献できる。 

田舎と都会の交流が進み、田舎の封建制が打破され、田舎の近代化が進む。 

ふるさと納税制度が一層進化する。 

現住地（都会）と納税先自治体の内、何れか一方を選択できる。 

田舎出身者が、納税先自治体に配慮してくれるので田舎の過疎化を防止できる。 

 

提案者： 

国際貢献企業グループ 鈴木象一 
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    ３３３３－－－－４４４４））））地球社会地球社会地球社会地球社会・・・・国際分野国際分野国際分野国際分野        

部会名 地球社会・国際部会①地球社会・国際部会①地球社会・国際部会①地球社会・国際部会①    

政策提言名 アジア・ボランティア・サービスアジア・ボランティア・サービスアジア・ボランティア・サービスアジア・ボランティア・サービス    ～～～～協力隊のアジア・協力隊のアジア・協力隊のアジア・協力隊のアジア・NPONPONPONPO・双方向版～・双方向版～・双方向版～・双方向版～ 

現状と問題点 

① 日本・アジアに、効果的なボランティアを必要としている現場（地域・NPO 等）が沢山ある。 

② 日本・アジアに、ボランティア活動をして成長することが必要な若者が沢山いる。 

③ 「アジア共同体」を若者・NPO・ボランティアから先行して推進・構築できる。 

 
＊ なぜアジアのみか？ ⇒ 費用対効果。まずは近隣諸国から。外交戦略 

＊ 欧州では、EC（欧州委員会）が欧州ボランティア・サービス（EVS）を 1996 年から実施。 

＊ 従来の「国際協力」の多くのように「物価の高い国が安い国を支援する」という一方向のものではなく、

日本も受け入れる双方向なのがミソ。森林や田畑の再生、福祉・医療の人手不足解消、 

教育・文化の豊かさＵＰなど、受け入れる日本の地域社会にとっても、メリットが大きい。 

 

具体的内容 

① 期間：９ヶ月間（EVS では、基本は２ヶ月～１年間だが、数週間の短期・ワークキャンプ型も）。 

ボランティア・受入側双方が合意した場合、更に１年間の延長も可能。 

② 対象：英語または現地の言葉の日常会話を話せる人のみ。18～39 歳（EVS では、18～30 歳） 

③ 活動地域：ASEAN＋３（日中韓）。東アジアのみで先行実施したり、インドや豪州にも広げる手も。 

EVS では、欧州内の移動が中心だが、世界中（日韓米等を除く）への派遣・受入もある。 

④ 活動内容：現場での福祉・文化・教育・環境・開発等。NPO オフィス事務も（EVS とほぼ同様） 

⑤ 運営：各 NPO に基本的に委託して、派遣・受入を行う（EVS とほぼ同様）。 

⑥ 待遇：本人への交通費・生活費、派遣・受入団体への運営経費を支給（EVS とほぼ同様）。 

 
2011 年度：100 人（日本人→アジアへ、アジア人→日本へ、各 50 人）が参加。 総予算 1.6 億円 

2012 年度：600 人（各 300 人）が参加。 同 9.6 億円 

2013 年度：3,000 人（各 1,500 人）が参加。 同 48 億円 

 

＊ 実績と基盤を創りながら徐々に拡大し、2020 年にはこの 10倍（30,000 人・480 億円）も十分可能。 

＊ ゆくゆくはアジア全体で資金を拠出し、共同運営しながら、日本以外のアジア諸国間でも行っていくこ

とが望ましいが、まずは日本が主導して（勿論、アジア諸国と連携しながら）実験的に実施する。 

＊ 「長期ワークキャンプ」との違いは、個人の受入も OK、海外への派遣もある、活動対象が他分野等の

違いはあるが、この制度を使ってアジア人が長期ワークキャンプに参加することは十分考えうる。 

 

＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞ 

中長期ボランティアについて → http://nice1.gr.jp/lm.html 

欧州 EVS について → http://www.britishcouncil.org/connectyouth-programmes-evs.htm 

    

＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞ 

＊ 各国（ASEAN＋３）の政府と、NVDA（アジア・ボランティア発展ネットワーク）の共同運営。 

＊ 各国政府：費用を GDP に応じて拠出。全体計画・評価にも参加。 

＊ NVDA：各国に置かれる AVS センターを各国政府と共同運営。 

＊ 受入・派遣 NPO：自国の AVS センターに加盟し、計画書・申込書・報告書を提出。 

＊ 事務局：日本に置き、「縁組み」を取りまとめ。 

 
ゆくゆくは上記のような形にしたいが、まずは日本主導で実現させる。国際ボランティア NPO と 

日本政府で共同事務局を作り、NPO が実施主体として国から委託される形で行う 

（例：４月公募、５月選考、６月準備、７月以降実施）。 
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期待される効果等 

従来の NPO による事業の実績からも、以下の成果を十分に期待できる（事業概要の目標も参照）。 

① 人手不足の現場の状況改善（福祉・文化・教育・環境・開発等。NPO オフィスも）。 

② 緊急雇用対策。更には、アジアで活躍する担い手、日本に共感する人材の育成・確保。 

③ 従来の一方向的とは違った、新しい形の国際協力。 

④ 多様な人々の社会参画・相互理解・連帯感の育成。 

 

＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞    

① 経済性：従来の政府による国際協力・交流事業よりも、遥かに低予算で大きな成果をもたらす。 

また日本人の失業対策としても、有給常勤で雇うよりも遥かに低予算で、新しい成果をもたらす。 

② 柔軟性：人手不足の現場で外国人をいきなり有給常勤として雇うのは難しく（働く側も同様）、 

本事業なら受け入れやすい。優れた人材はこの経験を経て、有給常勤に発展する可能性もある。 

③ 作業力：外国人を受け入れることによって、従来の職員・ボランティアだけではなかった成果が 

生まれる（新しい視点・技術、国際的なつながり作り、住民、特に地元青少年の巻き込み易さ等）。 

④ 成長力：異文化での仕事・生活を通じて協調性や人間性を磨き、力を伸ばす効果が大きい。 

地球的な視野・感性と異文化や質素な生活への適応力、人脈を持った人材を多数輩出できる。 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝４４４４,,,,８００８００８００８００ 

１事業あたりの予算：160 万円（実施 3年目で、3,000 人参加した場合、計 48 億円） 

＊ボランティアの宿泊・食事・小遣い：平均 7 万円×9ヶ月＝63万円 

＊ボランティアの現地への交通費：10万円（平均） 

＊受入 NPO の事業リーダーと事務局員の人件費：平均 7万円×9ヶ月＝63万円 

＊受入 NPO の通信・印刷・器具・資材・交通・謝礼等：平均 7 万円 

＊派遣 NPO の通信・印刷・器具・資材・交通・謝礼等 

：平均 17万円（現地訪問 10万円。他、日本の派遣 10万円・アジアの派遣平均 4万円） 

    

＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞ 

長く広い視野で捉えればアジア域内の友好・協働・相互理解・連帯の育成や社会問題の改善を通じて、 

平和の創造に多大な寄与をするため、約 5 兆円の防衛費の一部をカットして捻出するのが本筋である。 

例えば 1％を「アジア平和創造枠」として本事業に当てれば、年間 30,000 人の参加（派遣・受入で 15,000

人ずつ）が可能になり、その成果は非常に大きい。それが難しい場合は、各種雇用対策関連予算、もしくは

JICA の青年海外協力隊関連予算（シニアも含めて年間約 4,000 人・160 億円）の一部を活用する手もある（1

人あたり本事業の方が 60％安い）。また、内閣府等が行う政府の青少年交流事業（国際青年交流会議、世界

青年の船等）を全面的に組み替えることも考えられる。 

 

国際ボランティア活動を運営する NPO は増え、ノウハウも蓄積されているが、資金、ボランティア集め、

受け皿となる地域探しなどで限界があり、本格的な展開が難しい（逆にいえば、資金等の資源さえあれれば、

良質な事業を多数行えるだけの力を有している）。政府は、資金力や広報力、各地域社会へのつながりはあ

るものの、きめ細かく質の高い運営を行える人材・経験が限られている。そのため、両者の連携が効果的・

不可欠である。 

 

[メールアドレス]  nice@nice1.gr.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 

代表 開澤真一郎 

[電話番号] 03-3358-7140 
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部会名 地球社会・国際部会②地球社会・国際部会②地球社会・国際部会②地球社会・国際部会②    

政策提言名 虹のニューディール虹のニューディール虹のニューディール虹のニューディール    ～長期ワークキャンプによる森・田畑の再生～～長期ワークキャンプによる森・田畑の再生～～長期ワークキャンプによる森・田畑の再生～～長期ワークキャンプによる森・田畑の再生～ 

現状と問題点 

現在、我が国では耕作放棄地が埼玉県とほぼ同じ面積にまで増大し、枝打ち・間伐等がされずに放置され

た森林も広大で、生態系の劣化、獣害の増加、地域社会の崩壊等の深刻な状況を招いている。 

プロの農林家や市場に委ねるだけでも、政府が単体で取り組むだけでも限りがあり、実際様々な施策が行

われているが、状況は悪化するばかりで、NPO や市民ボランティアの更なる力が求められている。 

ただし従来型のボランティア活動は飽和状態ともいえ、作業の成果や参加者の広がりにも限界がある。 

一方で、ニート、失業者やその予備軍、日本で仕事・生活したい外国人、スローライフに転換したい人、

力を発揮する場の乏しい障がい者、退職者、休学生など、潜在的な働き手は多いが、埋もれている。 

特に昨今の経済状況の悪化により、失業者やその予備軍に対して、効果的な対策が求められている。 

そこで、政府と NPO が強力に連携して「長期ワークキャンプ」を実施することを提案したい。 

ワークキャンプとは、一言でいえば、合宿型のボランティア・プログラムである。 

米国では世界恐慌中にニューディール政策の一環として、CCC という失業した若者を中心とした長期ワー

クキャンプを本格的に行い、今までに約 600 万人が参加して多大な成果を生んだ（例えば建国 200 年で植え

た分よりも多くの木を数年間で植えた）。また、1920 年にフランスで始まった「国際ワークキャンプ」は約

100 ヶ国・3000 ヶ所に広がり、環境・福祉・開発・教育等の状況を強力に改善している。 

 

＜米国 Conservation Corp の 2007 年の活動成果例（トチギ環境未来基地の資料より）＞ 

★参加者：21,214 人 ★活動に巻き込んだ人：295,631 人 ★作業時間：16,934,881 時間 

★整備した歩道：8,014 km ★予算規模：360 億円 

＜国際中期ワークキャンプ・大沼 2006（北海道七飯町。3 ヶ月間×4名）の成果例＞ 

★間伐 80本。枝打ち 2 ha。種植え 10 万個。下草刈り 4 ha ★繁忙な収穫期に酪農、炭焼きを 2 日間  

★かぼちゃ祭り、大沼紅葉祭りに参加・手伝い ★近隣住民の薪割りと家畜の世話と建築を 5日間  

具体的内容 

先述の潜在的な「働き手」が平均 10 人ごとグループで生活しながら、９ヶ月間、森や田畑の再生に取り

組む長期ワークキャンプを官民協同で展開する。更には様々な職業訓練プログラムも活動中に行い、終了後

に一部は農林家や第六次産業を展開する企業で働けるようにする。 

2011 年度：全国 100 ヶ所で１回実施（７月開始）、計 1,000 人が参加。 総予算 9.2 億円 

→目標：荒廃した農林地を約 1,000 ha²再生。終了後 100 人が農林業に就業。 

2012 年度：全国 250 ヶ所で２回実施（７月及び 10月開始）、計 5,000 人が参加。 同 46 億円 

→目標：荒廃した農林地を約 5,000 ha²再生。終了後 500 人が農林業に就業。 

2013 年度：全国 500 ヶ所で３回実施（７、10、１月開始）、計 15,000 人が参加。 同 138 億円 

→目標：荒廃した農林地を約 10,000 ha²再生。終了後 2,000 人が農林業に就業。 

 

「緑のニューディール」や雇用対策、過疎対策とも合致しつつ、従来にない広範な人々を巻き込み 

ながら、一つの美しいゴールを目指すことから「虹のニューディール」と名づけられる。 

人材確保には、例えば以下のルートも考えられる。 

１）厚労省が NPO に委託する「若者自立塾」の卒塾生や「若者サポートステーション」の利用者 

２）英国で大学進学前に 1 年間社会体験を行う「ギャップイヤー」のような制度を導入 

３）大学を卒業後、就職する前に社会訓練を積むために「セカンド・ギャップイヤー」を導入。 

４）企業で人が余ったが、解雇はしたくない場合、社員に「ワークキャンプ休暇」を与える。 

５）日本に惹かれ、活動での経験を自国でも活用したい外国人に、「ワークキャンプ・ビザ」を発行。 
 

＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞    

＊米国 CCの活動→ http://conservation-corps.jp/tochigi/doc/reportofconservationcorpsofusa.pdf 

＊ワークキャンプについて→ http://nice1.gr.jp/ 
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＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞ 

★NPO（特にワークキャンプ、国際協力、若者自立支援、農林業ボランティア等に取り組む百数十の団体） 

： プログラムの企画・運営、ボランティアの公募・案内 

★国：財政や広報面での支援。各種制度の創設・改善。政府の関連事業との橋渡し 

★地方自治体・地域社会：プログラム運営への各種協力。時々参加する、住民ボランティアの募集・案内 

★企業：社員や社員予定者へのボランティア参加の推進。活動終了者の一部受入。 

★農林家：作業技術の指導。活動終了者の一部受入。  

★大学：学生や入学予定者へのボランティア参加の推進 ★一般市民：ボランティア参加 

★国際ボランティアネットワーク（ユネスコの CCIVS、アジアの NVDA 等）：外国人ボランティアの派遣 

上記のようにマルチセクターで行うと、事業も一層レベルアップされるが、基本は NPO が実施主体として国

が委託する（例：４月公募、５月選考、６月準備、７月以降実施）。運営事務局も共同で運営する。 

 

期待される効果等 

従来の NPO による事業の実績からも、以下の成果を十分に期待できる（事業概要の目標も参照）。 

① 荒れた森と田畑の再生と食料・木材自給率の向上。 

② 緊急雇用対策。更には、第一次、「第六次（1+2+3）産業」の担い手育成・確保。 

③ 国際協力。アジアからのボランティアを受け入れれば「アジア共同体」作りにも寄与。 

④ 過疎地の活性化・人口増加。 

⑤ 多様な人々の社会参画・相互理解・連帯感の育成。健康・福祉の増大。 
 

＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞（雇用・農林業・過疎等への対策にとって優れた点） 

① 経済性：雇用対策では全て有給常勤職員で吸収しようとすると、膨大な費用がかかる。 

② 柔軟性：最初から有給常勤だとハードルが高くなるが、本事業では様々な人材を内包できる。 

③ 吸収力：グループで行うので、個々に対応する場合よりも、手間あたりの受入人数が遥かに多い。 

④ 作業力：グループで刺激・励まし合ったり、夜にゴールの共有や作業方法の改善を話し合える。 

⑤ 成長力：様々な人達との共同生活を通じて協調性や人間性を磨き、力を伸ばす効果が大きい。 

    

必要な予算額・条件等(単位：百万円) ＝１３１３１３１３,,,,８００８００８００８００ 

１事業あたりの予算：920 万円（実施 3年目で、15,000 人参加した場合は、計 138 億円） 

＊ボランティアの宿泊・食事・小遣い：5 万円×10 人×9 ヶ月＝450 万円 

＊ボランティアの現地への交通費：2 万円（平均）×10 人＝20 万円 

＊実施 NPO の事業リーダーと事務局員の人件費：20 万円×2人×9 ヶ月＝360 万円 

＊実施 NPO の通信・印刷・器具・資材・交通・謝礼等：5 万円×9 ヶ月＝45 万円 

＊受入地域の通信・印刷・器具・資材・交通・謝礼等：5 万円×9 ヶ月＝45 万円 

    

＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞ 

実施主体が自治体や森林組合・農家等に限られ、特に全国規模の NPO が使えない耕作放棄地再生利用緊急

対策交付金（21 年度 207 億円）、条件不利森林公的整備緊急特別対策事業（同 40億円）、森林境界明確化促

進事業（同 10 億円）、特定間伐等の促進のための路網整備の推進（同 66 億円）、過密化した森林の適切な整

備等の推進（同 36億円）、その他雇用創出・過疎対策・青少年育成等の予算の中から、特別枠として捻出。 

ワークキャンプを運営する NPO は増え、ノウハウも蓄積されているが、資金、ボランティア集め、受け皿

となる地域探しなどで限界があり、本格的な展開が難しい（逆に資金等の資源さえあれれば、良質な事業を

多数行えるだけの力を有している）。政府は、資金力や広報力、各地域社会へのつながりはあるものの、き

め細かく質の高い運営を行える人材・経験が限られている。そのため、両者の連携が効果的・不可欠である。 

[メールアドレス]  nice@nice1.gr.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

特活）NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 

代表 開澤真一郎 

 

 

[電話番号] 03-3358-7140 
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部会名 地球社会・国際部会③地球社会・国際部会③地球社会・国際部会③地球社会・国際部会③    

政策提言名 GAPYEARGAPYEARGAPYEARGAPYEAR（ギャップイヤー）を利用した世界に通じる青少年人材育成（ギャップイヤー）を利用した世界に通じる青少年人材育成（ギャップイヤー）を利用した世界に通じる青少年人材育成（ギャップイヤー）を利用した世界に通じる青少年人材育成 

現状と問題点 

厚生労働省が 5日発表した 2 月の労働経済動向調査によると、新規学卒者について「採用内定あり」とし

た事業所の割合は、大学や高校などすべての学歴で 2 年連続して前年を下回っているという。 

毎日新聞の調査によると従業員 30人以上の民間事業所に 2月の労働力需給や賃金などを聞き、3338社（回

答率 57・2％）から回答を得た。10年 3月卒業の新規学卒者を「採用内定あり」とした事業所の割合を学歴

別に見ると、高卒 31％（前年比 7 ポイント減）、大卒・文系 32％（同 4 ポイント減）、大卒・理系 33％（同

1 ポイント減）、高専・短大卒 16％（同 5 ポイント減）、専修学校卒 10％（同 3 ポイント減）。 

大卒については金融・保険業など 4産業で採用する事業所が前年より増えているが、高卒で前年を上回っ

たのは金融・保険業だけ。高校生の就職の厳しさが浮き彫りになったという。 

 

そこで取り入れたいのが英国の大学制度の習慣の一つ GAPYEAR。入学資格を取得した 18 歳から 25 歳の学

生に、社会的見聞を広めるため、入学までに１年の猶予（GAP＝すき間）期間を与える制度であり、学生は

外国に出かけたり、長期のアルバイトやボランティア活動に従事するもの。 

GAPYEAR の導入により、浪人や失業などの状態から、国際的な社会経験を積み、視野を広げるチャンスと

いう状態に捉えられることになる。また、雇用や経済の視点からも、多様な人材確保が得られることになり、

社会全体の生きる力を高めることになる。 

 

具体的内容 

日本版では高卒時だけでなく、3 期に渡って設定し、社会的慣習として大学・企業側が受け入れる。 

① 第１ギャップイヤー＝高卒時（大学入学前、または就職の場合は就職前） 

② 第２ギャップイヤー＝大卒時（就職前） 

③ 第３ギャップイヤー＝転職時（社会人を経験して新たなチャレンジをする人） 

＊ 日本版の場合は、海外で活動することを基本とする。 

＊ 就労前の場合、就労内容との関連のある活動をする場合（例：教員になる人が海外の学校で教育 

ボランティア）、活動開始前に就職先が決まっていることが基本となり、そうでない場合は活動 

終了後に新卒扱いで就職活動を行うことが基本になると思われる。 

 

＊ 実のある体験を後押しするため、以下のような青少年の海外プログラムを併せて推進する。 

① ワーキングホリデイ制度の利用者への渡航費への補助（一定の課題を与えて、実際こなした場合） 

② ファームステイへの渡航費・受入費用への補助（例：WWOOF＝有機農家でボランティア体験） 

③ 海外ボランティアへの渡航費・受入費用への補助（例：ワークキャンプ、インターン） 

④ 青少年 GAPYEAR プログラムを策定する NPO への企画補助（青少年交流、人材育成の観点から） 

⑤ GAPYEAR の後継者育成のための OV会を設立し、事後活動の強化 

 

＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞ 

青少年国際交流推進センター → http://www.centerye.org/ 

JICA 青年海外協力隊 → http://www.jica.go.jp/volunteer/ 

田舎で働き隊 → http://www.inaka-work.net/ 

若者サポートステーション → http://www.jiritsu-center.jp/  

WWOOF ジャパン→ http://www.wwoofjapan.com/main/  

ワーキング・ホリデー制度 → http://www.jawhm.or.jp/  

ワークキャンプについて → http://nice1.gr.jp/ 

＊ 参考資料も参照。 

 

＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞ 

① GAPYEAR 自体の社会認知のため、すでに海外でボランティア活動をして、社会人として活動している

人たちの経験を調査し、その意味を知らしめる 

② 行政、企業、大学、NPO・NGO といったセクターを越えたプラットフォーム委員会を設置し、GAPYEAR
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を導入することによるよる具体的な実施方法について検討する。 

③ 一方で海外とのネットワークを持つ団体と積極的につながることにより、GAPYEAR の利用者の受皿と

して、しっかりとした場の確保をする。 

④ 積極的に GAPYEAR を推進するため、モデル地区づくりをする。当初、10 団体・地域からはじめて、3

年後には 100 団体・地域のモデルを目指す 

社会的に、GAPYEAR の意義が定着することにより、新しい雇用と産業を生むことになる。3 年後の社会改

革を目指して、今年度から明らかな成果が現れるように推進してゆく。 

 

期待される効果等 

浪人や失業、ニートなどというネガティブな状態から、世界に目を向け、活動するポジティブな状態を生

むことにより、今までのようないわゆる勝ち組・負け組のような競争社会から、多様性を尊重する共生社会

の創造を生むことになる。また海外ボランティアなどの活動をすることにより、新しい視点で、社会の問題

解決や、職場での取り組みが行われる。そのことによって経済の活性化がなされ、雇用の増加し、更には新

しい職場がもたらされる。 

また、GAPYEAR の制度を社会にしっかりと認知させて、社会人となる上で、経験必須のものとすることに

より、企業の新人研修といった経費を削減することもでき、社会全体として、人材育成が行われる新しいシ

ステムの創造が望まれる。国際社会に積極的に参加することにより、自らの価値観の広げ、人間力を高める。 

 

＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞（雇用・産業構造の変化にとって優れた点）    

イギリスでは、ギャップイヤーを体験した大学生は学習意欲が高まることによって中退率（3～4%）が通

常（20%）と比べて、遥かに低減する効果が実証されている。すぐに中退や退職することに深刻な悩みを持

つ、日本の大学・企業にとっても、非常に大きな成果が期待できる。 

また制度・慣習の実施自体は、国の予算をほとんど使わずにできる点も魅力的である。 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝０（推進プログラムを併せて行う場合は、１００（推進プログラムを併せて行う場合は、１００（推進プログラムを併せて行う場合は、１００（推進プログラムを併せて行う場合は、１０,,,,０００）０００）０００）０００）    

推進プログラム＝3万人の参加をレベルアップすることができる。 

① ワーキングホリデイ制度の利用者への渡航費への補助：1 万人×10 万円 

② ファームステイへの渡航費・受入費用への補助：1万人×10万円 

③ 海外ボランティアへの渡航費・受入費用への補助：1 万人×20 万円、 

④ 青少年 GAPYEAR プログラムを策定する NPO への企画補助：100 団体×5,000 万円 

⑤ GAPYEAR の後継者育成のための OV会を設立し、事後活動の強化：50地域×2,000 万 

＊ 制度（慣習）の設置そのものには、特に予算は派生しない。 

    

＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞ 

推進プログラムを併せて実施する場合は、政府が行っている青少年育成（内閣府）や、教育（文科学省）、

ニート支援（厚生労働省）、青年海外協力隊（外務省）、田舎で働き隊（農林水産業）などの事業を一元化し

青少年の雇用と将来にズームインしたプログラムづくりを目指していく。 

 

[メールアドレス]  ikeda@hif.or.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

財団法人 北海道国際交流センター(HIF) 

事務局長 池田誠 [電話番号] 0138-22-0770 
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部会名 地球社会・国際部会④地球社会・国際部会④地球社会・国際部会④地球社会・国際部会④    

政策提言名 ボランティア・ビザの導入ボランティア・ビザの導入ボランティア・ビザの導入ボランティア・ビザの導入 

現状と問題点 

日本には就労ビザや文化ビザはあっても、「ボランティア・ビザ」はない。欧米やオセアニア諸国では、

ボランティア活動に従事することを条件に就労ビザや長期滞在許可証が発行され、その国の文化や地域活動

に外国人が入って行きやすい環境がある。本提言は、より多くの外国人に日本語や日本文化に深く関わって

もらうことで貿易や政治における各国と日本との関係づくりを強化したり、将来的に日本での労働者を育て

たりすることが目的である。現在のビザは観光または親戚訪問を目的としてビザのみで、多くの国で 3 ヶ月

が上限である。日本語を話せるようになったり日本文化本来の姿を知ることができるためには、1年の期間

が最低でも必要ではないか。10 年後には日本国内で 100 万人の労働人口が減少することが予測される。そ

の中で、外国籍を持つ日本滞在者を国内の雇用者として広く受け入れる必要があるだろう。既に始まってい

る留学生 30 万人計画と合わせて、長期ボランティアを推奨することは日本経済にも重要な要素だといえる。 

 

＜ICYE ジャパンでの実績＞ 

1959 年から長期ボランティアを派遣・招聘。招聘事業では、１年間のボランティア活動（幼稚園や学童

保育、老人ホームや障害者施設など）を通して日本語や日本文化を学んでもらってきた。異文化を理解し平

和を運ぶ事業として、1985 年にユネスコの表彰を受けた。参加者の約 1/3 が日本に 5 年以内に戻り、職に

就いたり再留学をしている。旅行や留学と違って、人と関わりながら文化を学ぶ「ボランティア活動」の生

活を 1年間することは、滞在先の文化や言語をより理解するために有効なツールであるといえる。 

具体的内容 

このビザができれば、例えば以下のようなプログラムが可能になる。これはあくまで一例にすぎず、更に

広い範囲での活動を推進したい。参加を希望する諸外国の若者は１年以上のボランティア活動（現存の事業

も含む）を行う。年間の許可人数に上限を設けることで、不正なビザ活用が行われないように制限する。 

【開催地】全国 100 箇所の施設・地域など（自薦、他薦共に可） 

【期間】2012 年 4月(8 月)より、2020 年まで 

【対象】現在外国に住んでおり、日本滞在や日本文化に興味のある若者 

【参加者の年齢】18 歳～40 歳 

【概要】日本語講習を受けた後にボランティア活動に従事する。受入施設や地域または管理団体は、年間

３回以上のオリエンテーションを行い、日本語の習熟度や生活レベルをヒアリングしたり共有する。 

【ボランティアプログラム例】 

＊ ひきこもり・ニート支援対策をしている事業所にて異文化コミュニティからの社会復帰訓練 

＊ 不登校児の通うフリースクールでの語学支援、ティームティーチング、カウンセリング 

＊ 過疎化農村に国内外からの観光客を呼び込むためのプロジェクトに参画 

＊ 老人ホームや障害者施設など、人手が足りない福祉施設のサポート（英国ではこの形が多い） 

 

＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞ 

■日本国内で長期のボランティア活動を推進している団体 

ICYE ジャパン（特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟日本委員会）office@icye-japan.com 

NICE（特定非営利活動法人 国際ワークキャンプセンター）http://nice1.gr.jp 

JYVA（既に解散・ボランティア 365 の経験者） http://furahi.com/local/news/20090817.html 

地球緑化センター http://www.n-gec.org/ 

■日本で研修をする方のビザについて（入国管理法） 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html 

■留学生30万人計画 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/__icsFiles/afieldfile/2009/10/02/1284755_1.pdf 

＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞ 

2012 年から２年間の試用期間を経て、うち１割が日本での長期滞在雇用者になることを目標とする。 

2012 年８月に第一期生の受入開始（上限 50人）、2013 年２月に第２期生の受入開始（上限 50人）。 

2013 年８月に正規派遣生のプログラムスタート（上限 100 人） 



- 41 - 
 

 

【管理体制】【管理体制】【管理体制】【管理体制】    

認定をうけた NPO 法人が管理団体として施設や地域との連携を図る。日本語レッスンの期間１ヶ月は、「留

学生ボランティア」として管理 NPO の登録者が無償でチューターとして世話する。 

「ボランティアビザ＝労働賃金を受け取ることが許されないビザ」である。不法労働者を防ぐためにも、

管理体制を厳格にする必要があるだろう。主な規制としては、以下のようなことが挙げられる。 

① 罰則の規程（例）：登録 NPO は、ボランティア留学生への監視・管理体制に対して全責任を負う。 

★受入先へ：「誤った労働環境」や「見てみぬふり」には厳しい処分（罰金・契約破棄等）を下す。 

★ボランティアへ：「不法就労をした場合は強制帰国」や「事前に担保金を払い、万が一不法行為をした

場合の罰金として差し押さえる。無事一年間を過ごせた場合は返金する」などの規定を決める。 

これらのルールに従わない NPO は本制度の登録解除、NPO 法人格の取り上げなどを罰則として設ける。 

② チューター制度：基本的にボランティアの受入は村や施設など、団体単位で行う。チューターと共に行

動し、ボランティア留学生がどこで何をしているのかを組織全体で見守ることができるのが望ましい。 

■注意点：各国から派遣される若者の選考は、（できればCCIVSかEVSに加盟をしていて）既に海外との事業

ネットワークを持つ民間・非営利の国際交流・協力団体が行う。http://www.ccivs.org/ 

 

期待される効果等 

① 日本人によるボランティア活動が促進される。 

② 過疎の農村や福祉事業などに、日本人も新たに興味を持つようになる可能性がある。 

③ 日本を理解した外国人が留学生や研修生となり、日本の経済を支える労働者へと成長する。 

 

＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞    

① 低予算で日本と各国との関係づくりが可能。労働力不足も補える場合もある（費用対効果大）。 

② 労働力不足の分野や国際化が進んでいない分野に限定して行う（国内の人手不足補強ができる）。 

③ ボランティアビザを世界で先駆けて作ることで、日本への注目が高まる（経済成長への期待）。 

 

既に留学生 30 万人計画で外国人の日本生活を推奨している中、近年各国において興味が高いボランティ

アによる海外滞在を合わせて推奨したい。諸外国では学校卒業後のギャップイヤーや徴兵免除、大学の単位

等でボランティア活動が広く認められているため、日本で留学するよりも興味をもたれやすい傾向がある。 

日本ではボランティア活動の単位認定や海外生活への評価はあまり進んでいないが、今後はそういった経

験値のはかり方も必要となるのではないか。その意味でも、まずは外国人のボランティアが日本で労働力と

なってくれることは、今後の日本におけるボランティアを促進することにつながるといえる。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝５２０（５２０（５２０（５２０（10101010 年間で。プログラムを行わない場合は、０）年間で。プログラムを行わない場合は、０）年間で。プログラムを行わない場合は、０）年間で。プログラムを行わない場合は、０） 

① 受入先への補助金：50 万円×100 人＝年間 5,000 万円 → ボランティアの食事や生活費に 

② 管理責任 NPO 運営費：日本語教育費 60万＋人件費補助 100 万＋諸経費 40 万＝年間 2000 万円 

    

＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞ 

●研修による査証の項目に「ボランティア活動」を追加する（■日本で研修をする方のビザ参照）。 

●留学生 30 万人計画のうち、１割に当たる 3万人分の予算を使う。 

●留学生 30 万人計画の「留学生宿舎の確保」をボランティア派遣生へも適用する。 

[メールアドレス]  office@icye-japan.com 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

ＩＣＹＥジャパン 事務局 宇梶朋子 

 

 

 

 

 

[電話番号] 03-5389-5041 
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部会名 地球社会・国際部会⑤地球社会・国際部会⑤地球社会・国際部会⑤地球社会・国際部会⑤    

政策提言名 多文化ソーシャルワーカー育成制度多文化ソーシャルワーカー育成制度多文化ソーシャルワーカー育成制度多文化ソーシャルワーカー育成制度 

現状と問題点 

外国籍住民が能力を発揮できる社会と、社会に貢献できる若者の育成へ外国籍住民が能力を発揮できる社会と、社会に貢献できる若者の育成へ外国籍住民が能力を発揮できる社会と、社会に貢献できる若者の育成へ外国籍住民が能力を発揮できる社会と、社会に貢献できる若者の育成へ    

    

《多文化ソーシャルワーカーとは》《多文化ソーシャルワーカーとは》《多文化ソーシャルワーカーとは》《多文化ソーシャルワーカーとは》    

急速に国際化・多文化化する日本社会では、様々な文化的背景を持つ「外国人」の暮らしへの支援のあり

方、方法論、制度への関心が高まっている。現場での取り組み、報告、研究の蓄積も進み、社会的現状を専

門とする研究施設も生まれ、活発に活動している（東京外国語大学の多言語・多文化教育研究センター）。 

これらの研究・活動で最も関心の集まるテーマの一つは、彼らの抱える生活上の問題をどう解決するか、

というソーシャルワークに関するもので、これは日本の各地の市民と行政が直面している喫緊の課題である

と同時に、今後の日本社会の発展を考える上で避けて通れない問題でもある。このソーシャルワークに関し

ては、他分野のソーシャルワークと区別するために、多文化ソーシャルワーク、異文化間ソーシャルワーク

等と呼ばれる。ここでは前者で統一し、その担い手を多文化ソーシャルワーカーと呼ぶことにする。 

 その定義は「クライエントとワーカーが異なる文化に属する援助関係において行われるソーシャルワーカ

ー、もしくはクライエントが自分の文化と異なる環境に移住、生活することによって生じる心理的社会的問

題に対応するソーシャルワーカー」に従う（石河久美子『異文化間ソーシャルワーク—多文化共生社会を目

指す新しい社会福祉実践』川島書店，2003）。 

 多文化ソーシャルワーク（およびそれに似た役割）は、外国籍住民の多い地域の自治体で制度として実施

されている他（例えば長野県の多文化共生くらしのサポーター、多文化共生支援員）、様々な市民団体が活

動として行っているが、国としての取り組みが不十分なため、量と質の点でばらつきがある。 

 

《多文化ソーシャルワーカー養成の現状》《多文化ソーシャルワーカー養成の現状》《多文化ソーシャルワーカー養成の現状》《多文化ソーシャルワーカー養成の現状》    

 多文化ソーシャルワークは、その必要が少ないうちは従来のソーシャルワークの延長線上にあるものとし

て、現場の経験者によって行われてきたが、地域によっては文化的背景を考慮に入れた専門的な取り組みが

必要だとの認識が大きくなり、多文化ソーシャルワークの発展を目的とした養成プログラムが市民と行政に

より行われてきた（愛知県、神奈川県など）。これらの対象はほとんどの場合、既にソーシャルワーカー、

相談員、NGO 関係者などの現場で働いている人々である。それは、課題の緊急性からも十分に理解できるこ

とであるが、今後の日本社会でこの多文化ソーシャルワークが占めるべき役割を考えると、若い世代の働き

場所の選択肢の一つとなることを想定した養成プログラム、育成体制の整備も必要である。 

 また、現在の若者にとっても、このようなソーシャルワークを学び、職業とすることは、単なる「仕事の

口」以上の深い意義があると思われる。なぜなら、多文化ソーシャルワークとは他のソーシャルワークと同

じく社会を知るための重要な経験であり、また社会を支えるための重要な役割のひとつであると同時に、国

際的な視野、感覚をも必要とする、有意義な仕事であるからである。 

 一方、日本社会にとっても、多文化ソーシャルワークという現場での経験から、行政と生活に関する深い

理解と国際的感覚を身につけた若者が育つということは重要な意義を持つ。 

 

具体的内容 

①対象：外国籍住民の支援に関心と熱意を持つ日本定住者（国籍は問わない）。 

②２つの柱 

ア）多文化ソーシャルワーク養成研修：社会福祉学、ソーシャルワーク論、異文化理解、国際協力、国際

交流、事例研究など多文化ソーシャルワークに必要な基礎的な事柄を２ヶ月の短期研修で学ぶ。その後、

日本各地の現場に派遣され、現地の自治体、NGO で１ヶ月の実習を行う。＊大学の課程に組み込まれる

場合もあってもよい。また、この研修を、国際協力による人材育成プログラム（本部会の提案のアジア・

ボランティア・サービス（AVS）や GAP YEAR 制度）とリンクさせることも可能である。 

イ）多文化ソーシャルワーカー・インターン制度：養成研修修了後、２年の間、日本の各地に派遣され、

現地の自治体、NGO の中で、多文化ソーシャルワーカーとして働く。 

③インターン修了後：多文化ソーシャルワーカーとしての資格を与え、自治体や企業での就労を保障する。

また民間企業への就職に際して、社会貢献、社会教育への参加として評価される仕組みをつくる。 

④市民による運営：先述のように、この問題に関する現場の取り組みは長きにわたり、十分な経験・データ
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の蓄積がある。本政策の運営は、この蓄積に根ざすべきであり、そのためにはこれまで外国籍住民の支援

に関わってきた市民が主体的に関われるような仕組みづくりがなされなくてはならない。外国籍住民支援

の経験のある市民を結集し、NPO 法人多文化ソーシャルワーク協会を設立し、本政策の実施にあたる。 

 

＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞ 

多言語・多文化教育研究センター（http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/index.html） 

    

＜実施方＜実施方＜実施方＜実施方法、スケジュール＞法、スケジュール＞法、スケジュール＞法、スケジュール＞ 

外国籍の住民の管理方法が法務省（入国管理局）に一元化され、従来のような地域主体のサービス、問題

解決がしにくくなるいわゆる「在留カード」法の施行に合わせる。多文化ソーシャルワーカーは、外国人に

対する教育、特に日本語教育そのものは扱わない。日本語教育に関しては、CCS の政策提案を参照のこと。 

 

期待される効果等 

１）多様で寛容、人びとが安心して暮らせる社会の基盤作り。 

２）若者の雇用の拡大 

３）外国籍住民のもつ能力が活用される環境づくり 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝１１１１,,,,５７８５７８５７８５７８ 

＊ 本制度を通じて、年間 600 人（5 年間で 3,000 人）の多文化ソーシャルワーカーを育成する場合。 

 

ア）多文化ソーシャルワーカー養成研修開催費用＝年間 1億 8,000 万円 

＊講座開催費（施設利用料、講師料など含む）：500 万円×2カ所×6回＝6,000 万円 

＊参加者の 2 ヶ月の宿泊・交通・教材・食費：20万円×50人×2カ所×6回＝1億 2,000 万円 

イ）インターンへの給与：15万円×12ヶ月×600 人＝10 億 8,000 万円 

ウ）インターンを受け入れる自治体・団体への補助：50 万円×600 人＝3億円 

エ）制度運用経費：（常勤職員 5人の人件費 100 万円＋事務所運営費 50 万円）×12 ヶ月＝1,800 万円 

    

＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞ 

多文化ソーシャルワーカーが公務員として勤務する場合、出入国管理及び難民認定法（「入管法」）第 62

条に第２項に基づく通報義務が問題となる。 

これについては、法務省管総第 1671 号（平成 15年 11 月 17 日）「出入国管理及び難民認定法第 62条第２

項に基づく通報義務の解釈について（通知）」において記された「入管法第 62 条第２項に基づき、国又は地

方公共団体の職員には、その職務を遂行するに当たって、退去強制事由に該当する外国人を知ったときは、

通報義務が課せられている。しかし、その通報義務を履行すると当該行政機関に課せられている行政目的が

達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の

職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能である」とする解釈

が既に存在する。 

 

[メールアドレス]  takukuma@t3.rim.or.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

BURMA CONCERN 共同代表 熊切拓 [電話番号] 080-3207-7239 
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部会名 地球社会・国際部会⑥地球社会・国際部会⑥地球社会・国際部会⑥地球社会・国際部会⑥    

政策提言名 難民認定申請コーディネーター制度難民認定申請コーディネーター制度難民認定申請コーディネーター制度難民認定申請コーディネーター制度 

現状と問題点 

市民が難民コーディネーターとして難民認定審査過程に関われば、市民が難民コーディネーターとして難民認定審査過程に関われば、市民が難民コーディネーターとして難民認定審査過程に関われば、市民が難民コーディネーターとして難民認定審査過程に関われば、    

審査はより効率的に、より公平に行われる！審査はより効率的に、より公平に行われる！審査はより効率的に、より公平に行われる！審査はより効率的に、より公平に行われる！    
《難民の増加》《難民の増加》《難民の増加》《難民の増加》        

①難民認定申請数の増加 

 2006 年には 956 人だった申請者が、2008 年には 1,599 人、2009 年には 1,388 人に。2009 年ではこのうち

30 人が難民として認定され、501 人が人道的配慮により在留を認められた。 

 

②世界的な難民の増加 

 2009 年は申請者数が減っているが、今後もその傾向が続くかどうかは疑わしい。まず第一に世界の多く

の国々で基本的人権がないがしろにされ、民主主義的制度が実施されていない。これらの国々は潜在的な難

民流出の源泉であり、今後ますます難民の数は増えていくと思われる。ここ数年、難民認定申請者の半数を

ビルマ（ミャンマー）出身者が占めていたが、2009 年はビルマ 586 人、スリランカ 234 人，トルコ 94 人，

パキスタン 92人，インド 59 人となり、ますます難民認定申請者の多様化が進んでいる。これ以外にも、バ

ングラデシュ、イランなどの難民認定申請者も存在している。また、現在は顕在化してはいないものの潜在

的に大量の難民を生み出す可能性のある近隣国に、北朝鮮、中国がある。 

 第二に交通の発達により、難民の多様化はさらに進む傾向にある。つまり、これまでほとんど日本には存

在していなかったアフリカ諸国からの難民が増加しつつあるのである（昨年、アフリカ難民弁護団が結成さ

れた）。つまり、難民（難民認定申請中の者を含む）の増加は一次的な現象ではないと考えられる。日本社

会は難民の存在をも考慮しつつ社会設計を行わなくてはならない段階に来ているのである（なお、今年に実

施されるビルマ難民の第３国定住計画に関してはここでは扱わない）。 

 

《難民受け入れの現状》《難民受け入れの現状》《難民受け入れの現状》《難民受け入れの現状》    

 一方、日本の難民の受け入れ態勢にもこれまで様々な問題が指摘されてきた。これは大きく分けると２つ

の側面がある。 ①難民認定制度の問題点。②難民認定後の日本定住における問題点。 

 このうち②に関しては「多文化ソーシャルワーク」と「日本語教育支援」の双方で対応できるものとして

ここでは取り上げない。問題となるのは①である。 

 

《難民認定制度の問題点》《難民認定制度の問題点》《難民認定制度の問題点》《難民認定制度の問題点》    

 現行の難民認定制度へは、弁護士、難民問題の専門家、難民に関わる NGO 等、様々な立場から様々な問題

が提起され、また代案もなされている。特に挙げられる問題は、次のものである（後段の注記も参照）。 

① 難民認定が非常に少ない。 

② 申請から結果が出るまで少なくとも２年はかかる、という審査の長期化。 

③ 審査の過程が不透明。 

④ 入国管理局収容所への収容、社会保障からの排除など難民認定申請者の人権が保護されていない。 

  

難民審査の長期化（再申請を含む）と人道的配慮による在留許可を含む難民保護が少ない理由として、難

民認定申請者と難民審査者（難民認定審査官、参与員など）との間のミスコミュニケーションが存在する。 

 難民認定申請者にとって、日本は２つの点で異世界である。まず、日本がその当事者にとって異国である

という点。次に、日本が完全にではないにせよ安定し、公平な社会を実現し、かなりの程度信頼できる法、

政府、行政を持ち、人権と自由と民主主義を達成しているという点。 

 多くの難民は、非民主主義的な政府のもとに生まれ育ち、それ以外の社会を知らないため、日本政府に対

しても同様の観念を抱き、その代弁者を非常に怖れる傾向にある。このため難民認定審査においても、政府

を怖れるあまり言うべきことを言いわなかったり、ごまかす形で弊害が現れている。これは難民性の究明を

遅らせるばかりか、審査そのものにとっても多大な不利益となる。 

 また、日本の文化慣習に無理解であるため、それが審査する側の印象に悪影響を与えることもある。さら

に、説明すべきことを説明しなかったり、説明しなくても良いことにながながと時間を費やしたりなど、と
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いうかたちでのミスコミュニケーションも起きている。 

 難民認定審査の現場で起きているこれらの誤解が、難民認定申請者と審査する側の相互不信を生み出し、

審査の遅延と不満足な結果を生み出す要因の一つとなっている。 

 

具体的内容 

難民認定審査の現場で起きている問題を解決し、難民認定審査を効率化・迅速化し、双方にとって満足の

いく結果を生み出すための仲立ちとなる難民認定申請コーディネーター制度を設け、これまで難民認定申請

支援を行ってきた市民が公的な資格で難民審査の現場に関与できるようにする。 

 この難民認定申請コーディネーター（略称・難民コーディネーター）の役割は従来は、弁護士、NGO や支

援者などが部分的に果たして来たものである。しかしながら、難民問題を扱う弁護士は数が少なく、NGO や

支援者も同様である。しかも後者は審査には公的な立場でかかわることができなかった。本政策提言のねら

いは、すでに述べたように難民審査そのものの効率化を目的とすると同時に、NGO や支援者をはじめとする

市民が主体的に難民保護にかかわれる制度を作ることにもある。 

（注記）難民認定審査が入国管理局で行われること自体に関して批判があり、入国管理局とは独立した第

三者機関で公正な審査が行われるべきであるという提案がかねてからなされている。筆者もやはりこれに賛

同する者であり、本政策提言を、あくまでも現行の難民認定制度の欠を埋めるものとして提出する。しかし

ながら、難民認定制度に関して今後いかなる根本的な前進があろうとも、難民コーディネーターという役割

が重要であることには変わりはなく、むしろその先駆けとなるべきものである。 

 

１）難民認定申請コーディネーターの仕事 

 ①難民認定申請者の難民性に関する聞き取り 

 ②難民認定申請書類の作成支援（助言を含む） 

 ③難民認定審査手続き支援 

 ④難民認定審査への同席、助言 

 ⑤難民認定申請者の生活問題に関するソーシャルワーク 

 

２）難民認定申請コーディネーター制度 

 難民認定支援を行う市民が中心となって NPO を設立し、難民コーディネーターの任命、連絡、ネットワー

キング、研修の主催などの業務を行う。また申請者と難民コーディネーターをつなぐ窓口ともなる。 

 

３）難民コーディネーター 

 難民認定審査が行われている入国管理局のある地域を中心に、150 名の常勤の難民コーディネーターを置

く。１人の難民コーディネーターが 20 人の難民認定申請者を担当するとして 3,000 人のカバー（難民認定

申請者は 2009 年で約 1,400 人だが、その年度以前に申請してまだ結果が出ない申請者の累積数、不認定処

分後に再申請する者を考慮に入れれば、申請者の総数は 3,000 人に近いと考えられる）。 

 

期待される効果等 

市民や市民団体が難民認定審査過程に関わることで、審査に効率と公平をもたらす。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝５００（年間）５００（年間）５００（年間）５００（年間） 

① NPO の運営費（スタッフ、事務費、事務所、プログラム経費など）＝約 1 億円 

② 難民コーディネーターへの給与として月に 22万円。22×12×150＝約 4億円    

[メールアドレス]  takukuma@t3.rim.or.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

BURMA CONCERN 共同代表 熊切拓 [電話番号] 080-3207-7239 
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部会名 地球社会・国際部会⑦地球社会・国際部会⑦地球社会・国際部会⑦地球社会・国際部会⑦    

政策提言名 日本で暮らす外国の文化的背景をもつ子どもに量・質ともに十分な教育を日本で暮らす外国の文化的背景をもつ子どもに量・質ともに十分な教育を日本で暮らす外国の文化的背景をもつ子どもに量・質ともに十分な教育を日本で暮らす外国の文化的背景をもつ子どもに量・質ともに十分な教育を 

現状と問題点 

現在日本の学校に通う外国籍児童・生徒は 8 万人を超えている。また日本における国際結婚が 15 組に 1

組という現在、国際結婚間の子どもも増加している。しかし現在の日本の学校教育は日本「国民」の育成を

目的としており、外国の文化的背景をもつ子ども※への教育を前提としていないため、彼らへの日本語指導

や教科学習指導、適応指導が不十分であり、彼らの大半は学習から取り残されている状況にある。とりわけ

高校進学については深刻で、日本人の高校進学率が約 95%であるのに対し、外国籍の子どもの高校進学率は

5 割にも満たない状況である。このような状況にも関わらず、外国の文化的背景をもつ子どもの教育につい

ての公的支援は脆弱であり、ボランティアベースの学習支援で成り立っているのが現状である。 

  

また首都圏においては長年離れてくらしていた親より呼び寄せられ来日する子どもが近年増加しており、

親子間の関係構築が困難なケースも少なくない。また親が日本人と再婚した場合などは、継父による DV な

どの問題も出てきており、単なる学習支援にとどまらず、家庭への介入や学校と家庭との橋渡しなどの役割

が必要となっている。 

※国籍にかかわらず、外国のルーツを持つ子ども（国際結婚間の日本国籍保有者も含む） 

 

具体的内容 

① 教員養成 

・教職課程での「日本語教授」「国際理解」「異文化間心理」などの必須化 

・教員への「日本語教授」「国際理解」「異文化間心理」などの研修実施と資格化 

 

② 教育支援体制の構築 

・外国の文化的背景をもつ子どもの教育を特別支援教育に位置付け、指導の体系化を図ること 

・外国の文化的背景をもつ子どもの教育に関する全国的な実態調査の実施 

・日本語教師への教員免許状の交付と学校への加配および中長期的な日本語指導の実施 

・学校へのバイリンガル教員加配や通訳派遣 

・多言語による学校説明会、教育相談の実施  

 ・地域へのソーシャルワーカーの配置 

 ・地域への学習支援教室の設置 

 ・多言語による教育情報の提供 

 

③ 進学機会の確保 

・入試における外国人特別枠の設置・拡充 

・入試における特別措置（母語による試験、時間延長、るびふり、辞書持込可など）の実施 

・各国義務教育年数に応じた受験資格年齢の柔軟化 

・外国人学校から公立学校への入学・編入の可能化 

 

④ エンパワーメント 

・当事者間の交流促進（エンパワーメントキャンプ、先輩訪問） 

・地域や学校における国際理解イベントや出前授業の実施 

 

＊ 本提言内容は現状の課題や問題に対する対応策を出した程度であり、詳細は今後検討していく予定。 

期待される効果等 

外国の文化的背景をもつ子どもたちへの教育を充実させることで、母国と日本をつなぐ橋渡しとして活躍

しうる人材が育成されること。 

 

＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞＜この政策の優れている点＞（雇用・産業構造の変化にとって優れた点）    

外国人を単なる「労働者不足を補う存在」として扱うのではなく、生活者として受け入れ、必要な支援を

行い、自国で生活している時と同様に、日本社会においても自己実現を果たせることを目標としている点。 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝８８８８,,,,０６８０６８０６８０６８    

② 教育支援体制の構築 

・外国の文化的背景をもつ子どもの教育に関する全国的な実態調査の実施：1,200 万円 

（参考 2010 年度 外国人児童生徒の総合的な学習支援事業） 

・日本語教師への教員免許状の交付と学校への加配および中長期的な日本語指導の実施： 

初期クラス数：28,575 人÷5 人＝5,715 クラス 

総時間数：5,715 クラス×150 時間＝857,250 時間 

総費用：教員：2,500 円/時給×857,250 時間＝21億 4,312 万 5,000 円 

・バイリンガル教員加配：5 言語×4 人×週 24 時間×2,500 円×4 週×12 ヶ月×47県＝27 億 720 万円 

・通訳派遣（生徒の 1/3 が年 5回利用）：27,199 人×5 回×2,500 円（通訳時給）＝3 億 3,998 万 7,000 円 

・多言語による学校説明会：20 万円×3ヶ所×2回×47 県＝5,640 万円 

   （参考 日本語を母語としない親子のための高校進学ガイダンス運営費 20 万円/1 回） 

・多言語による教育相談：5 言語×7 時間×時給 2,500 円×51 週×47 都道府県＝2,097 万 3,750 円    

・地域へのソーシャルワーカーの配置：20人×2,000 円×100 時間×12 ヶ月×47 県＝22 億 5,600 万円  

・地域への学習支援教室の設置： 

     学習支援教室運営費（謝金含まず）：3,000 円×3日×51 週＝45 万 9,000 円 

     学習支援教室数：28,575 人÷30 人＝952.5 ヶ所 

     総費用：45万 9,000 円×952.5 ヶ所＝4億 3,719 万 7,500 円 

・多言語による教育情報の提供（参考 各県および国際交流協会による多言語情報発信事業予算） 

     （翻訳 20 万円×5 言語＋印刷費 25 万円（2000 部）＋WEB 管理費 50 万円）×47県＝8,225 万円 

 

④ エンパワーメント 

・当事者間の交流促進：エンパワーメントキャンプ 50 万円×8ケ所=400 万円 

先輩訪問 2,000 円(交通費)×500 人＝100 万円  

・地域や学校での国際理解イベントや出前授業の実施：15,000 円（教材費、交通費）×500 件＝750 万円 

 

[メールアドレス]  hisae_n_m@ybb.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

事務局長 中西久恵 

[電話番号] 080-3384-9303 
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部会名 地球社会・国際部会⑧地球社会・国際部会⑧地球社会・国際部会⑧地球社会・国際部会⑧    

政策提言名 感染症対策推進のための国際連帯税（航空券税）導入感染症対策推進のための国際連帯税（航空券税）導入感染症対策推進のための国際連帯税（航空券税）導入感染症対策推進のための国際連帯税（航空券税）導入 

現状と問題点 

1990年代以降、グローバリゼーションの進展によって世界的規模で経済活動は活性化し、国境を越えた経

済活動の重要性が飛躍的に高まった。しかし、この間の情報通信技術の発展とともに、実体経済と金融経済

の乖離が一段と進行している。 

こうした世界経済の変動により、人々は様々な恩恵を受けた反面、大きな課題も残した。大きく分けて、

貧困危機、金融危機、環境危機の三つがあるといわれている。 

特に、世界的な富の偏在、経済格差の拡大から生まれた貧困層の増大は年々顕著化している。世界で5人に1

人が1日1ドル未満の所得で生活をしているといった悲惨な状態である。中でもこうした貧困層における感染

症拡大は最も大きな課題の一つと言える。 

世界では人口の約3分の一が結核に感染し、毎年約180万人が結核によって死亡すると推計されており、未

だ途上国を中心に結核は蔓延している。国の保健医療システムの崩壊、HIV/エイズ二重感染者の増加、多剤

耐性結核菌の発生などにより問題は深刻化している。 

1993年には、WHOが結核の「緊急事態宣言」を行い、世界が優先的に取り組むべき課題として結核が取り上

げられた。その後、結核対策を推進するための方策としてWHOは「DOTS戦略」を提唱。その有効性が証明さ

れ、現在、国の結核対策に「DOTS戦略」を導入することが世界の標準となっている。 

しかし到底十分とは言えず、必要物資の確保や医療施設の整備はもちろんのこと、何より資金確保最大の課

題である。こうした危機を乗り越えるためには、これまでにない新しい資金調達メカニズムの構築が必須で

あり、国際連帯税の考え方は多額の税収が見込める点からも有効的な解決策の一つとして考えられる。 

これまで、日本においては、特に 2008 年に入ってから、国際連帯税をめぐる動きが活発化した。 2005

年後半以降、オルタモンドや日本リザルツなどの NGO が取り組みはじめ、多くの勉強会がたちあがった。 ま

た、北海道洞爺湖サミットに向けて、2008 年 G8 サミット NGO フォーラムの貧困・開発ユニットにおいても、 

ワーキンググループが設置され、政策提言活動を行った。2010 年 1月には、民間の有識者らによる 「国際

連帯税推協議会」（座長・寺島実郎多摩大学学長）が、政府に導入を求める中間報告書をまとめている。 

 

具体的内容 

具体策として、すでにフランスなどで導入され成功している航空券税の導入を提唱する（ただし国際連帯

税のメニューはこれに限定されるものではない。実現性が高い政策として提示した）。設置の目的はまずMDGs

の達成に貢献することにある。MDGsの中でも短期間に多額の費用を要する目標、とりわけHIV/エイズ・結核・

マラリアという三大感染症対策に充てる資金が全く不足している。2008年では330億ドルとされているが、

現在拠出されている資金は80-100億ドルのレベル。これまでにない新しい資金調達メカニズムの構築が必須

である。航空券税はフランス等で導入されており、その税収の使途先はHIV/エイズ・結核・マラリアの三大

感染症対策のための医薬品購入にあてられている（受け皿の機関がUNITAID）。この資金は UNITAID によっ

て、開発途上国のエイズ、結核、マラリアの治療のために医薬品の購入にあてられる。 UNITAID は特許料

を支払わないで生産される格安のジェネリック薬を、より安く購入できるよう医薬品メーカーと交渉を行な

うとしている。 これにより、2007年中にはHIV感染の20 万人の子どもに抗エイズ薬を、15 万人の結核の子

どもと2800 万人以上のマラリアに苦しむ子どもの治療が行なわれるとしている。これら治療に向けて購入

した医薬品の供給は、 WHO( 世界保健機関 ) 、ユニセフ、世界基金、UNAIDS （国連共同エイズ計画）、ク

リントン HIV/AIDS イニシアチブなどの既存の機関と連携して行なわれている。 

 

日本において2008年に官民5者が共同でストップ結核日本アクションプランを提唱している。これまでの

日本の知見を生かし世界の結核の10％を削減することを明記したものである。日本のODAが縮小傾向にある

ことからも、新しい資金獲得メカニズムを提唱し、こうした目標値を着実にクリアし、国際社会における日

本のプレゼンスを示すことが重要と考える。 

    

＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞＜関連情報リンク＞ 

※文中の数字等は、「オルタモンド」「国際連帯税を推進する市民の会」HPから一部抜粋しています。 
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＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞＜実施方法、スケジュール＞ 

国際連帯税の導入については、2010年の税制調査会において議論される予定となっている。 

また、国際連帯税の議論には、航空券税に限らず通貨取引税、金融取引税など多くのメカニズムがあり、

それぞれ見込み収入の規模、実現の可能性が異なる。ここで提示した航空券税は一番実施容易な新メカニズ

ムであるが、通貨取引税・金融取引税などより大きな規模のメカニズムが膨大な資金需要を考えると、さら

に望ましいことはいうまでもない。 

国際的には、2010 年 9 月の国連 MDGｓレビューサミットのサイドイベント、2010 年 11 月ないし 12 月に

日本で開催される革新的資金メカニズムリーディンググループ総会が大きな導入への契機になると予想さ

れる。 

 

期待される効果等 

貧困の削減に寄与し世界の福祉を推進する最も効率的な手段のひとつと言える。 

これだけ薄い税率でありながら、上記のような税収を見込むことができる。これまでの実績としては、フラ

ンスの例があり、2007年より世界に先駆けて航空券税を導入。フランス発の航空機で自国と欧州向けエコノ

ミーに1ユーロ、ビジネス・ファーストクラスで10ユーロ、欧州以外の海外向けで同じく4ユーロと40ユーロ

を課税し、年間2億ユーロ（約300億円）前後に達する税収を、国際医療品購入ファシリティ（UNITAID）や

予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFIm）に拠出し、HIV/AIDS、結核、マラリアなどの感染症対策

に充てている。この税率を日本に当てはめた場合、以下の通りである。 

 

日本での航空旅客数 

1 国内航空旅客数－2 約9,374万3 人（2004年；やや減少傾向だが9,000万4 人は維持） 

5 国際航空旅客数（観光） 

－a 日本人（日本のパスポート持っている人）1,754万人（2006年：微増）  

－b 外国人733万人（2006年；10％前後の伸び）。 

フランス並に航空券税をかけると（定額） 

1 国内（エコノミー往復200円ﾗ乗客の96％、ビジネス・ファーストクラスﾗ往復800円ﾗ乗客の4％）計210

億円 

2 国際（エコノミー片道 1000 円ﾗ乗客の 96％、ビジネス・ファーストクラス片道 4000 ﾗ円ﾗ乗客の 4％）

計 245 億円⇒合計 455 億円（約 4 億ドル） 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円)＝４５４５４５４５,,,,５００５００５００５００    

上記参照。 

    

＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞＜既存の政府の施策・予算との関係性（活用・組み換えも含む）＞ 

現在、国際連帯税は日本では行われていない。 

 

【メールアドレス】hm5.milky@gmail.com 【所属団体・役職・氏名】 

日本リザルツ 事務局次長 三浦大紀 【電話番号】03-5280-2888 
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参考資料②（提言③に対して）参考資料②（提言③に対して）参考資料②（提言③に対して）参考資料②（提言③に対して）    

 

ギャップイヤーについてギャップイヤーについてギャップイヤーについてギャップイヤーについて    

■社会の枠組みとしてのギャップイヤーについてはいくつかの課題がある 

・大学が受入を拡大してゆくのか？以下の事例を見てもまだ少ない 

・企業や大学が離職率、中退率を下げる可能性についてどれだけ認識してゆけるのか。 

・イギリスの事例のようにボランティアシステムを受け入れてゆけるのか。 

 

【アイ・キュー【アイ・キュー【アイ・キュー【アイ・キュー====総合人材サービスの株式会社クイック（総合人材サービスの株式会社クイック（総合人材サービスの株式会社クイック（総合人材サービスの株式会社クイック（JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ 上場：証券コード上場：証券コード上場：証券コード上場：証券コード 4318431843184318）の関係会社（連結）の関係会社（連結）の関係会社（連結）の関係会社（連結

子会社）の日本の人事部より】子会社）の日本の人事部より】子会社）の日本の人事部より】子会社）の日本の人事部より】    

通常、ギャップイヤーの期間は高校が終了する 6月から、大学が始まる翌年の 10 月までの 16カ月。学生の

多くは、初めの 5 カ月間はアルバイトで資金をつくり、次の 5 カ月間はボランティア活動を行い、残りの 6

カ月間は世界旅行をしたり、会社で就業体験をしたりするなどの期間に充てるといいます。費用は個人負担が

原則ですが、親に一部を立て替えてもらい、後で働いて親に返す学生もいるそうです。 

法律などで決められた強制的な制度ではなく、あくまで学生、親、大学、そしてそれをバックアップする社

会が自発的に築き上げてきた教育制度です。こうした「寄り道」をすることで、学生は問題意識を持つように

なり、自分の能力や適性を知ると言います。中央教育審議会生涯教育分科会（2004 年）によると、ギャップ

イヤーを利用した学生は、大学を中退する割合が 3～4％と少なく（平均は 20％）、大学での専攻についての目

的が明確化するなどの効果があると言われています。 

 日本では 2002 年から倉敷芸術科学大学（岡山県）が「GAP 制度」という名称で導入しました。大学入学後

の半年間を利用して、留学、ボランティア活動、長期仕事体験など、自分の意思により学外での学習活動に取

り組み、その成果に応じて単位認定を行うというものです。その後、名古屋商科大学（愛知県）と光陵女子短

期大学（同）でも導入されました。 

経済産業省の研究会でも、就職のミスマッチや、大卒の 3 割、高卒の 5 割が就職後 3年以内に離職している

現状を踏まえ、その対応策の一つとして、就職内定後に一定の猶予期間を設け、社会経験を積ませる「日本版

ギャップイヤー制度」の導入が論議されています。具体化するためには教育機関、企業、行政、社会が一体と

なって学生をサポートする必要があるのは言うまでもありません。 

【国際教養大学（秋田県）WEB より】 国際教養大学は、他の国公立大学とは異なる独自の日程で試験を行っ

ています。また、「推薦入学」、「AO・高校留学生選抜」、「帰国生選抜」といった特別 選抜試験、入学までの間

に自主的なボランティア活動などを課すギャップイヤー制度を取り入れた「一般選抜（9 月入学）」も行って

います。 

 

【社会奉仕活動の指導・実施方法に関する調査研究要約版【社会奉仕活動の指導・実施方法に関する調査研究要約版【社会奉仕活動の指導・実施方法に関する調査研究要約版【社会奉仕活動の指導・実施方法に関する調査研究要約版    平成１３年９月平成１３年９月平成１３年９月平成１３年９月    株式会社日本総合研究所から】株式会社日本総合研究所から】株式会社日本総合研究所から】株式会社日本総合研究所から】    

■ イギリスでは、約 50万のボランティア団体が存在していると言われており、その多くがコミュニティのた

めに活動することを希望するボランティアを受入れて活発に活動を行っている。 

■ 現ブレア政権は、市民がコミュニティに積極的に関与することを奨励しており、そのために社会奉仕活動

の振興施策を実施している。イギリスのボランティア団体は、政府と協働して事業の企画・運営を行うなど、

政府の事業においても重要な役割を担っている。 

■ コミュニティのために行った活動の結果は、王室や自治体等から表彰されるとともに、大学進学や就職の

際に評価されることが多い。 

■ 従来からのギャップイヤー等のボランティア団体による活動プログラムに加えて、近年ナショナル・カリ

キュラムにおいて必修科目とされたシチズンシップ教育が注目される。 

       （中略）        

（４）民間主導による社会奉仕活動（４）民間主導による社会奉仕活動（４）民間主導による社会奉仕活動（４）民間主導による社会奉仕活動    

 イギリスでは、多くのボランティア団体が、さまざまな年齢層を対象に、多様なボランティア活動の機会を

提供している。そのなかで、青少年の社会奉仕活動の観点から、以下のプログラムについてまとめた。 

        

        １）１）１）１）    ギャップイヤーギャップイヤーギャップイヤーギャップイヤー    

イギリスでは、習慣として、大学入学資格を得た 18～25 歳までの若者に、入学を１年遅らせて社会的な見

聞を広めるための猶予期間が与えられる。 

   ギャップイヤーを利用する若者の多くは、高校が終了する６月から大学が始まる翌年の 10 月までの 16 か
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月間のうち、まず５か月間はアルバイトで資金をつくり、５か月間はボランティア活動をし、残りの６か月間

を世界旅行をしたり会社で職業体験をしたり等の期間にあてる。大学入学までの猶予期間をどのように使うか

は若者次第であり、その選択肢のひとつがボランティア活動である。 

   ギャップイヤーの利用者とっては、大学で何を専攻したいかの目的が明確になる等の効果があるとされて

いる。ギャップイヤーをとった若者は、大学を中退する割合が少ない。イギリスでは、大学の途中退学者は

20％程度いるが、ギャップイヤーを利用した若者に関しては３～４％に途中退学者の数が減ると言われている。

企業も、ギャップイヤーによって様々な社会体験を経た若者を評価している。 

   ギャップイヤー中の若者を支援するエージェント団体が数多くある。エージェント団体を通すと、出国前

から帰国までの手続きを全部代行してもらえたり、適切なアドバイスをもらえたりすることができるため、多

くの若者がこれを利用している。政府は優良なエージェント団体を 22 団体集めて協会をつくっており、その

うちの一つにギャップ・アクティビティ・プロジェクト（ＧＡＰ）がある。 

       

＜ＧＡＰの団体概要＞＜ＧＡＰの団体概要＞＜ＧＡＰの団体概要＞＜ＧＡＰの団体概要＞    

■ 1972 年に設立した。最も古く大きいエージェント団体である。 

■ ＧＡＰの活動に対する政府からの資金援助はなく、活動財源は企業寄付が主である。 

■ 約 200 人の現役を引退した高齢者が、若者のためにボランティアをしている。 

■ ボランティアのほかに 21人のフルタイムの有給スタッフがいる。 

■ 年間 2,000 件の申込。世界 33 か国に 1,500 人の若者をボランティアとして送り出し、21 か国から 600 人

のボランティアを受入れている。 

■ ほとんどの若者が５～６か月のボランティア活動をしている。 

■ 海外でのボランティア活動の内容としては、英語を教えることが最も多い。高齢者の介護や、孤児院や障

害者を対象とした活動もしている。農業のボランティアや子どものキャンプの手伝い、環境問題を改善するた

るのボランティア、病院ボランティアなど多様である。 

        

 ２）コミュニティ・サービス・ボランティアズ Community Service Volunteers CSV のプログラム 

1962 年に設立された CSV では、ボランティアの機会を、いろいろな方法で、広範囲な年齢の人を対象に、

多様な活動において提供するということを目的としている。ボランティアを必要とする機関や団体と、自分の

時間を貢献したいと考えている人をマッチングするのが主な事業である。また、学校や大学と連携し、青少年

たちが地域社会のニーズに応えて積極的に活動しながら、生きることや仕事の意味、市民としてのあり方を学

ぶことを支援する活動を行っている。 

       

＜＜＜＜CSVCSVCSVCSV の主な事業：青少年対象のフルボランティア・プログラム＞の主な事業：青少年対象のフルボランティア・プログラム＞の主な事業：青少年対象のフルボランティア・プログラム＞の主な事業：青少年対象のフルボランティア・プログラム＞    

■ 16～35 歳の若者に、４カ月から１年間、フルタイムでをボランティアをするという機会を提供するプログ

ラムを実施している。毎年 2,500 人に、新しくボランティアの機会を与えているが、そのうちの 400～500 人

は海外から来ているボランティアで、海外のＮＰＯや教育機関と提携して実施している。 

■ フルタイムのボランティアを希望する人は、ギャップイヤーを利用した青少年や、社会学や社会福祉など

を勉強しながらボランティアに参加する学生もいる。そのほか、失業中の期間にボランティアをして違った技

能を身につけたいという人もいる。 

 

【活動内容】【活動内容】【活動内容】【活動内容】    

■ ボランティアが活躍する機会は、ほかのチャリティ団体や地方自治体とも連携しているため、非常に広範

にわたって提供できている。 

■ たとえば、身体障害者、アルコール患者と麻薬患者などを対象にしたプロジェクトがある。施設入所者が

自立して地域で暮らしていくための支援活動や、彼らがコミュニティに関与できるような支援活動をしている。

学習障害の子どもには、ボランティアが、授業中にノートをとるのを手伝ったり、いろいろな地域の活動に参

加できるように付き添ったりしている。視覚障害のある人が、ボランティアとして他の目の不自由な人を支援

したい場合には、その人がボランティア活動を行えるように支援を行っている。犯罪の経歴のある子ども、退

学になった子ども、家庭的環境に問題のある子どもなど、社会的に排他されている子どもの話し相手になるよ

うなボランティア活動もある。        

       

＜＜＜＜CSVCSVCSVCSV の主な事業：学校でのチュータープログラム＞の主な事業：学校でのチュータープログラム＞の主な事業：学校でのチュータープログラム＞の主な事業：学校でのチュータープログラム＞    

■ボランティアを小・中学校にチューターを派遣するプログラムを実施している。具体的には、読み書きや計
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算の学習が遅れている生徒たちの手伝いをするというボランティアを派遣しており、時には実際に教室の中に

入っていって、注意の必要な子どもに１対１でつき、担任の先生を補助する活動をしている。ボランティアは、

週に１回程度、決まった日に学校に出向いている。50 歳以上の中高年者のボランティアが多いが、大学生が

小学生を教えるようなボランティアもある。この場合の学校とＣＳＶの関係は、契約というほどの正式なもの

ではなくて、ＣＳＶと校長先生との合意レベルのものが多い。場合によっては、ボランティアは先生に代わっ

て教えるのではないということが規定された、地方の教育委員会との合意書を交わすこともある。 

■また、ＣＳＶが仲介役をして、企業の従業員が学校内でのボランティア活動をする機会を提供している。地

域との連携を深めたいという意向のある企業は、社会貢献の一環として、従業員が地域でボランティア活動を

することを奨励している。たとえば、ブリティッシュテレコム（ＢＴ）社はＣＳＶと契約を結んで、スクール

フレンズというプログラムを実施している。これは、ＢＴの各オフィスがある地元の学校に、従業員をボラン

ティアとして派遣して、歴史の時間などに従業員ボランティアが自分の体験談を生徒達に話して聞かせるとい

うような活動である。その他にも、ＣＳＶでは７つの企業と契約しており、継続的なプログラムとなっている。

また、継続的ではないが、年に１～２回、ボランティア・イベントをするという契約を、20 程度の企業と結

んでいる。 

■ボランティアが学校に入っていくにあたっては、当初は学校側から抵抗があったようだが、少しずつ社会的

に子どもの教育は先生のみが関与するものではないという考え方に変わりはじめ、このようなチュータープロ

グラムの重要性が高まっている。        

       

＜＜＜＜CSVCSVCSVCSV の主な事業：シチズンシップの教育の推進＞の主な事業：シチズンシップの教育の推進＞の主な事業：シチズンシップの教育の推進＞の主な事業：シチズンシップの教育の推進＞    

■ＣＳＶでは、長年にわたって教師向けの教材を提供してきたが、シチズンシップ科目が新しいナショナル・

カリキュラムで必修化されたことによって、最近さらに注目をされるようになってきた。 

■ＣＳＶにおけるシチズンシップ教育への取り組みのきっかけは、学校に対して、生徒が学校外のことにも目

を向けるように働きかけたことであった。子ども達に地域での生活や仕事を理解させ、市民意識を習得する機

会をつくることも教育の一環であるという考え方を訴えて、教室の外に目を向けて地域の中で学習するという、

コミュニティ・サービス学習の重要性をアピールしてきた。 

■ＣＳＶでは、教師向けのコミュニティ・サービス学習のメニューや教材を提供している。たとえば、小学校

でコミュニティ・サービス学習を行う際のテーマに関するアイディア等を提供している。
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参考資料②（提言⑤⑥⑦に対して）参考資料②（提言⑤⑥⑦に対して）参考資料②（提言⑤⑥⑦に対して）参考資料②（提言⑤⑥⑦に対して）    

多文化コミュニティの推進による平和創造多文化コミュニティの推進による平和創造多文化コミュニティの推進による平和創造多文化コミュニティの推進による平和創造    

 

外国籍住民の生活の質の向上を通じて、日本社会の質の向上を！外国籍住民の生活の質の向上を通じて、日本社会の質の向上を！外国籍住民の生活の質の向上を通じて、日本社会の質の向上を！外国籍住民の生活の質の向上を通じて、日本社会の質の向上を！    

外国籍住民の能力を活用して、日本社会の活力の向上を！外国籍住民の能力を活用して、日本社会の活力の向上を！外国籍住民の能力を活用して、日本社会の活力の向上を！外国籍住民の能力を活用して、日本社会の活力の向上を！    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《背景》《背景》《背景》《背景》    

 日本における外国籍住民は、外国人登録者数だけでも 221 万 7,426 人と過去最高を記録した。また総人口に

おけるその割合も 1.74%ととなり、外国籍住民の存在は、日本社会においてもはや無視できないものとなって

いる（数値は法務省「平成 21年版出入国管理白書」より）。 

 しかしながら、日本政府の外国籍住民に対する政策は、出入国管理、もしくは在留管理に終始し、「受け入

れた外国人を構成員としてどのような社会を構築するかについての政策が非常に貧困」であることが指摘され

ている（北脇保之[2008:6]）。このように国家としての全面的な取り組みが欠如しているため、外国籍住民が

日本社会で直面する具体的な問題の解決が、各地の自治体、NGO、市民の努力に委ねられる（場合によっては、

押し付けられる）、という状況が続いてきた（2009 年１月 9 日に、内閣府に定住外国人施策推進会議が設置さ

れたが、これはその目的として「今般の厳しい雇用情勢の下で困難な状況に置かれている日系人等の定住外国

人への支援を検討するなど、定住外国人に関する施策について政府全体としての取組を推進するため」と記さ

れているように、外国籍住民の雇用問題のみに焦点を当て、その生活全体にかかわるというものではなく、こ

れまでの施策の延長線上にあるものである）。 

 だが、外国籍住民が今後ますます増加し、日本社会におけるその重要性も高まるという現実的な展望に立て

ば、外国籍住民に対する取り組み、特にその暮らしと権利に焦点を当てた取り組みはますます不可欠となる。

また、さまざまな外国籍住民が存在する多文化社会を日本が「これまでに経験したことのない社会」（山西優

二[2009:9]）と捉えるのならば、従来のようにその解決を地方自治体や市民に任せきりにする対症療法的な取

り組みではもはや不十分である。日本社会全体の課題であるという観点に立ち、新たな社会理解、新たな枠組

みを生み出していくような包括的・根本的な取り組みへと転換していかなくてはならないのである。日本は、

自分たちがこれからどのような社会を目指すのかという根本的なビジョンをも含めて、外国籍住民に関する政

策を総合的に論議すべき段階に来ているといえよう。 

 ここにわたしたちが提出する３つの政策提言は、日本での外国籍住民の直面する問題に関する長年の経験か

らそれぞれ生まれたものであり、現実的な問題の解決のための提案であると同時に、外国籍住民に関する包括

的な政策論議を国政の場で喚起することをも目的としている。 

 これらの政策提言がその根底において共有しているのは、外国籍住民の生活を守ることは、日本社会の生活

の質と活力の向上につながる、というビジョンである。 

 外国籍住民の生活を守り、その質の向上を保障するには、２つの要素、すなわち制度の整備とそれに支えら

れた現場での実践がかね備わっていなくてはならない。まず、外国籍住民に対する支援制度が改善されるとい

うことは、制度というものが他の制度との兼ね合いにおいて機能しうる以上、日本社会全体の福祉制度水準の

改善に直結している。また、外国籍住民の直面する問題を解決するための日常的な実践・営みは、外国籍住民

を公正に扱う社会をつくるための働きであるといえるが、同時にこれは、誰にとっても公正な社会をつくるた

３つの政策提言 

１）多文化ソーシャルワーカー育成制度（提案者：BURMA CONCERN 共同代表 熊切拓） 

 若者を対象に外国籍住民のためのソーシャルワーカーを育成する制度。 

 

２）外国籍の子どものための教育支援 

（提案者：CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 中西久恵） 

 外国籍の子どもの教育についての公的支援を政策的にバックアップ。 

 

３）難民認定申請コーディネーター制度（提案者：BURMA CONCERN 共同代表 熊切拓） 

 市民が難民認定審査過程に積極的に関与することにより、審査を透明化・効率化する制度。 
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めの働きとなる。すなわち、外国籍住民支援の向上は、日本社会全体の福祉を向上させ、社会を特権や差別の

ないより公平な状態に向かわせることにかかわっているのである。 

 いっぽう、外国籍住民への支援は、日本社会への不適合によって生じる損失を最低限に抑制するという点で、

これらの人々の能力の発揮を助け、日本社会の活力を高めるものでもある。さらに、この支援のために働く日

本国籍住民、外国籍住民の雇用機会を増やすという点でも、同様な効果が期待できる。 

 最後に、これらの政策提言が共有している次の４つの基本的な認識について触れる。 

 

①現実主義①現実主義①現実主義①現実主義    

 既に多くの外国籍居住者が日本におり、その存在感は今後ますます大きくなるだろうという現実に即した認

識から、あらゆる議論をはじめる必要がある。日本にどのような外国籍居住者を受け入れるべきか、（あるい

は「追い出す」べきか）という出入国管理・在留管理の観点からの議論は、この現状の解決には役に立たない。 

 

②人権②人権②人権②人権    

 外国人を労働者として受け入れる流れはもはや止みがたい。しかし、外国人居住者・労働者を単なる労働力

ではなく、日本人と同じようにさまざまな夢や希望をもった尊厳ある人間だとみなす人権的観点はつねに優先

されねばならない。さもなければ、日本に住む外国籍住民の人権状況を調査したホルヘ・ブスタマンテ国連特

別報告者が 2010 年 3 月 31 日に「外国人研修・技能実習制度」について発表した「奴隷制度になりかねない」

との懸念が、外国籍住民のかかわるあらゆる領域で現実味を帯びることになろう。 

 

③包括性③包括性③包括性③包括性    

 外国籍住民に対する支援は、それがその生命全体にかかわる以上、包括的なものでなくてはならない。また、

日本社会の将来にかかわる事柄である以上、大局的なビジョンとともに議論されるべきものであり、対症療法

的なものであってはならない。 

 

④政策重視④政策重視④政策重視④政策重視    

 外国籍住民に対する支援を、市民や NGO の善意（あるいは逆の場合には差別意識）や特定の思想・信条に基

づく活動にのみに委ねるべきではない。社会全体が取り組むべき問題として、国が主導して政策・制度により

その支援を保障すべきである。 

（熊切拓） 

【文献】【文献】【文献】【文献】    

北脇保之 2008 「日本の外国人政策―政策に関する概念の検討および国・地方自治体政策の検証」『多言語・

多文化－実践と研究 vol.1』 

山西優二 2009 「多文化社会コーディネーターの専門性と形成の視点」，『シリーズ 多言語・多文化協働実践

研究 No. 11 これがコーディネーターだ！ ―多文化社会におけるコーディネーターの専門性と

形成の視点―』東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター 
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３３３３－－－－５５５５））））男女平等分野男女平等分野男女平等分野男女平等分野        

部会名 男女平等部会 

政策提言女性差別撤廃委員会の勧告の完全な、早期の、効果的な実施についての提言女性差別撤廃委員会の勧告の完全な、早期の、効果的な実施についての提言女性差別撤廃委員会の勧告の完全な、早期の、効果的な実施についての提言女性差別撤廃委員会の勧告の完全な、早期の、効果的な実施についての提言 

現状と問題点 

昨年 2009年 7月ニューヨークで、日本での女性差別撤廃条約の実施状況についての審議が実施された。その審議の結果とし

て、日本政府への勧告（総括所見）が同年 8月に発表された。勧告では、日本での多くの女性差別についての問題点と、日本

政府への改善の要請が記された。 

具体的内容 

女性差別撤廃条約を法的拘束力ある国際人権文書として遵守し、女性差別撤廃委員会による今回の勧告を完全かつ早期かつ効果的に実

施をする政策を要望する。女性差別の現状を改善していくことは、女性差別撤廃条約を批准している日本政府の責務であり、国民として、

女性差別撤廃を公約に掲げる政党、政権を応援する。 

（女性差別撤廃委員会の勧告の要約）  

1 政府は、今回の勧告を完全実施できるよう関係省庁、国会国会国会国会及び司法機関裁判所に周知すること、これまでの女性差別これまでの女性差別これまでの女性差別これまでの女性差別

撤廃委員会からの勧告撤廃委員会からの勧告撤廃委員会からの勧告撤廃委員会からの勧告を実施していないことについて改善が求められました。  

また、国民全体に対して、とくに女性団体や人権団体に対して今回の勧告だけでなく、条約、選択議定書、委員会一般

勧告、北京行動綱領、女性 2000 年会議等を普及普及普及普及するよう、求められました。  

2 差別的法律差別的法律差別的法律差別的法律として、民法での、婚姻可能年齢の男女差、女性のみに適用される待婚期間、婚姻の際の強制的同姓制度

について即時の改善が勧告されました。また、婚外子差別に対する差別的条項に対しても撤廃が要請されました。また、

このような差別については、世論調査の結果に左右されるだけでなく、国内法を条約に合致させるべきことも指摘されま

した。  

3 日本政府が条約を軽視していることに対して、条約を法的拘束力条約を法的拘束力条約を法的拘束力条約を法的拘束力ある国際文書として認識すること、国内で完全に適

用されること、司法関係者や公務員への周知周知周知周知が求められました。また、国内で差別の救済が得られない場合に利用できる

選択議定書の批准が勧告されました。  

また、政府の「差別」の定義規定がなく、条約での女性 「差別」の定義「差別」の定義「差別」の定義「差別」の定義を国内法に取り込む緊急措置が求められました。  

さらに国内人権救済機関の早期創設が勧告され、女性の地位向上のための資金的人的提供と国内本部機構国内本部機構国内本部機構国内本部機構の強化、第三

次男女参画基本計画への条約の反映についても提言されました。  

4 女性の参加が進んでいない、雇用、政治・公的領域などで、暫定的な特別措置暫定的な特別措置暫定的な特別措置暫定的な特別措置を採用することが求められました。  

5 ステレオタイプ（性による固定的役割）ステレオタイプ（性による固定的役割）ステレオタイプ（性による固定的役割）ステレオタイプ（性による固定的役割）について、マスメディアへの変革の奨励、教育分野での改善や、公人による差別

的発言については罰則の適応も含めて防止策を検討するよう、ポルノグラフィなどに関係者への意識向上等の積極的に対

応するよう、求められました。  

6 女性に対する暴力女性に対する暴力女性に対する暴力女性に対する暴力については、女性の人権の侵害であるとの視点をもって、この許しがたい暴力をなくすよう勧告さ

れ、保護命令の発令までの時間の短縮、被害者のための 24 時間相談電話の開設、移民女性や脆弱な立場の女性たちも利用

できる良質なサービス、国内全体での意識向上、司法関係者、医療保健福祉従事者等への研修の充実、暴力についての正

確なデータの把握が求められました。  

性暴力については、被害者側の告訴がなければ起訴できない法律の改正、刑法の性暴力の定義を女性の権利の視点から

見直すこと、近親姦処罰について特別の規定を設け、性暴力についての法定刑を引き上げることが求められました。また、

婚姻内の強姦が刑法上の中で明確に定義されていないことに懸念が示されました。  

また、性暴力を肯定するビデオゲームや漫画の販売を禁止することが求められ、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正し

て、この課題も扱えるようにすることが勧告されました。  

さらに、これまでも勧告されていた「従軍慰安婦」の課題について、被害者への補償、加害者の訴追、教育等について

早急に全面的解決をすることが勧告されました。  

7 人身売買人身売買人身売買人身売買については被害者の更なる保護と支援と、女性の経済的地位の向上など根本的原因への対応、売春売春売春売春について

は、売春での女性の搾取についてその需要を抑制することを含めた解決策、当事者のリハビリと社会的統合、研修生・技

能実習生のビザについての監視の継続、国連・国際組織犯罪防止条約人身取引補足議定書の批准が要請されました。  

8 政治・公的領域での平等参画政治・公的領域での平等参画政治・公的領域での平等参画政治・公的領域での平等参画について、議席割当制やターゲットやインセンティブの設定など女性の参画比率を向上

させるよう更なる取り組みを要求され、そのためには実質的な平等を実現するための暫定的な特別な措置が求められまし

た。また多様な女性の声が代表されるよう求められ、次回の報告書では移民や少数者女性の参加状況についてのデータの

提供が求められました。  

9     教育教育教育教育については、教育基本法への男女平等の促進について再度の盛り込むよう充分に検討すること、女性たちがこれ

までと違った分野に進出して収入を創出できる機会を保障できる教育の必要性、大学での女性教員の比率を増加させるこ

となどが勧告されました。  

10 雇用雇用雇用雇用については、労働分野での事実上の平等の実現の優先化が要請されました。そのために暫定的な特別措置が推
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奨され、性による職業・コースの雇用管理区分による人事を廃止し、ILO100 号条約の同一価値労働同一賃金の原則を国内

法規に反映して男女の賃金格差を縮め、妊娠・出産した女性に対する違法な解雇を阻止することが勧告されました。セク

シュアル・ハラスメントなどの女性差別に対する制裁を設け、被害女性が救済を求めやすくすることが奨励されました。  

また、家庭と職業生活の調和家庭と職業生活の調和家庭と職業生活の調和家庭と職業生活の調和について、男女ともに家庭と仕事に責任を持てるための教育や啓発が要請されました。パー

ト労働がほとんど女性のみに割り当てられている現状を変革する必要性、子どもの年齢ごとに利用でする保育機関の改善、

男性が育児休暇を取れやすくすることなどが要請されました。  

11 健康健康健康健康については、性教育の促進、すべての女性が、人工妊娠中絶を含めた性的健康の情報へのアクセスの保障が勧

告されました。また、人工妊娠中絶に対して女性のみを罰する「堕胎罪」についても撤廃が求められました。  

なお、次回の政府からの報告には HIV/AIDS、性感染症について正確なデータや女性の精神的健康の情報が提供される

ことが求められました。  

12 マイノリティ女性マイノリティ女性マイノリティ女性マイノリティ女性についての政策枠組みや暫定的な特別な措置、政治的意思決定の場にマイノリティ女性が参画できる

ことが要請されました。  

これまで日本政府は、マイノリティ女性についてデータを求められていたのに履行していないことについて次回報告書

での提出を求められ、アイヌ、部落、在日コリアン、沖縄の女性たちなどのマイノリティ女性の状況について包括的調査

が求められました。また、複合的な差別にさらされがちな、農村部などの女性、シングルの女性、障害者女性、難民・移

民女性などの脆弱な立場の女性脆弱な立場の女性脆弱な立場の女性脆弱な立場の女性についてのデータの提供と、このような女性たちの特別なニーズに対応できるジェンダーに

視点を当てた政策等が求められました。  

13 北京宣言・行動綱領の活用、国北京宣言・行動綱領の活用、国北京宣言・行動綱領の活用、国北京宣言・行動綱領の活用、国 連ミレニアム開発目標連ミレニアム開発目標連ミレニアム開発目標連ミレニアム開発目標の達の達の達の達成と、それらについての報告書での記載が求められました。

主要条約の遵守と、国連・移民労働者とその家族の権利保護条約や障害者権利条約の批准条約の批准条約の批准条約の批准も推奨されました。  

14 ①民法改正及び②雇用、政治・公的領域等での暫定的特別措置の２点について、 2222 年以内に、実施状況の詳細報告年以内に、実施状況の詳細報告年以内に、実施状況の詳細報告年以内に、実施状況の詳細報告をををを

提出することが要請されました。 

また、2014 年 7 月に、次回の報告書の提出を求められました。  

全文は、http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.JPN.CO.6.pdf 

[メールアドレス]allies@crux.ocn.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

市民キャビネット男女平等部会 鈴木ふみ [電話番号]047-376-6556 

  

部会名 男女平等部会 

政策提言 

女性団体、当事者団体の経済的自立、経済的基盤の確保女性団体、当事者団体の経済的自立、経済的基盤の確保女性団体、当事者団体の経済的自立、経済的基盤の確保女性団体、当事者団体の経済的自立、経済的基盤の確保    についてについてについてについて 
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現状と問題点 

 従来から、行政による民間支援の枠組み自体は存在したが、これまでの枠組みは男女平等の分野で活動す

る NPO にとっては利用しにくいものであり、そのため民間の活動も活性化しなかった。制度としては民間団

体向け支援が存在しても、人件費など団体の運営自体に資金が向けられなかったことなど、特に規模の小さ

な女性団体にとっては、支援制度は使い勝手がよくなかった。失業保険の関係で雇用の期間に限定が付され

てしまうことも事業を被告か受け、実施する際の障壁となっていた。 

 また、政府の枠組みも啓発のみに焦点を当てすぎ、女性、特に社会的・経済的に困難な状況にある女性の

就労や自立支援の具体策は乏しかった。例えば全国女性会館協議会では、女性のためのパソコン・IT 研修

などをして就労・自立の支援をしているが、このような政策を政府を通してできないはずがなく、全国的な

制度として導入すれば、社会的・経済的に困難な女性たちに幅広い機会が与えられ、貧困の解決と社会の活

性化の双方を実現することができる。民主党の緊急雇用対策を実施したが、男女共同参画局や自治体の男女

共同参画課にそもそも NPO 等活動のための財源確保の意識が薄いため、その際は男女平等分野にはお金は回

らなかったが、意識啓発だけではなく、DV 民間支援組織等がより積極的に活動できるために必要な支援が

わたる政策が求められる。 

 さらに、政府の民間女性団体への支援は都市部と地方での格差が大きく、地方には行き届いていないため、

地域格差を是正していく視点が必要である。 

 また、公設の男女共同参画センター／女性センター（男女共同参画センター等）は、この数百箇所にまで

増えたものの、ジェンダー不平等の是正に、十分役割を果たしてきたとはいえない。むしろ男女平等という

基本理念からはほど遠い事業の形骸化や、職員の雇用条件の劣悪化、市民との「協働」の形骸化といった問

題も指摘されている。男女共同参画センター等は、地域センターや生涯学習センターと異なり、あくまでジ

ェンダー平等を推進する拠点であるべきである。そのうえでは特に、あらゆるレベルの意思決定における女

性の参加、女性の経済的社会的エンパワメント、女性（とりわけマイノリティー女性）の人権保障といった、

主要な課題に重点が置かれるべきである。女性センターから指定管理団体として事業委託を受けていても、

金銭を重視すると客集めや、施設回転率に目が向いてしまい、目的が見失われてしまう。事業委託について、

地域で活動している団体を第一公募にしないと、企業に地域団体が負けてしまうので市民自治が育たない。

他方で、NPO が買い叩かれる実態がある。男女平等分野の NPO が利用しやすく、運営できる適正価格での委

託がされるべきである。指定管理者制度が導入される施設は増加しているものの、多くの場合、行政のコス

ト削減が主な理由となっており、必ずしも男女平等の推進に専門性をもつ事業者が選定されているわけでは

ない。指定期間も短期のことが多く、安定した運営が保証されていない。また職員の労働条件に大きなしわ

寄せが来ている。こうした現状を鑑み、指定管理者制度はコスト削減手段として安易に導入されることのな

いよう、施設の理念に沿った事業者の安定した運営と、職員の労働条件を保障するためのガイドラインの策

定を明記すべきである。男女共同参画センター等が男女平等と女性のエンパワメントの実現にとっての調整

の場となるよう、政府の積極的施策が求められる。 

 また、ドメスティック・バイオレンスや性暴力など女性に対する暴力の分野など人権や公正が重んじられ、

具体的な当事者の支援が求められる領域では、行政が民間団体を積極的に支援することによって、当事者の

多様なニーズに対応する支援を提供でき、当事者の人権の擁護も促進されることも大きく期待できる。 

 なお、NPO や当事者組織による就労と社会参加の場と機会の創設を期待することと、安上がりな政策の

ために民間委託等をすることを結びつけるべきではなく、NPO や当事者組織による現場志向や当事者のニ

ーズに敏感な活動を支援しつつ、財源は公的なものを基礎とすべきである。 

 また、その関連から公的な責任放棄や社会保障の不足の埋め合わせとして、安上がりなサービスの引き受

け手が女性に集中したり、女性の家庭でのアンペイドワークの過重負担に回帰していないか、すべての社会

政策の分析について、女性への過重な負担が生じないという点検が不可欠である。 

 さらに、女性に対する暴力や女性の貧困が女性の稼働能力に制限を課し、また、同一価値労働同一賃金が

実現せず、また、現在の税制が貧困解決の所得再分配機能を果たしておらず、女性が不利な状態に陥ってい

るとその状態から抜け出すことは困難になっているため、社会的・経済的な困難な立場にいる女性の視点に

立った総合的な政策が求められる。 
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具体的内容 

男女平等の分野で（この分野に限らず）活動しているNPOや当事者団体等に対して、政府の事業の委託受

けて自立して活動できるような機会を提供する政策を求める。男女平等の分野の NPO等の経済的基盤がで

きるよう、女性差別をなくすことを目的とする団体が活動しやすい、助成金や補助金などの基盤が必要であ

る。 

[メールアドレス]allies@crux.ocn.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

市民キャビネット男女平等部会 鈴木ふみ 
[電話番号]047-376-6556 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

政治における女性の参加、閣僚の政治における女性の参加、閣僚の政治における女性の参加、閣僚の政治における女性の参加、閣僚の 2222 分の分の分の分の 1111 を女性とすを女性とすを女性とすを女性とすることについてることについてることについてることについて 

 

現状と問題点 

女性が積極的に経済活動や政治活動に参加し、意思決定に参画しているかを測る「GEM（ジェンダー･

エンパワメント指数）」は（2009 年現在）109ヵ国中 57位であり、また世界経済フォーラムが発表する

ジェンダーギャップ指数は世界で 101 位と不名誉な状態である。総論 1 記載の女性差別撤廃委員会の

勧告でも「学術分野における女性含め女性の雇用及び政治的・公的活動への女性の参加に関する分野に重

点を置き、かつあらゆるレベルでの意思決定の地位への女性の参加を引き上げるための数値目標とスケジュ

ールをもった暫定的特別措置を採用するよう、締約国に要請する。」と指摘されている。特に国会議員下院

（衆議院）での女性の割合は、2009年 8月 31日現在、11.3%に過ぎず、世界 187か国中 123 位である。 

 CEDAW勧告での女性の政治参加の課題を率先して取り組むことを求める。そのためには各政党に率先し

て男女平等を実施してもらうべく、党のマニフェストに政権を担ったときは、閣僚の 5 割を女性にするとの

公約を明記することを求める。また、そのためには女性の候補者の積極的な擁立及び、将来的には女性が選

挙に立候補しやすい選挙制度を求める。 

 また、国政だけでなく、地方議員での女性割合の増加、各種政策決定場面への女性の増加について具体的

で効果的な政策を求める。 

[メールアドレス]allies@crux.ocn.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

市民キャビネット男女平等部会 鈴木ふみ 
[電話番号]047-376-6556 
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部会名 男女平等部会 

政策提言   

女性差別撤廃委員会（女性差別撤廃委員会（女性差別撤廃委員会（女性差別撤廃委員会（CEDAWCEDAWCEDAWCEDAW）の性暴力に関する最終見解の完全な実施）の性暴力に関する最終見解の完全な実施）の性暴力に関する最終見解の完全な実施）の性暴力に関する最終見解の完全な実施 

現状と問題点 

昨年09年8月、女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して速やかな女性差別是正措置の実施を勧告する最終見解

を提出した。見解が及ぶすべての分野では、重大な女性差別や人権侵害が続けられており、被害や不利益を受け

た者の救済および未来の発生防止のために喫緊の措置が避けられない。そのためには、まず導入に消極的だった

歴代政府の姿勢と決別するという確固たる政治意思が必要である。このことを銘記したうえで、私たちは、特に

性暴力に関して、現政府が速やかに勧告の完全に実施をすることを提言する。 

委員会の日本政府に対する性暴力に関する勧告の要約は以下の通りである（一部略）。 

女性に女性に女性に女性に対する暴力対する暴力対する暴力対する暴力    

最終見解パラ32. 

・女性に対する暴力に対する保護命令の迅速化 

・24時間無料のホットラインの開設 

・暴力・虐待に甘んじない状況を移民女性、社会的弱者グループを含む女性に保障する質の高い支援提供 

・全国における社会的弱者グループの女性への意識啓発プログラムの実施 

・関連法規を熟知した公務員による、女性に対する暴力への敏感で適切な支援の確保 

・女性に対する暴力の発生率・原因、結果の調査と次回報告への統計、実行措置の盛り込み。 

パラ34. 

・性暴力犯罪における被害者の告訴という訴追要件撤廃 

・女性の身体の安全及び尊厳に関する権利侵害として性犯罪を定義することを 

・強かん罪の罰則引き上げ、近親かんを個別の犯罪として規定することを要請  

 以上を要請 

パラ35.～36 

・「児童買春・児童ポルノ禁止法」の懲役刑の上限が延長されたことなど歓迎 

・女性や女児に対する強かんや性的暴行などを描くテレビゲームや漫画の増加に現れる 

性暴力の常態化を懸念し、上記の販売を禁止することを強く要請 

・これら「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童ポルノの法的定義に該当しないことに懸念し、同法改正に取

り入れることを勧告。 

 以上の委員会の勧告に基づき以下の提言をする。 

具体的内容 

1111．．．．24242424 時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置    

性暴力被害は、いつでも発生しており、相談内容は、緊急を要するケース、被害者が熟考して訪れるケース、

はるか過去の被害のケースなど様々で、本来なら、誰でも、どこにいても、何時でも駆け込める支援機関が求

められる。必要な提供サービスは、緊急時の介入、証拠の採取を含む緊急の医療、心のケア、身体のケア、法

的支援、警察等事情聴取に際しての支援、生活支援、緊急時一時保護（宿泊）の提供など多岐にわたるきめ細

かなものである。 

女性に対する暴力対策先進国は、女性の人口数十万人から 50 万人に対して一ヶ所程度、性暴力や DV 被害者

のための公的資金による支援･相談機関が設置されている例も珍しくない（人口 930 万人のスウェーデンでは全

国約 100 ヶ所、実に女性人口 4.65 万人に 1ヶ所の割合）。日本では、DV 対策は、DV 法施行後、全都道府県にお

ける配偶者暴力相談支援センターの設置、不十分ながら民間シェルターなどにも助成金が支出されるようにな

った。しかし性暴力被害への公的支援は、警察庁を除けば一部の公的助成を受けている犯罪被害者支援センタ

ーなどが提実施しているものの、大多数の被害者が刑事告訴をしていないという今被害の特殊性を鑑みれば、

通常の犯罪被害者支援の枠には収まりにくく、まだほとんど着手されていない。 

  日本ではまず、民間の NPO 等に協力を求め、少なくともの政令指定都市（人口 50 万人以上、19 市）に最低

一ヶ所、ワンストップ機能を有する性暴力相談支援センターを設置し、やがては中核市（人口 30 万人以上、40

市）や特例市(人口 20 万人以上 41 市)などに広げ、全都道府県にくまなく設置されるようにして、漏れなく性

暴力被害者が支援を受けられる政策を実現することが必要である。 

2222．性暴力被害実態調査．性暴力被害実態調査．性暴力被害実態調査．性暴力被害実態調査    
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        全都道府県の以上の男女その他を母集団に、サンプル数 5,000 人以上の規模で長期間かけ実施する。追跡等

の社会的属性、マイノリティ等の帰属集団なども調査項目に加え、それぞれの経年調査、追跡調査も実施する。

男女共同参画局は同様な調査を提起的に発表しているが、より詳細緻密に性暴力、性虐待の実態を明らかにな

るものとする。調査主体は、統計学、社会学、心理学、医療、法律家、相談員、NPO などの専門家および面接･

回収等調査員、集計、分析などで構成され、面接調査の技法、安全保持などに関して十分な訓練を受けたのち、

作業に携わる。調査に際しては、調査協力者の安全、個人情報の保護等への最大限の配慮を義務付ける。 

3333．社会的マイノリティの性暴力被害者への質の高い支援の提供．社会的マイノリティの性暴力被害者への質の高い支援の提供．社会的マイノリティの性暴力被害者への質の高い支援の提供．社会的マイノリティの性暴力被害者への質の高い支援の提供    

 社会的な弱者やマイノリティの性暴力被害は、より高い２次被害のリスクにさらされ、社会資源不足や差別･

偏見などによって支援を阻まれがちである。 

・障がい者（身体・精神・・・・知的)・HIV 等性感染症ポジティブ者・民族的・出自によるマイノリティ 

・外国人・性的マイノリティ・高齢者、10 代、20 代の若年層・男性･男子・性産業従事者、野宿者、犯罪行

為の実行を脅迫されている被害者、その他の社会的マイノリティや弱者 

上記集団に属する性暴力被害者の支援を確保するため、 

(1) 各々の属性設定項目を入れた全国的な性暴力被害実態調査を実施すること。（上記） 

(2) 関連 NPO などと連携しつつ、調査結果などを踏まえ、問題点を明らかにし、支援機関のバリアフリー化、

支援関係者への該当人権問題および社会福祉等に関する徹底した教育の推進、外国語、手話および点字通

訳者、介護者の配置などの措置を講ずる。  

4444．刑法の改正．刑法の改正．刑法の改正．刑法の改正    

 (1) 強かん罪の非身分犯化(ジェンダーレス化) 

現行規定の強かんは、男性による女性に対する犯罪（男性の身分犯）とする古いタイプのものだが、諸外国

や国連の動向の示されるように、加害、被害とも非身分犯しジェンダーレス化すること。 

(2) 強かんおよび強制わいせつ罪の抵抗要件の撤廃 

 現行では両罪とも、「暴行又は脅迫を用いて」とあり、被害者の抵抗を挫く程度のこれらの行為があった場

合を成立の構成要件としているが、これは被害者に過酷な要求であり、「同意を得ずに」という構成要件に

改正すること。 

(3) 強かん行為の拡大 

現行の姦淫は性器結合を行為類型としているが、それに限らず、性器、肛門、口への、性器、身体の一部、

異物の挿入をも含むこと。 

(4) 強かんの法定刑の引き上げ 

 現行では強かんは 3 年～20 年、集団強かんは 4 年～20 年の懲役だが、強かん被害は、性的自由権、身体等

への重大な侵害行為であり、被侵保護法益を拡大し下限を 5～6年程度に引き上げ。（強盗罪は下限 5年） 

 (5) 近親かん罪の創設 

  子ども、特に女児への性虐待は父親などの近親者からの者が多く、その被害も甚大で、これらを明確に法的

に規定すること。 

(6) 夫婦間強かんの非免責化 

 (7) 強かんおよび強制わいせつの非親告罪化 

以上を提言する。 

5555．女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止．女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止．女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止．女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止    

 女性･子どもなどに対する強かんや性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の蔓延、流通は、これらを快楽の対

象にすることなどで抵抗感を弱め、実際の行為を助長させかねない。諸外国が既に取り組んでいるように、これ

らの販売･流通の禁止措置を導入すること。 
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期待される効果等 一連の施策、措置は、日本において取り組みが遅れていた性暴力･性犯罪に対して「絶対に許さない、

国を挙げて真剣に取り組む」という政府の確固としたメッセージを放ち、人知れず苦しんでいる数え切れない被害者に生きる

勇気を与え、被害からの回復を手助けする。具体的な支援策は、被害者の癒しを促進し、職場、学校等社会復帰の障害を軽減

させる。そして、性暴力に取り組む公の意思は、強め、当事者、女性、子どもたちをエンパワーメントし、安全感を高め、健

康を守る。また、性暴力加害者、性犯罪者に対しては、決して彼らの行動が大目にみられないという強い警告のメッセージも

発する。こうした目に見える施策の実現は、政府による男女共同参画、女性の社会進出の大きな支援になる。また啓発や情報

の発信は、一般社会の性暴力に対する意識を変え、その深刻さ、対策の重要さを知らしめる。女性に対する暴力に対する取り

組みの進展は、女性の社会進出の基盤を整え、実質的な男女平等、共同参画の条件を創出する 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

1111．．．．24242424 時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置時間性暴力相談支援ワンストップセンターの政令指定都市等への設置    

 政令指定都市や中核市、特例市に手始めに 30 ヶ所ぐらい設置する。施設に関しては、国･自治体所有のものを流用を基本と

する。概算で改修費 20 百万円、年間運営費 1億円とする。 

 (1)改修費   20 百万円×30 ヶ所＝600 百万円 

 (2)年間運営費 1 施設 1億円×30 ヶ所＝3000 百万円  

計 3600 百万円 

  （※運営費には人件費、専門家の派遣費、地域への宣伝啓発活動費などを含む） 

  以上を自治体と財政上の分担をしながら実施する。 

2222．性暴力被害実態調査．性暴力被害実態調査．性暴力被害実態調査．性暴力被害実態調査    

  調査員養成費、人件費、交通費、郵送費、通信費、調査分析費、など 25 百万円 

3333．社会的マイノリティのための支援体制．社会的マイノリティのための支援体制．社会的マイノリティのための支援体制．社会的マイノリティのための支援体制    

        宣伝費、ウェブサイト作成、対象者への啓発、教育費、相談事業、相談員、職員研修費、出版物、パンフレット刊行など、

50 百万円 

    4444．刑法の改正．刑法の改正．刑法の改正．刑法の改正    

  性暴力専門捜査員、同検察官などの育成、配置など捜査員の増員費、証拠収集能力の高度化など捜査費用の増額、裁判官

のトレーニング、公務員、相談員などのトレーニング、など含めて数億円規模 

5555．．．．女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止女性、子ども等に対する性暴力などを描くテレビゲームや漫画の販売の禁止    

成人および青少年 

 ※性暴力被害相談支援センターのスタッフなどは、被害者の直接支援の経験の豊富な民間団体、NPO を十分に活用すべ

きである。また、政府の施策としては、現在、中間取りまとめが進行中の男女共同参画基本計画における第 8 分野「女性

に対するあらゆる暴力の根絶」に明示された諸施策の実施である。 

[メールアドレス] 

For_ssj@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

サバイバーズ・ジャスティス 共同代表 

柳本 祐加子、辻 雄作 [電話番号] 090-8172-1201 

部会名 男女平等部会 

政策提言 

性暴力被害者支援システム性暴力被害者支援システム性暴力被害者支援システム性暴力被害者支援システム 

現状と問題点 

女性に対する暴力は、1990 年代の国際的な潮流も受けて、日本政府は女性に対する暴力への取り組みを開始した。

その中でもドメスティック・バイオレンスについては、DV 防止法の制定とともに、政府及び各地方において一

定の前進が見られている。 

 しかし、性暴力については各都道府県警察の犯罪被害者対応の中で取り組みは始まりつつあるものの、被害届

出または警察署に被害申告をしない当事者（圧倒的多数である）は、ほとんどの場合、支援の対象となっていな

い。また、性暴力被害者に対しては、1980 年代から日本各地の女性運動の中で地道な取り組みがなされており、

かつ、そのような民間団体と連携する医療機関も育ってきているが、警察での性暴力被害者支援においては、民

間との連携は各都道府県警と密接な関係がある「犯罪被害者等早期援助団体」との連携が中心となり、被害者対



- 63 - 
 

応に実績のある多くの民間団体との連携が困難となっている。また、警察での性暴力被害者支援では、犯罪捜査

が中心的な目的であり、そのための関係機関の連携が主目的とされているが、被害者の多様な医療、福祉、心理、

経済的ニーズを前提とすると、被害者支援にとって、ソーシャルワーカーまたはコーディネーター的役割を果た

す役割の人物が必要である。なお、被害者の適切なケアを提供する看護師等（いわゆる性暴力被害者支援看護師、

SANE）は性暴力被害者支援において重要な役割を果たすが、日本でも 10 年近くその養成がされてきているもの

であるが、その活躍の場が充分に保障されていない。 

 目下、第３次男女共同基本計画の策定中であり、女性に対する暴力については特に重点的に計画策定がされて

いるところ、性暴力被害者支援について、従来のシステムとは異なる画期的なシステムが求められている。また、 

全国で女性外来が設置されたものの、実情は更年期や不定愁訴への対応が中心になっており、むしろ女性に対す

る暴力について専門的な対応ができる機関となることが求められる。   

具体的内容 

各地域に、性暴力被害者対応のシステムを構築し、必要な予算措置を講ずる。現在、警察での性暴力被害者対応は、各都道府

県予算において実施されているが、全国的な性暴力被害者対応の遅れに対応するため、政府予算において、性暴力被害者相談

支援センターの設置が必要である。 

 手法としては、従来、性暴力被害者対応に実績がある民間病院、女性外来を設置している病院等の内部に、性暴力被害者支

援相談センターを設置し、初期の医療的・危機介入的対応、カウンセリング、安全な場の提供し、また、被害者の適切なケア

を提供する看護師等やソーシャルワーカーまたはコーディネーター的役割を果たす職員を雇用し、被害者のニーズを満たせる

ようにする。 

 また、このような被害者の適切なケアを提供する看護師等（いわゆる性暴力被害者支援看護師、SANE）やソーシャルワー

カーまたはコーディネーター的役割を果たす職員を養成する民間機関の支援もする。 

 

 予算 性暴力被害者支援相談センターについては、国連基準には満たないものの、当面は全国 100 箇所程度の設置をまずは

開始すべきである。 

 予算としては、各センターにつき、初年度は、病院等の性暴力被害者支援相談センター設置のための改装費用として１箇所

500 万円、スタッフの人件費として 1000 万円、その他雑費等が必要である。またこれまでの各都道府県警がその予算の中で

対応してきた性犯罪被害者への公費援助制度の予算については大幅に増額したうえで、性暴力被害者支援相談センターの予算

に組み入れるべきである。また、公費援助制度の対象となっていなかった継続診療料や被害者への継続的なカウンセリングの

費用についても、公費負担の対象とする必要がある。 
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期待される効果等 

現在は、警察を中心とする性犯罪被害者支援と、女性団体や医療機関を中心になされている性暴力被害者支援が有機的に結合

していないが、上記政策提案によって、被告者にとって必要なニーズを一箇所で満たすことができるのみならず、サービスや

費用の重複を避けることができる。 

 警察は捜査機関であることが中心的な役割であり、被害者の幅広いニーズを満たすためには、医療機関が核になりつつ、福

祉的役割をにない、警察とも連携をすることが重要であるところ、上記提案はこれを満たすものである。また、このような取

り組みによって、被害直後に被害者が支援を受けやすくなり、その後に拡大し複雑化した被害に対して対応するよりも経済的

効率が良い上に、このような対応により被害者が被害申告をしやすくなり、被害実態の把握、より良い被害者支援システムへ

の改善、加害者の適正な処罰にとって大きなメリットがある。 

 また、すでに各地で性暴力被害者への対応に取り組んでいる優秀で熱意ある人材を有効に活用することもできる。 

 このような取り組みによって、性暴力被害者対応について、国際的な基準に近づくことと、そのための有効な実現方法の双

方を満たすことができる。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

積極的な民間機関の活用がなされるべきである。また、既に各都道府県警の予算の中で、また 2010 年度の警察庁

のモデル事業の中で性犯罪被害者対応が打ち出されている。この点、警察での対応は重要であるが、被害者のニ

ーズに対応するため、警察の性犯罪被害者対応のうち、医療機関での対応については、公費援助を含めて厚生労

働省の予算に組み替えた上、その予算が大幅増額する。また、DV 防止法での配偶者暴力相談支援センターの機能

やその他避難所については、その機能が重複または関連するものもあるため、予算を増額して充実を図る必要も

ある。 

既に、性暴力被害者への対応を開始している民間女性団体や NGO・NPO と医療機関の連携が成功している地域を皮

切りに、病院の施設の中に性暴力被害者支援相談センターを設置するための交渉を開始し、可能な医療機関から

設置をしていく。被害者からの電話相談を、性暴力被害者支援相談センターの内部または外部に設置し、性暴力

被害者支援相談センターと密接な連携ができるようにする予算措置を講ずる。 

 また、人材育成については、既存の、いわゆる性暴力被害者支援看護師・SANE の養成や性暴力被害者支援コ

ーディネーターの養成を財政的に支援しつつ、このような取り組みを各地に拡大するためには、政府予算による

大幅な財政支援が必要である。また、そのために、性暴力被害者に接する医療専門職の権限の見直しも必要であ

り、保健師助産師看護師法などでの関係法規の改正等も必要である。 

http://homepage3.nifty.com/wco/ 

http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm 

 

 性暴力被害者対応については、大阪で 2010 年 4 月から、「性暴力救援センター・大阪」が事業を開始している。

ただし、その運営資金の大半を寄付金から賄わざるを得ない状況であり、政府予算により、同様な機関が設置・

運営されるべきである。 

 また、人材育成については、NPO「女性の安全と健康のための支援教育センター」が、いわゆる性暴力被害者支

援看護師・SANE の養成に取り組み、約 10 年間で約 200 名の専門者を養成しており、また、性暴力被害者支援

コーディネーターの養成を計画している。このような取り組みを各地に拡大するためには、政府予算による大幅

な財政支援が必要である。 

[メールアドレス] allies@crux.ocn.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

すぺーすアライズ／アライズ総合法律事務所 

事務局長 鈴木ふみ [電話番号] 047-376-6556 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

    ドメスティック・バイオレンス民間シェルターへの公的財ドメスティック・バイオレンス民間シェルターへの公的財ドメスティック・バイオレンス民間シェルターへの公的財ドメスティック・バイオレンス民間シェルターへの公的財政支援の拡充政支援の拡充政支援の拡充政支援の拡充 

現状と問題点 

1990 年代から草の根運動の展開によって関心が高められてきた。女性の 3 人に 1 人が経験し、2～3 日に 1 人の命が奪われ

ている DV は、01 年施行の DV 防止法によって日本史上初めて公的に「犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害」と定められ、

被害者は法的な保護の対象になった。DV 防止法に基づき全都道府県に設置された公設シェルターおよび民間のシェルターは、

DV 被害者支援の心臓部をなしている。特に生活に必要なものを備え、小学高学年以上の同伴児童の受け入れなど、公設にな

いきめ細かな柔軟なサービスを提供している約 100 ヶ所の民間シェルターは、着の身着のままで逃げてきた被害当事者が傷つ

いた心身を休め再出発するための最重要の施設である。DV 防止法は、民間シェルター等への援助も規定しているが、現行で

は特別地方交付税で自治体と国が半分拠出のため、自治体が拠出しなければ民間施設は国からの財政支援を受けられない。施

設はいずれも財政状況がきわめて厳しく、そのため人件費等は非常に不足し、献身的なボランティアの無償労働やカンパ、財

団助成金等に頼らざるを得ない。危険ととなりあわせで被害当事者命を守るため直接支援に従事している民間シェルターに、

公的、特に国の財政的な保障がないという事実は、DV 政策の最大の欠落である。現在策定中の第３次男女共同基本計画にお

いても、女性に対する暴力は、特に重点的位置付けられ、根絶に向けた基盤整備や取組を充実が目指されている。有用な社会

資源としての民間シェルターの安定的な公的な財政支援の確立は、男女共同参画政策の推進、地域福祉の拡大にとって喫緊の

課題である。 

具体的内容 

1．すべての DV 民間シェルターに対して、国は利用者一人当たりの定額の委託料を自治体の支出いかんに関わら

ず、定額助成金を拠出し、国と自治体合わせた助成金の割合が全収入の 5割～6割になるようにする。 

2．民間シェルターの職員の研修費、利用者のための設備に対して、国が一定額の助成を実施する。 

期待される効果等 

  民間シェルターの多くは女性 NPO 団体によって運営されている。日本においても世界においても DV や性暴力

被害者の支援は、この数十年間、女性を中心とする草の根の民間の個人･団体によって支えられてきた。まさに市

民･女性たちの助け合い、支え合いがこの分野の動力原である。今後もこの傾向、市民自身による被害者支援はま

すます拡大してゆく見通しである。DV 被害の最前線で直接被害者支援を担う民間シェルタースタッフは、困難･

共感疲労を含む心身の疲労・経済的困窮のなかで、懸命に被害者の命と安全をまもっている。民間シェルターこ

そ日本におけるもっとも有用な福祉および男女平等実現のための社会資源のひとつである。 

国による財政支援が確固とした確立は、該当する施設の運営の安定により、まず DV 被害者の暴力からの脱出、

生命と健康、人生の再出発の機会の拡大という効果を生み出す。次に、運営 NPO、職員の生活上件を安定させる

ことで彼女たちをエンパワーメントし、更なる創意工夫のモチベーションとなり、被害者支援の質的量的向上を

促進する。また、有能かつ思いやりのある人材のこの分野の参入を導き、日本における広義の福祉分野における

雇用の増大にもつながる。 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

DV 防止法では第 3 条、第 25 条に民間団体との援助や連携を規定している。それを実現するためには、民間団

体の経営基盤を確立する必要がある。ここに示した豊かな財政援助を受けている民間団体でさえ赤字経営である。

経営基盤の確立を促進する施策の実施が必要である。そのためにまず民間団体の財政状況を調査し、どのような

財政的課題があるのかを明らかにし、それを解決するための財政支援のあり方を検討する必要がある。 

 

（２）政策の概要・予算（２）政策の概要・予算（２）政策の概要・予算（２）政策の概要・予算    

 民間シェルターの施設および予算規模は様々であるが、とりあえず、大都市圏にあり、定員 15 名という平均よ

りかなり大型の施設で、かつ県・市等自治体からの補助は最高クラスというモデルで収支を算出してみる。 

 

Ⅰ収入Ⅰ収入Ⅰ収入Ⅰ収入    

(1) シェルター事業収入(利用料、委託料等)               4,000,000 円 

  利用料等                            （1,300,000 円）  

  委託料                            ※1（2,700,000 円）（16.3%） 

(2) 会費収入                              1,500,000 円 

(4) 情報提供･学習活動事業                        430,000 円 

(5) 寄付金                              5,150,000 円 

(6) 補助金等                             5,400,000 円 

  市緊急一時保護補助金                     ※2（2,700,000 円）（16.3%） 

   民間財団等（4団体）                      （2,700,000 円） 

   (7) 雑収入                                 20,000 円    

------------------------------------------------------------------------------------------------                               

経常収入（A）                           16,500,000 円（32.6%） 

 

 ⅡⅡⅡⅡ    支出支出支出支出    

  (1) シェルター事業                            7,700,000 円 

  (3) 情報提供･学習活動事業･自立支援･研修･弁護士・交通費等）          830,000 円 
  (4) 事業運営費 （食･家賃・水光熱・医療・弁護士・通信･備品･旅･帰国渡航費等）930,000 円 

  (5) 人件費（常勤 3人、非常勤 12 人）                    7,750,000 円 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

経常支出（B）                             17,210,000 円 

   経常収支差額 (A)－(B)                            △710,000 円 

本モデルでは、県･市からの公的助成は収入の 32.6％で 3 分の 1 強である。多数の被害女性と子どもを支える

シェルター事業は、心身、生活のケア、レクリエーション提供、加害者のつきまといや襲撃に備えてのセキュリ

ティ確保など多数かつ多彩な能力を有する人員の 24 時間配置が必要とする。その上、シェルター事業以外の相談

や学習活動なの展開、民間助成金を獲得のための努力、財政を支える貴重な存在である会員へのサービス提供等々

にも多大な時間とエネルギーを費やす。 

それが実を結び、公的助成と利用料以外の自己調達資金は 710 万円(収入の 43％)に達した。しかし、このよう

に本来業務の被害者支援以外の資金繰りに力を注いでも、このモデルでは 71 万円の赤字を計上しているのであ

る。 

支出では、人件費は、週 5 日勤務の常勤 2 名、週 1～４日勤務の非常勤 8 名という多数の職員の賃金等をかな

り低く押さえているにも関わらず 775 万円に及び、財政を圧迫している。また施設は、シェルター家賃は月 30

万円、年間 360 万円に達する。 

このように、現時点でのトップクラスの自治体助成を得る大型シェルターにおいても、財政はきわめて厳しく、

まして中・低水準の助成の地域や中･小規模のシェルターは、人件費の捻出さえままならない。女性人口が 6,500

万人を超える日本において、他の先進諸国等と比べて民間シェルターが約 100 箇所と、人口当たり極端に少ない

のもこの公的助成の不足が大きな要因である。 

国･自治体の公的助成が 3分の 2、少なくとも 2分の 1 を占めるようになれば、財政状況は大きく好転する。 

民間シェルターへの公的助成が収入の 5～6割以上への増額が強く求められる。 
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 民間シェルターへの国からの一時保護委託料の総額は、厚労省の本年度予算案関係を見ても、目次には項目が

なかったので把握し切れなかった。厚労省の資料では 08 年度は 90 施設の民間シェルターに一保護委託をしてい

るが、何人かは記載されていない。現行+数億円の予算が必要だと考えられる。 

 

[メールアドレス] 

For_ssj@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

サバイバーズ・ジャスティス 

柳本 祐加子、辻 雄作 [電話番号] 090-8172-1201 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

ドメスティック・バイオレンス（DV）被害者の自立に向けた住宅政策等 

現状と問題点 

DV 防止法が施行されて以降、ドメスティック・バイオレンスの被害者に対する一時保護の分野については一定の

政策の前進が見られた。しかし、ドメスティック・バイオレンスの被害者のための、一時保護後の住宅に関する

政策については、残念ながらほとんど進展が見られず、一時保護後の被害者の自立を困難にしている。中間施設

についても圧倒的に数が少ない状態である。とくに離婚成立後、別居(シェルター・ステップハウスから一般住居に転宅)後の支援が

皆無である。内閣府が予算を計上し、シェルターネットが委託を受けて、ＤＶ被害者の“その後”の支援のための「居場所作り」事

業を行っていますが、まだ規模も小さく試行段階のようですし、当然、シェルターネットに所属していない団体には予算が見込めな

い。 
 賃貸物件の確保の一般的な困難さに加え、ドメスティック・バイオレンスの被害者は、加害者に住所を知られ

ないようにする、保証人の確保が困難である、貧困のため手持ち資金が少ないなどさまざまな障壁がある。そし

て、このようにドメスティック・バイオレンスの被害者が住居の確保ができないことが就労等を困難にしており、

自立が困難になっている。 

 この点、例えば鳥取県では、ドメスティック・バイオレンスの被害を受けて一時避難をした者に対して、一時

保護所の退所時に家賃と敷金の補助をし、施設長が保証人になる場合には損失補償制度を設定した。この制度に

よって、経済的自立が可能な当事者は民間借家を利用しやすくなり、当事者にとって優先すべき課題に基づいた

生活支援が可能になっている。 

 また、ＤＶ被害者がシェルター等、緊急一時保護施設を出る際に、生活保護にスムーズに移行できないケースが多い。自治体

によってかなりばらつきがあり、シェルター退所時でないと生保申請ができず、生活保護開始まで平均 1 カ月(通常 14 日以内には

判断せねばならないので、この期間についても問題ありです)のタイムラグが出る県もあり、お金を持っている被害者でないと 1 カ月は

乗り切れなくなっている。退所時に即生保開始とする自治体と比して偏りが激しく、自治体の対応いかんで経済的自立に大きな

影響を及ぼしている。 

 この点、神奈川県では、生活保護を一時避難場所の管轄事務所が引き受け、その後自立先が決定した段階で移

管するという扱いをしており、生活保護が各自治体によって偏らないようにされている。これにより生活保護の

住宅扶助を利用して民間の借家を借りることができ、保証人がいない場合も住宅扶助を利用して保証協会保証料

をまかなうことができ、また民間借家の利用が困難な場合には県が、公営住宅の一部をステップハウスとして確

保し、民間支援団体に委託管理をしている。 

 さらにＤＶ被害からの精神的ダメージの回復には公的資源がほとんど利用できない現状がある。また、ＤＶ相談等については、対

象者が限定され、離婚が成立すると使えなくなるケースも多く報告されている。カウンセリング費用やグループミーティング参加費

は、困窮家庭にとっては大きな負担で、それ故に治療や参加を中断してしまう被害者はたいへん多い。 

  カウンセリング治療については賛否あるようですので、難しいのですが、たとえば、生保利用者のＤＶ被害者自助グループへの参

加費と交通費を「生活移送費」として、ＡＡやダルクなどの、アルコールや薬物の自助グループ参加と同様に適用することを要望し

たいです。ＤＶ被害は“病者か否か・依存症か否か”という議論もありますが、ＰＴＳＤ・トラウマからの回復は、自助グループのニーズ

や効果の面では非常に大きいと思います。 

具体的内容 

 一時保護後の自立支援をできるよう、民間借家の家賃や敷金の支給、保証人または保証料の確保、生活保護制

度の柔軟適用を拡大する。また公営住宅について民間団体に業務委託をしてドメスティック・バイオレンス被害

者のための中間施設として利用できるようにする。 

期待される効果等 

ドメスティック・バイオレンスの被害者に対して一時保護後の、当事者の多様なニーズに応じた、自立

支援が可能になる。また、ドメスティック・バイオレンスの被害者に対する民間の支援団体を有効に活用するこ

とができる。副次的には、民間住宅等な適正な利用が推進される。 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 現時点では、一時保護後の自立支援が不充分であるが、厚生労働省、国土交通省、内閣府の協力により、実現

可能である。 

 上記、鳥取県や神奈川県の取り組みなど参考にして、DV 被害者の経済的自立等を支える中間施設等の住居の確

保や生活保護制度の柔軟な活用などを全国的な制度として拡大する。 

 また、団体主体ではなく、利用者主体の施策を希望する。 

 

 

 

[メールアドレス] allies@crux.ocn.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

すぺーすアライズ事務局長  鈴木ふみ  
[電話番号] 047-376-6556 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

デートデートデートデート DVDVDVDV をををを DVDVDVDV 防止法の対象に防止法の対象に防止法の対象に防止法の対象に    

高校等における高校等における高校等における高校等における DVDVDVDV 防止教育の実施防止教育の実施防止教育の実施防止教育の実施    

現状と問題点 

 DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、親密なカップルの間で、相手を暴力的に支配（コントロール）

し自分の思い通りにしようとする一連の行為のことである。DV のなかで、夫婦間以外の、交際関係に起きる DV

のことを特にデート DV という。DV は女性に対する人権侵害のなかでも特に深刻であり、既婚女性の 3 人に 1 人

が経験し、20 人に 1 人が命の危険を感じ、3 日に１人の命を奪われている。デート DV もこれに劣らず危険で、20

代～30 代女性の 6人に 1人が経験し、 20 人に 1人が命の危険を感じ、たくさんの女性が命を奪われている（内

閣府調査、警察庁統計）。 

配偶者間の DV に関しては、01 年のＤＶ防止法施行以降、保護命令の発令や、シェルター提供などの被害者に

対する支援策が、公的施策として実施されるようになった。しかし、日本においては、DV 防止法の保護の対象は、

配偶者（元を含む）だけであり、交際相手からの被害者は含まれていない。女性差別撤廃委員会（CEDAW）の最終

見解は、この点に懸念を表明している。 

 多くの調査で明らかなように、すべての世代を通して心身、生活および経済上の深刻な被害をもたらす DV は、

恋愛関係が芽生える 10 代半ばから始まる。そして 10 代、20 代の交際関係においても、夫婦間同様の被害が起き

ている。将来の暴力のエスカレートの防止、被害者の安全の確保は、早期発見、早期介入が鉄則である。若年層

に対する予防･啓発教育は、DV の減少、深刻化を防ぐ点からもきわめて喫緊の課題である。 

 政府が NPO 等と連携し、本格的なデート DV 対策を導入することが男女共同参画の基礎の確保のために避けられ

ない課題である。 
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具体的内容 

1111．デート．デート．デート．デート DVDVDVDV をををを DVDVDVDV 防止法の対象に防止法の対象に防止法の対象に防止法の対象に    

他国のように 16 歳から少なくとも 18 歳からの交際関係からの暴力を DV 防止法の対象にする。デート DV 被

害者が保護命令（接近禁止命令、退去命令）を取れるようにする。国、自治体の DV 関連施策にデート DV を含

める。 

 

2222．中学、高校、専門学校、大学等教育機関にデート．中学、高校、専門学校、大学等教育機関にデート．中学、高校、専門学校、大学等教育機関にデート．中学、高校、専門学校、大学等教育機関にデート DVDVDVDV 防止啓発教育を導入防止啓発教育を導入防止啓発教育を導入防止啓発教育を導入    

現在、各地の高校、大学、自治体などにおいて、生徒、学生、若者を対象にデート DV の防止･啓発教育が実施

されるようになり、確実に関心は高まってきている。しかし財政上、カリキュラム上等の制約から、その多くが

年 1回～2回の講座に留まるのが現状である。若い世代、そして親世代を含めて対象となるようなデート DV の防

止･啓発教育を、全国の中学校、高校、専門学校、大学等教育機関および地域のコミュニティで、十分な時間を確

保して実施するようにする。中学、高校においては DV 防止啓発をカリキュラムに組み込む。 

 

3．デート DV 講師等の派遣事業に対する公的助成  

現在、デート DV 防止啓発教育の主たる担い手は、DV を専門とする NPO スタッフや強い関心を持つ教員などで

ある。特に前者は依頼に応じて、開発したプログラムを提供している。デート DV の防止啓発教育受講を生徒、学

生、市民に保障するためにも、講師等派遣等を NPO に依頼した機関に対して、派遣費用を国が公的に助成する。

もしくはデート DV 講師派遣事業のための基金等を国が作り、依頼主がそこから助成金を受けられるようにする。 

  

 

期待される効果等 

デート DV は、継続する暴力、支配であり、一般的に長期化すればするほど、被害が深刻化する。個別案件にお

いては、まさに被害者、加害者双方に対する別々の早期介入こそが、被害のエスカレート予防の鍵である。 

 また、発生の防止という大きな視点からみれば、児童、若者に対しての男女平等教育、対等なパートナーシッ

プ教育、非暴力非支配コミュニケーション教育などを、早期から実施してゆくことである。現在個人間の暴力を

中心とする女性に対する暴力防止･根絶に向けた取り組みは、国連でも各国でも最重要の課題である。デート DV

を含むパートナーからの暴力によって被害者（主に女性）が、どれだけの健康、安全、キャリア、生活等に被る

膨大な損失は、そのまま社会の損失であることが認識されるに至ったからである。若年層は柔軟であり吸収力豊

かであり、予防啓発教育を受ければ、確実に大きな効果が期待できる。デート DV 予防啓発教育こそ、女性をはじ

めとする若者をエンパワーメントし、21 世紀を担う男女共同参画を体現する人材を育む方策である。 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

1111．高校へのデート．高校へのデート．高校へのデート．高校へのデート DVDVDVDV 防止啓発教育の実施防止啓発教育の実施防止啓発教育の実施防止啓発教育の実施    

全国の中学、高校に対して防止啓発教育を実施するための荷は相当の予算が必要である。将来の中学実施を視

野に入れつつ、とりあえず高校から実施する。全国の公立私立を合わせた高校数を 5,420 校とし、生徒数は 360

万人である。国は半額助成する。 

1111 プログラムプログラムプログラムプログラム 6666 時間時間時間時間 6666 万円×万円×万円×万円×5,4205,4205,4205,420 校×国の補助校×国の補助校×国の補助校×国の補助 1/21/21/21/2＝＝＝＝1762,500,0001762,500,0001762,500,0001762,500,000 円（円（円（円（1,762.51,762.51,762.51,762.5 百万百万百万百万））））    

    

2222．自治体へのデート．自治体へのデート．自治体へのデート．自治体へのデート DVDVDVDV 防止啓発教育の実施防止啓発教育の実施防止啓発教育の実施防止啓発教育の実施    

        1111 プログラムプログラムプログラムプログラム 2222 時間時間時間時間 2222 万円×万円×万円×万円×2222 回（前期後期各回（前期後期各回（前期後期各回（前期後期各 1111 回回回回））））＝＝＝＝4444 万円万円万円万円    

4444 万円×基礎自治体万円×基礎自治体万円×基礎自治体万円×基礎自治体 1,727××××1/21/21/21/2＝＝＝＝35,540,000円（円（円（円（35.54百万）百万）百万）百万） 

 

[メールアドレス] 

For_ssj@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

ホワイトリボン・キャンペーン 

代表 辻 雄作 [電話番号] 090-8172-1201 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

セクシュアル・ハラスメント対策の推進セクシュアル・ハラスメント対策の推進セクシュアル・ハラスメント対策の推進セクシュアル・ハラスメント対策の推進 

現状と問題点 

 セクシュアル・ハラスメントとは、「望んでいない・嫌がっている」者に対して行われる性的な言動であ

る。職場、教育機関の集団の特に力の上下関係で起きたものの指すことが多いが、それだけに限らない。事

実の認定においては、苦痛・不快感･恐怖など行為を受けた者の主観が重視される。さらにそれらの言動により

被害者の就業環境・学習環境などが悪化することも含まれる。次のようなものが該当する。 

（本人が望んでいない、嫌がっている） 

（1） 強かんまたは性的な暴行をされること、されそうになること。 

（2） デートを求められたり、性的な内容の手紙、電話、その他を送られること。 

（3） 肯定的な職務･学業などの評価の見返りに性的な要求の圧力をかけられること。 

（4） 体を触られたり、覆いかぶさってきたり、部屋の一角などに押しやられること。 

（6） 性的なしぐさや表情、表現、冗談、質問をされること。（以下必要に応じてセクハラ） 

 

セクハラという用語が日本で使用されるようになってから 20 余年が経過し、この用語は子どもから大人まで一

般にすっかり定着した。たしかに事業所や教育機関でのセクハラに処分件数は増加してきた。しかし、その対策

はどうであろうか。昨年 8月厚労省が発表した派遣労働者実態調査では、1000 人以上の事業所ではセクハラに関

する苦情が寄せられた企業が 30 ポイントに上っている。被害者救済のシステム、法整備等においてまだまだ不十

分であり、被害を回復されない者は多く、セクハラは、依然として男女共同参画を阻む一大な要因である。 

私たちはセクシュアル・ハラスメント対策を政府が推進することを提言する。 

具体的内容 

 

1111．事業所（．事業所（．事業所（．事業所（NPONPONPONPO､､､､NGONGONGONGO 等も可能な限り含む）、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関等も可能な限り含む）、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関等も可能な限り含む）、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関等も可能な限り含む）、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関    

わる領域における実態の調査の実施わる領域における実態の調査の実施わる領域における実態の調査の実施わる領域における実態の調査の実施    

    

2222．公的相談．公的相談．公的相談．公的相談機関の各地への設置機関の各地への設置機関の各地への設置機関の各地への設置    

現在は相談事案の調査は事業所ごとに実施されているが、これでは事業所の対応能力によって解決がまち

まちで、被害者にとっては不公平である。そこでセクシュアル・ハラスメントに適切に対応できる専門的に

訓練された職員が配置された、相談や事実調査を実施する公的な機関を各地に配置し、全国統一的に公平に

対処できるようにする。 

また事業所、教育機関等（特に中小零細）に、啓発、管理職の研修など防止体制作りを 

支援する。 

 

3333．事業所･教育機関等における年次報告等の義務付け．事業所･教育機関等における年次報告等の義務付け．事業所･教育機関等における年次報告等の義務付け．事業所･教育機関等における年次報告等の義務付け    

他国には、セクハラも含むキャンパスで発生した性暴力件数等の年次報告が義務付けられている例もあ

る。日本にも大学、学校、事業所にこの種の措置を導入し、安全対策の促進を進図る。 

 

4444．セクシュアル・ハラスメント概念の明確化．セクシュアル・ハラスメント概念の明確化．セクシュアル・ハラスメント概念の明確化．セクシュアル・ハラスメント概念の明確化    

 日本におけるセクハラは非常に広い意味で使われており(1)性犯罪に該当しないが性 

的な不快感や不安感を覚えさせる言動、(2)軽い性犯罪に該当するもの、(3)強かんや強制わいせつなど重大

な性犯に該当するものなどを含む。しかし、重大な犯罪に該当するものまでセクハラとしてしまうことで、

行為の悪質性や被害の重さが希薄化されている。セクハラ概念を明確化する必要がある。 

 

5555．セクシュアル・ハラスメントの犯罪化、法的規定の明確化．セクシュアル・ハラスメントの犯罪化、法的規定の明確化．セクシュアル・ハラスメントの犯罪化、法的規定の明確化．セクシュアル・ハラスメントの犯罪化、法的規定の明確化    

 他国の例にあるように、４(3)に掲げたように強かん罪、強制わいせつ罪とは異なる新た 

な犯罪類型としてセクシュアル・ハラスメント罪を新設する。また、労働法、教育法などにも明確な規定を

入れる。 
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6666．事業所、教育機関の責任の明確化．事業所、教育機関の責任の明確化．事業所、教育機関の責任の明確化．事業所、教育機関の責任の明確化    

 事業所等に対して上記のように公的なセクハラ防止体制支援を提供する一方で、防止義 

務も明確化する。管理職、従業員、教員、学生、生徒などに対する研修、内部の防止体制 

の整備などを怠って事例を発生させた組織に対しては、加害者本人とは別に重い責任を課 

す。 

 

7777．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入    

    同性愛者、両性愛者、性同一性障がい者、インターセクシュアル（半陰陽者）などの性的マ 

イノリティに対する性的指向や性自認等に関するいじめやからかいを、セクシュアル・ハラスメント（ジェンダ

ーハラスメント）の一つとして公的に位置付け、防止、相談、支援の体制を整える。 

 

8888．セクハラ加害者対策の導入．セクハラ加害者対策の導入．セクハラ加害者対策の導入．セクハラ加害者対策の導入    

 セクハラを起こした加害者に対して、説諭や数回セクハラ研修を受けさせるだけ、というような現行の対応で

は、反省による再発防止、被害者の安全確保にとってきわめて不十分である。公的機関もしくは民間団体が運営

する少なくとも 20 回程度の加害者教育プログラムを、自費で受講することを義務付けさせる。履修しない場合

は勿論のこと、履修後も再発の可能性が高い場合は職場復帰できないなどの措置の導入が必要である。  

期待される効果等 

 セクハラに対する日本の対応は、諸外国などに較べて寛容とさえいえる。しかし、セクハラは、女性、若者等

の職業的、学問的、技能的キャリア習得上大きな被害を与え、これにとどまらず、心身の健康被害、退職、退学

等による経済的被害など、当事者にあまりにも大きい損失を与える。醜業環境や教育環境の悪化は、被害者以外

にも悪影響を及ぼし、組織自体も損害を被る。女性の能力の十全な発揮という観点からも、セクハラ防止対策の

推進が求められる。国の統一的基準を設け、対策を推進することが、セクハラ被害格差をなくし法の下の平等を

実現する道でもある。公共空間におけるセクシュアル・ハラスメントを許さないという政府自らの意思の表明は、

働く女性、学ぶ女性に勇気と社会に対する信頼を与え、誰もが生きやすい社会を促進する。 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

1111．事業所、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関わる領域における実態の調査の実施．事業所、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関わる領域における実態の調査の実施．事業所、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関わる領域における実態の調査の実施．事業所、教育機関、塾、芸術、スポーツ分野に関わる領域における実態の調査の実施    

  対象は全国規模で、大企業、中小企業、零細企業、法人、労組、NPO および NGO、学習塾、学芸団体、スポー

ツクラブなどできるだけ網羅するものとなり、1000 ヶ所程度。調査協力者の安全、個人情報の保護等への最大

限の配慮や調査分析の技能を身に付けるための調査員養成費、人件費、交通費、郵送費、通信費、調査分析費、

など,７0 百万円。 

    

2222．公的相談所の各地への設置．公的相談所の各地への設置．公的相談所の各地への設置．公的相談所の各地への設置    

  誰もが相談できるよう、多ければ多いほど望ましいが、当初は大都市圏、企業、旧行く機関密集地域な

どに、NPOと連携し、20 ヶ所程度設置する。施設は公的施設等を流用。 

 (1)改修費   20 百万円×20 ヶ所＝400 百万円 

 (2)年間運営費 1 施設 100 百万円×20 ヶ所＝200 百万円  

 (3) セクハラ対策費の自力捻出が困難な中小零細企業、法人、NPO を含む一定規模の事業所、一定規模

以上の学芸、スポーツクラブ等に対する、研修講師派遣費等、コンサルタント料などセクハラト防止対策

助成金の支給 

  一事業所等への助成は差ほど高額ではないが、中小企業を含めば 150 万ヶ所以上になり、相当額に達

する。 

 

    7777．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入．性的マイノリティへのハラスメント防止措置の導入    

        企業、学校、関連機関への防止啓発教材の配布、当事者が講師を務める研修の開催などの経費 ⇒ 30 百万

円 

 

8888．セクハラ加害者対策の導入．セクハラ加害者対策の導入．セクハラ加害者対策の導入．セクハラ加害者対策の導入    
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 (1) 加害者教育ファシリテーターの養成 

  2０百万円 

(2) セクハラ加害者教育プログラム開催 NPOへの助成 

 

 年間 30 団体×受講者 200 人×1500 円×20 回＝18０百万円 

 

 第 3 次内閣府男女共同参画基本計画にも銘記されている性暴力被害支援ワンストップセンターなどとの連携、

併設等も将来において検討の対象となりうるだろう。 

 

[メールアドレス] 

For_ssj@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

柳本 祐加子、辻 雄作 

[電話番号] 090-8172-1201 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

NPONPONPONPO 等への等への等への等へのセクシャル・ハラスメント対策講師派遣事業セクシャル・ハラスメント対策講師派遣事業セクシャル・ハラスメント対策講師派遣事業セクシャル・ハラスメント対策講師派遣事業    

現状と問題点 

21 世紀を向かえ、人々の社会貢献の意識は高まり続け、市民セクターは、社会のなかで企業・行政に並ぶ重要な

位置を占めるようになった。もはや人権、男女共同参画、子どもの健康、災害救助などの分野は、社会貢献を本

分とする NPO･NGO 抜きには語りえない。折りしも新政権は、「新しい公共」という価値観を打ち出し、従来の政権

が後ろ向きだった政府と市民セクターとの協働に踏み出した。こうした時代の転換は、人々の市民セクターへの

期待を比較にならぬほど増大させ、果たすべき社会的責任も大きくなっている。活動範囲と規模が大きくなれば

なるほど、組織は人権や安全への目配りが求められる。本来、人権や安全を専門分野とする市民セクターである

からこそ、組織内におけるハラスメン等人権問題への対策が率先して講じられるべきである。新時代において

NPO･NGO もまた飛躍が求められている。 

 市民セクターにおいては、女性の活躍は目覚しく、男女共同参画や多様性が最も進んだ社会的領域である。ま

たあらゆる分野からなる NPO･NGO には、様々な性別、国籍、年代、性的指向、健康状態、所得の人が参加してい

る。であればこそ、その円滑な運営には、女性や社会的マイノリティを萎縮させたり能力の発揮を妨げたりする

ような固定観念やハラスメントなどの防止が不可欠である。 

 NPO･NGO 等には、財政的人的規模は小さく組織的な研修や防止体制につぎ込める予算はないものの、セクシャ

およびジェンダー・ハラスメント防止を取り込む意欲を持っている団体は少なくない。 

 他方で女性に対する暴力関係の NPO･NGO には、教育機関、行政、企業に対して講師を派遣するなど、セクシャ

ル・ハラスメント防止研修やコンサルティングのスキルを有するものもある。両者を効果的に結びつけて、共生

や友愛の理念からみても非常に有益である。 

具体的内容 

私たちは NPO･NGO 等市民セクターの男女共同参画と質的向上をはかるため、NPO･NGO 団体から NPO･NGO 団体へ

の他ハラスメント防止対対策の講師派遣等事業の費用を国が助成することを提案する。国による NPO･NGO 支援の

視点からも重要である。 
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期待される効果等 

男女共同参画の基本をなす女性の社会参加とは、つまるところ女性が 1 人の人間として、その安全、人権を尊重

され、十全にその能力を発揮できる環境を整えることである。セクシャル・ハラスメントは、職業、学業、市民

活動において女性の積極的な参加や伸びやかに能力を発揮するうえでの大きな障害となっている。今や多くの市

民が参加し、民生や福祉の向上のための公共部門を担う NPO･NGO 等市民セクターは、企業、行政と並ぶ有力な存

在である。もはやハラスメント防止対策は、企業、行政組織、教育機関だけではない。NPO･NGO も構成員や利用

者の人権や安全対策の底上げが求められている。NPO･NGO を対等なパートナーとして共に公共を担う存在と位置

付ける現政府が、本事業への支援の助成を打ち出すことは、市民セクターの男女共同参画を前進させ、女性やマ

イノリティ、弱者をエンパワーメントする。そして社会の最も活動的な部分が結集する市民セクターにおけるハ

ラスメント防止の意識の高まりは、もう一方の公共の担い手である企業や行政、教育機関にも波及し、ひいては

社会全体の人権意識の向上をもたらすだろう。 

 本事業の実現は、「新しい公共」の信頼と敬意を高まるであろう。 

 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

市民セクターへのセクシャルおよびジェンダー･ハラスメント講師派遣事業講師派遣費用 

・講師謝礼一事業所 8 時間 60,000 円～80,000 円のうち国の助成は、団体の規模などにより半額～全額 

 利用団体の数は当初は限られていると思われるので 50 団体とする。 

30,000 円～40,000 円×50 団体＝1.5 百万円～2百万円 

 

[メールアドレス]for_ssj@yahoo.co.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

ジェンダー平等戦略 21  

共同代表：辻 雄作、柳本祐加子 [電話番号]090-8172-1201 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

同性愛、性同一性障害などの性的マイノリティの自殺予防対策 

現状と問題点 

同性愛、性同一性障害などの性的マイノリティの自殺に関しては、我が国においては非常に深刻な状況にあるに

も関わらず、行政の取り組みとしては具体的な施策が皆無である。例えば、英国の自殺予防施策では、性的マイ

ノリティの自殺・自傷リスクに関する研究報告書が 2008 年に発行され、同年から性的マイノリティを自殺予防国

家戦略における「精神的健康増進における特別のニーズを有するもの」と定義するなど対応を始めているが、日

本においてこのような取り組みは今のところない。 

 

我が国における性的マイノリティの自殺率の高さは、諸調査により明らかにされている。 

・同性愛や両性愛の男性の自殺未遂率は、そうでない男性に比べて約６倍高い 

(2001 年、日高庸晴氏ら)http://www.health-issue.jp/suicide/ 

・同性愛や両性愛の男性の 65％は自殺を考えたことがあり、15％は自殺未遂経験者。思春期に多くが困難。 

(2005 年、同氏ら)http://www.j-msm.com/report/2005/ 

・性同一性障害を持つ人々の 69％が自殺を考えたことがあり、20％は自殺未遂経験者 

(2008 年、新井富士美・中塚幹也他 性同一性障害の思春期危機について) 

 

性的マイノリティが自殺のハイリスク集団である背景には、当事者の大半が成長過程において、自分自身の性の

あり方をどう捉えたらよいかの正確な情報を持ちえず、周囲からのいじめや無理解の中で孤立していることがあ

げられる。上にあげた日高氏の 2005 年の調査では、全回答者(5731 名)の 6割近くが「いじめられた経験がある」

と回答し、学校で同性愛について「一切習わなかった」「異常なものと聞いた」などの回答が 93％にのぼるなど、

教育現場における当事者の困難が浮き彫りになっている。自分自身が何者か知りえず、幼少期から思春期におい

て何年も孤立し続けるという体験が、成人した後になっても後遺症のように当事者を苛み続けることが推測され

る。また、上にあげた性同一性障害に関する調査では回答者 661 名のうち全体の 24％は不登校経験者であり、学

生服の着用に困難があったと回答している。性的マイノリティの自殺を減らすためには、幼少期から思春期にか

けての早期段階における対応が必要であり、特に教育現場における取り組み改善が望まれる。 
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具体的内容 

○教職課程で「性的マイノリティの基礎知識」を必修化 

○養護教員、スクールカウンセラーへの研修実施(教材作成、配布 180 万円) 

統計によれば、同性愛・両性愛者は人口の 3～5％程度存在し、40 人クラスに１人は性的マイノリティの児童が

いることが想像される。教員は性的マイノリティについて正確な情報や知識を知っておく必要があり、教職課

程での必修化を提案したい。また性的マイノリティの児童がいじめや不登校に悩んだ際、キーパーソンとなる

のが養護教員やスクールカウンセラーの存在であるため、性的マイノリティに関する研修を実施したい。性的

マイノリティに関する情報提供は、現在では支援団体と積極的な教員との間で自主的に行っている/参加してい

るものであるが、偏見が根強い中にあっては、開催を躊躇する学校すら少なくない。広く一般的に、教育現場

の方々に知ってもらうためには、教職課程(人権の枠組み内)での必修化など、行政の側が積極的に態度を表明

することが求められる。研修に関しては、支援団体によるＤＶＤや小冊子などの教材作成の動きが活発化して

いることもあり、これらのツールを活用することで対応可能かと思われる。 

○長期的には、学習指導要領の見直しを 

いじめの予防や当事者の孤立を防ぐためには、思春期を迎える中学生の段階で、性的マイノリティに関する正

確な情報提供を保健の時間内に行うことが必要であり、将来的に学習指導要領に性的マイノリティに関する情

報提供を盛り込むことが求められる。 

○精神保健福祉センター職員への研修実施(教材作成、配布 180 万円) 

 全国各地の精神保健福祉センター職員は、その地域の精神福祉医療に関わる重要なキーパーソンであり、性的

マイノリティ支援に必要な情報や基礎知識についても十分に知っている必要がある。支援団体などと連携し、

教材開発(ＤＶＤ、小冊子)を行い配布することで対応可能かと思われる。また、これにより同機関が設けてい

る相談窓口を、性的マイノリティにとっても利用しやすいものに改善できる。 

さらに既存の当事者支援団体では、性的マイノリティのために特化した電話相談を行う動きが活性化しており、

メンバーの中には精神科医や臨床心理士などの専門家も多い。精神保健関係の公的な発行物への執筆や教材作成、

相談員研修などの講師としてこのような人材を活用することで、ニーズの正確な把握や効果ある施策を行うこと

ができる。 

期待される効果等 

 性的マイノリティの自殺リスクの高さは、若年層に限らず全世代において認められる。一方で、その原因とな

っているのが思春期の体験であることも予測される。この施策は性的マイノリティのうち、特に若年層の当事者

が置かれた立場について抜本的に見直しを図ることにより、彼等の生涯にわたる自殺リスクを減らすことに貢献

できる点が優れている。また、正確な情報提供は性的マイノリティ当事者のみならず、周りの子どもにとっても、

不本意に他者を傷つけることを少なくし、より暮らしやすい社会を実現できるという意味で望ましい。 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

研修実施に関しては、それぞれの機関が持つ施設で行う他に、全国各地に設置された男女共同参画センターを性

的マイノリティの支援拠点として活用することで、その地域に住む性的マイノリティ当事者や家族の支援を行う

ことができる。男女共同参画センターの中には、既に支援団体により市民講座や自助グループ運営などが積極的

に行われている地域もあり、一方では性的マイノリティに関する書籍も充実しているため、(２)に述べた教員の

研修も、地域ごとに同センター会場にて開催することにより、地域社会との連携がよりとりやすくなる(また学校

ごとに企画を行う手間が省ける)メリットが考えられる。 

 性的マイノリティに関する教員研修は、既に横須賀市で先駆的に始まっている。よって横須賀市の取り組みを

モデルとして同様の取り組みを全国的に広げることで(２)に関しては実施可能だと思われる。また、水際対策と

して「今死にたいと思っている」当事者への支援体制づくりも、支援団体を中心に現在始まっている。「いのちの

電話」「チャイルドライン」など既存の電話相談機関における性的マイノリティに関する情報提供研修が数年前か

ら始まっており、各地の精神保健福祉センターにおいては、まずは「こころの相談」など相談事業の窓口にあた

る職員に、このような研修の機会をいただければと思っている。 

 日本政府は国連自由権規約委員会より 2008 年 10 月 31 日、34 項目にわたる勧告を受けている。この項目の中

には性的マイノリティに関する人権施策の改善勧告が含まれており、このような背景を踏まえても、性的マイノ

リティに関する施策を行う必要性は高いと思われる。 

 

[メールアドレス] nokolgbt@yahoo.co.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

アクエリアス 遠藤まめた 
[電話番号] 08032026402 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

     国際協力分野における男女平等国際協力分野における男女平等国際協力分野における男女平等国際協力分野における男女平等 

現状と問題点  日本では、国際協力に消極的になりつつあり、全体的な国際協力のためのＯＤＡの縮小傾向や、

その中でも女性に対する課題への貢献が十分なされないことが危惧される。 

具体的内容 

国際協力分野でのジェンダー平等について、具体的な行動と効果、期間、投資金額を明記すること。 

 国際協力分野でのジェンダー平等についてジェンダー予算分析を取り入れること。 

すべての国際協力分野においてジェンダー平等の視点から具体的な援助の効果を検証すること。 

 国際協力分野でのジェンダー平等について、国連の新ジェンダー平等機関に対する積極的支援、とりわけ財政

的支援を積極的に実施すること。 

 国際協力分野でのジェンダー平等について、国内外の NGO と定期的で建設的な対話の場を設定すること。 

 国際協力分野において、ミレニアム開発目標 5 妊産婦の健康改善を重点分野とすること。 

 リプロダクティブ・ヘルスサービスへの普遍的アクセスを含む妊産婦の健康改善分野において積極的な財政拠

出をすること。 

 国際協力分野において、家族計画および安全な中絶サービスを積極的に推進すること 

 国際協力分野、とりわけ保健分野において人権と公正を基本原則とすること。 

期待される効果等 

国際協力において、男女平等およびリプロダクティブ・ヘルス/ライツの分野を推進することは、日本が

国際的責任を果たし名誉ある地位を占めることができる。短期的には効果が見えにくいが、適切な投資をすれば

中長期的には大きな効果が現れる分野である。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 外務省がこれまで、中期目標としてジェンダーと開発、保健と開発に関するイニシアティブをともに 2005 年に

発表してきたが、さらにこれを改善し、資金と人材の裏づけを伴って具体化する必要がある。 

 NPO 等の女性の人権やリプロダクティブ・ライツの専門者を育成し、活用する。 

 

[メールアドレス] allies@crux.ocn.ne.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

すぺーすアライズ事務局長  鈴木ふみ  
[電話番号] 047-376-6556 
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部会名 男女平等部会 

政策提言 

武力紛争下の女性やこどもを性暴力から守るためのシステム構築への貢献武力紛争下の女性やこどもを性暴力から守るためのシステム構築への貢献武力紛争下の女性やこどもを性暴力から守るためのシステム構築への貢献武力紛争下の女性やこどもを性暴力から守るためのシステム構築への貢献 

 

現状と問題点 

日本は、アジア太平洋戦争中、朝鮮人女性、フィリピン女性など数多くの東南アジア地域の女性たちを兵士たち

の「性的慰安」のために「慰安婦」とした。このことは日本政府によっても歴史的事実として認識され、その被

害者への償いのため、アジア女性基金が設立され、民間募金による被害者に対する「お見舞金」と、内閣総理大

臣の「お詫びの言葉」が届けられた。日本政府はこれをもって誠実な対応をしたとするが、被害者の多くが納得

しておらず、国連・女性差別撤廃委員会からは再三にわたり勧告されてきた。 

   

具体的内容 

被害者に対する対策は、女性差別撤廃委員会の勧告を受け入れた上で誠実になされる必要がある。かつて民主党

が提案した「戦時性的被害者問題の解決の促進に関する法律案」を実現させ、それに基づく解決を図る。生死に

かかわらず被害者数を調査し、賠償する。 

また、現在でも武力紛争下における女性やこどもたちへの性暴力は継続しており、その解決のため様々な努力

が世界ではなされている。同時に日常生活におけるこどもたちへの性暴力の問題にも国連は特に 2000 年以降力を

入れて取り組んでいる。「慰安婦」にされた被害者たちは、その当時は 10 代の女子がその多数であった。日本政

府はアジア太平洋戦争において犯した過ちに対する責任として、国連の安保理決議の実行や、こどもに対する性

暴力の問題への対応について、以下のような施策を実施し、イニシアティブをとるべきである。 

１．被害者問題を解決するための法律の立法 

２．被害者に対する謝罪と賠償を実施する 

３．国連・武力紛争下におけるこどもに対する暴力特別報告者の活動に対する財政支援 

４．国連・こどもに対する暴力事務総長特別代表の活動に対する財政支援 

５．ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪を日本の裁判所が裁ける普遍的管轄権の創設 

６．戦後補償など、５に掲げた行為等に関する民事時効の廃止 

７．国連安保理決議、1325、1612、1674、1880、1882、1888、1889 の実行への貢献 
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期待される効果等 

喫緊にして非常に重要な課題への取組みについて日本が「慰安婦」問題関し誠実な施策を実施し、武力紛争下に

おける性暴力対策についてイニシアティブをとることは、国際社会からの人権問題への姿勢について大きな信頼

を確保することができる。特に国連・こどもに対する暴力事務総長特別代表への資金は過少であり、財政支援が

不可欠である。そこへの支援は特別代理の任務遂行に大きく貢献し、それは世界のこどもたちの人権保障の向上

に繋がる。 

 

   

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 かつて民主党は、被害者一人当たり 2000 万円の賠償額を提示したことがあったので、それに従って算出する。 

   

 

 

[メールアドレス]for_ssj@yahoo.co.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

サバイバーズ・ジャスティス 共同代表；つじゆ

うさく、柳本祐加子 [電話番号]090-8072-1201 
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    ３３３３－－－－６６６６））））災害支援分野災害支援分野災害支援分野災害支援分野        

 

（１）災害弱者（（１）災害弱者（（１）災害弱者（（１）災害弱者（要救護者に該当しない各種疾患のある人）要救護者に該当しない各種疾患のある人）要救護者に該当しない各種疾患のある人）要救護者に該当しない各種疾患のある人）対策についての提言対策についての提言対策についての提言対策についての提言    

 

団体名 ＮＰＯ法人アトピッ子地球の子ネットワーク 

（参考）ＮＰＯ法人キャンパー 

住所 

担当 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-19-207 

担当 専務理事/事務局長 赤城智美 

電話・メール TEL03-5948-7891・FAX03-5291-1392 akagi@atopicco.org 

 

 

●●●●    活動概要活動概要活動概要活動概要    

・食物アレルギー(アナフィラキシーショックを含む)、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、などの疾患がある人の

支援を日常的に行っています。 

・阪神淡路の震災で現地に入り患者の支援活動と義援物資の配布、保健所巡回などを行いました。その後の各

地の震災において、患者や災害弱者への支援等を行いました。 

 

 

●「要救護者に該当しない各種疾患のある人への支援について」●「要救護者に該当しない各種疾患のある人への支援について」●「要救護者に該当しない各種疾患のある人への支援について」●「要救護者に該当しない各種疾患のある人への支援について」    

・実際の被災地では、義援物資のほとんどにアレルゲン物質が含まれていて食べるものがない状態をすごす人

がいた、疾患は特にないが被災によって衰弱し、一般食が食べられない老人が多数いた。義援物資が食べられ

ない人は、その事実を告げることができず我慢しているケースがほとんどだった。 

・本人とその家族は、個人的な身体の事情があり、かつ緊急性がないと感じ、「こんなときに困ったことを言

っては悪い」という自己規制が働き、ぎりぎりの状況になるまで耐えていた。 

・こういった状況をおこさないために、避難所に集まった人に対しても、自宅で待機している人に対しても丁

寧な聞き取りと、個別具体的な状況に即した対処が必要である。 

・しかし、聞き取りは多くの場合、限られた人数の保健士が行っており、どの被災地でも緊急性と機動力が鈍

かった。 

・課題を解決するためには、①多くの疾患に対する学習と理解、②疾患をもつ人・発言できずにいる弱者に対

する対話と聞き取りの能力の養成を経験したボランティアの育成が急務であると考える。 

・また疾患のある人が、被災時に経験する可能性が極めて高い事態を想定し、リストアップしておくことも必

要であるため、疾患をテーマに活動している市民団体のネットワークの構築や、被災時支援に向けた日常的な

準備活動の構築が必要であると考える。 

以下は医薬品に関わるサンプル事例（医薬品以外にも様々な事例が想定できると思う）。 

・食物アレルギーの人がアレルゲンを誤食したときに必要な自己注射(エピペン)がない 

・インスリン注射液のストックがなく次の注射までの時間的猶予がない 

・口に含んで血糖値をコントロールするための甘いものが手元にない。 

・定期的な吸入治療を行っている人の喘息吸入薬を紛失した。 

・埃っぽい避難所で喘息発作をおこさないよう予防的にマスクをしたいがマスクがない。など 

ＮＰＯ法人キャンパーは日本調理科学会と協働して炊き出しメニューの改善に取り組み、実施してきました。

また、防災基地を拠点とした「地域防災力向上事業」を埼玉県と協働して実施しています。 
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（２）災害弱者に対する心のケア活動の提言（２）災害弱者に対する心のケア活動の提言（２）災害弱者に対する心のケア活動の提言（２）災害弱者に対する心のケア活動の提言    

 

団体名 ＮＰＯ法人埼玉カウンセリングセンター 

住所 

担当 

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-780-7 

担当 代表理事 高倉恵子 

電話・メール TEL048-650-6514・FAX048-650-6514 mail@npo-scc.jp 

 

 

●●●●    活動概要活動概要活動概要活動概要    

・電話、面接、訪問によるカウンセリング活動（育児・子育て、気持ちが重い、うつ、家族・夫婦の問題、

職場の人間関係、不登校・いじめ、進路、対人恐怖、性格などの相談に対する対応） 

・カウンセラーおよびボランティアの養成（カウンセラー養成講座、傾聴ボランティア養成講座などの開催） 

・カウンセラーおよび相談員へのアドバイザー派遣（教育相談員・ＤＶ被害者支援員・子育て相談員・電話

相談員等の研修会） 

・啓発活動（人権問題、メンタルヘルス、うつに対する理解と対応、災害時における心のケアなどの講演） 

・ＮＰＯ法人、行政、大学との連携事業（社会福祉協議会における傾聴ボランティア養成講座・メンタルサ

ポーター養成講座、教育委員会等との職員研修会、大学での若者と女性のための再チャレンジ事業） 

 

 

●災害危機時における心のケア活動の提言●災害危機時における心のケア活動の提言●災害危機時における心のケア活動の提言●災害危機時における心のケア活動の提言    

・災害発生時には、災害弱者に対する援助必要事項の確認と情報提供、被害が長期化した場合は独居高齢者

等への見守り活動が必要である。 

・当団体は、地域で傾聴ボランティアを行っている人材の育成を行っているが、災害時を考えるとまだ数が

足りないのが現状である。 

・災害弱者の支援は、日頃から地域に根ざした活動を行っているＮＰＯ法人が得意とする分野である。 

・災害時の心のケアについては、傾聴技法、心の健康チェック、ストレス・マネジメント、リラクセーショ

ンなどを学ぶ必要がある。 

・災害危機時における心のケア活動を地域で担える人材育成は急務である。 

・防災事業の通知、防災連絡協議会等への参加、心のケアを担える人材育成の委託等を検討してほしい。 
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（３）災害救助犬の活用についての提言（３）災害救助犬の活用についての提言（３）災害救助犬の活用についての提言（３）災害救助犬の活用についての提言    

 

団体名 全日本救助犬団体協議会 

住所 

担当 

〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保 519 番地 1 

埼玉県浦和・大久保合同庁舎１号館  担当 江口タミ子、岡 武 

電話・メール TEL048-714-0501・FAX048-714-0509 r-dog@freeml.com 

 

 

●●●●    活動概要活動概要活動概要活動概要    

予想される国内での大地震等の自然災害に備え、首都圏・関西圏・北海道・九州・沖縄で活動する特定非営

利活動法人を中心とした救助犬団体が全国協議会を設立し、災害時の共同出動態勢の確立・拡大および国と

の災害出動協定の締結を目指す 

参加団体：NPO法人沖縄災害救助犬協会、NPO法人九州救助犬協会、NPO法人日本レスキュー協会、NPO法人

日本捜索救助犬協会、NPO法人北海道ボランティアドッグの会 

１、国・行政との関わりについて 

  ・本格的な災害出動協定の締結を目指したい。 

  ・災害出動協定や実際の活動について、担当省庁を決定していただきたい。 

 

２、国内出動に関して 

  ・震度７で緊急出動する消防・広域警察・自衛隊等に組み込まれた円滑かつ効果的な出動の実現を目指し

たい。 

 

３、海外出動に関して 

  ・民間の救助犬団体の国際緊急援助隊への参加・登録を認めていただきたい。 

 

４、全日本救助犬団体協議会として１、２、３、を実施するにあたり、国・行政の定めるに合致する救助犬の

基本認定の作成およびこれに関して協議する準備について 

  ・国際緊急援助隊として認められている救助犬の基準に合わせたい。 

  ・国際緊急援助隊に登録されている救助犬機関と意見交換をさせていただきたい。 

   

５、新しい公共となり得る官民交えた合同訓練の実施と国内の救助犬の能力向上について。 

・国際緊急援助隊が受験する、国連の能力評価試験を見学させていただきたい。 

・国際緊急援助隊に登録されている救助犬機関と合同訓練をさせていただきたい。 

 

６、国・行政に定められた基準に認定された救助犬について、政府レベル（国際緊急援助隊）の救助活動とな

った場合の救助犬の扱いについて。 

・補助犬同様に救助犬を認めていただき、予算を確保していただきたい。 
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（４）（４）（４）（４）災害時から復興期にかけての災害活動資金の創設災害時から復興期にかけての災害活動資金の創設災害時から復興期にかけての災害活動資金の創設災害時から復興期にかけての災害活動資金の創設につにつにつについての提言いての提言いての提言いての提言        

 

団体名 ＮＰＯ法人 日本災害救援ボランティアネットワーク（ＮＶＮＡＤ） 

住所 

担当 

〒６６２－０８５４ 西宮市櫨塚町２番２０号 西宮商工会館南館 

担当  常務理事 寺本弘伸 

電話・メール TEL0798-34-9011・FAX0798-34-9022 nishinomiya@nvnad.or.jp 

 

 

●●●●    活動概要活動概要活動概要活動概要    

本会は、１９９５年の阪神・淡路大震災時に、兵庫県西宮市に発足した災害救援ＮＰＯです。全国から駆けつ

けたボランティアや被災地域のボランティア団体によって、被災者を救援するために発足しました。本会は、

行政との連携を基本とし、阪神・淡路大震災以降、１９９７年の日本海重油事故流出災害、２０００年の北海

道有珠山噴火災害、２００４年の新潟県中越地震、２００７年の新潟県中越沖地震、２００９年の兵庫県佐用

町水害、など国内の災害をはじめ、１９９９年のトルコ・台湾地震や２００８年の中国・四川大地震など海外

の災害救援にも関わってきました。 

現状認識 

災害時には、主にボランティアのコーディネート業務を行っていますが、活動資金の不足が大きな課題になっ

ています。たくさんのボランティアの方々を調整していくためには、コーディネートを担当する人件費や旅費

をはじめ、ボランティアの皆さんの経費や消耗品代などが必要になってきます。しかし、公的な援助などもな

く、一部は募金を集めて活動資金に充当させていただくことがありますが、募金額も十分とは言えず、ほとん

どが自己資金を捻出して活動資金に充てているのが現状です。これは本会だけではなく、災害救援に関わって

いる多くのＮＰＯが抱えている課題だと認識しています。なんとかこの状況を改善していければと考えている

次第です。 

 

 

●概要・予算●概要・予算●概要・予算●概要・予算    

■「災害救援準備金(仮称)」の創設について提言。 

災害毎に、活動資金としてＮＰＯ団体の活動規模に応じて、例えば１００～５００万円程度の資金を提供い

ただければ、より一層充実した救援活動が展開できるものと考えています。 

●この政策の優れている点と、期待される効果 

 災害時には、多くのボランティアが救援、および復興支援活動に参加します。ボランティアのパワーを充分

発揮してもらえることができるかどうかによって、被災地の復旧・復興のスピードは変わってきます。でも、

ボランティアの方々が充分な活動が行えるためには、それを調整するコーディネーターの存在もとても重要

になってきます。コーディネーターが思う存分救援活動に従事できることによって、ボランティアとともに、

被災地の支援活動が展開できるものと考えています。しかし、現状としては、災害救援ＮＰＯには財源的な

余裕がなく、充分なコーディネート業務ができていないのが現状だと思います。これから起こるであろう災

害に対して、少しでも被災者の負担の軽減、また、国民の財産を守るためにも、この政策をご検討いただき

たいと思っています。 
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    ３３３３－－－－７７７７））））子子子子どもどもどもども分野分野分野分野        

    

部会名 子ども部会 

政策提言 

○基礎自治体の裁量権を拡大と地域資源を活かすバウチャー制度の導入 

・分権化をすすめ、基礎自治体の裁量権を拡大する。 

・地域の資源を活かすための、地域の実情に合わせたバウチャー制度の導入 

現状と問題点 

「親の就労と子どもの育成の両立」「すべての家庭に対しての子育て、すべての子どもの健やかな育成」を支

援する現金、現物サービスを３つの類型に整理し提供されつつありますが、予算の制約があり断片的なサービ

スの提供となっているために、その成果達成のための有効な政策として確立されていないことが課題です。政

府の責任において、必要な財源が確保され、必要なところに支援の手が行き届くような包括的な政策を示すこ

とが緊要です。 

具体的内容 

地方の裁量権の拡大とバウチャー制度導入 

 

 

 

                              

 

（１）「親の就労と子どもの育成の両立」 

就業希望者を育児休業と保育あるいはその組み合わせで切れ目なくカバーできる仕組みの構築のため
に、現在の制度の弾力化、家庭的保育サービスの担い手の多様化、保育所から放課後児童クラブへの切
れ目のない移行などが課題となっています。特に保育サービスは子どもの発達を長期的に見通し、継続
的に行われる必要があります。まずは幼保一体化幼保一体化幼保一体化幼保一体化により、利用者のニーズに応え、なおかつ待機児童の
対策としていきます。（幼保一体化提案書参照） 
（２）「すべての家庭に対しての子育て、すべての子どもの健やかな育成」 
一時預かり一時預かり一時預かり一時預かりは、現在サービスの提供がすべての子ども・家庭に必要とされながらも、その供給が不十分
と思われ、一定のサービス水準の普遍化のための再構築が必要です。 
一時預かりなどを、今回のバウチャー制度の対象とすることが好ましいと思われます。 
一時預かりの他に、基礎自治体の裁量権にて必要なサービスのメニューを考えることが好ましいと思われま
す。すでに自主財源にてバウチャー精度を導入している基礎自治体があり効果をあげつつあります。そのため
には、ひも付き補助金、縛りのある交付金制度の見直しが早期に必要です。 

期待される効果等 

（１）サービスの質と量の担保した子育ち・子育てのインフラ整備の実現 

・ 財源の地方分権化をすすめ、基礎自治体の裁量権を拡大することで、基礎自治体が地域の優先事項を分析

し、利用者の視点からの必要な施策を推進する体制を構築することにつながっていきます。 

・ 地域のアイデアがサービスの内容に活かされ、利用者の視点にたったサービスの質の向上が図れます 

・ 統合的な第一線での基礎自治体と NPO など多様な主体者などとの対応につながり、成果が確実なものとな

っていきます。 

・ 子育てバウチャーは使い道が限定されていますので、現金の利用者への直接給付より、財源となる税金を

●重点サービス 

国における制度化 
 

●地域の特性 

基礎自治体の裁量権

で 

バウチャー導入も

できるようにする 

自治体に対して、ソフト交付金よ

り自由度の高い交付金の創設 

●●●●今今今今をををを生生生生きききき、、、、次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもをどもをどもをどもを安心安心安心安心してしてしてして産産産産みみみみ、、、、育育育育てられるてられるてられるてられる社会社会社会社会    
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政策的に重要な目的に絞り、投入することができます。 

・ 就業希望者を育児休業と保育あるいはその組み合わせで切れ目なくカバーする、もしくは保育所と学童保

育をきれめなくカバーするために、現在提供している公共サービスと非営利組織や民間が提供するサービ

スとの連帯を利用者の視点にて、強固にしていきます。 

（２） 利用者の視点に立った公共サービスの担い手育成と雇用の拡大 

・ サービス提供のための費用は公的に保障しながら、利用者の選択を尊重し、その要望とサービス供給者の

都合とを調整する手段として市場原理を活用することを内容とするバウチャー制度の採用により、サービ

スを提供する側の競争を強め、結果としてサービス提供者は切磋琢磨し、利用者のニーズにあったサービ

スが提供できる主体へと成長していきます。 

・ 特定の組織への基盤整備助成よりも、より主体的、自立的なサービス提供者が生まれることにつながりま

す。 

・ また、多様な提供主体によるサービスへの参入を促進することが効果としてあげられます。 

・ ソーシャルビジネスとしてサービスの提供と同時に雇用の場の確保につながります。 

（３） 子育てに関する国民の意識改革、地域の子育て力の醸成 
公的な機関からの一方的なサービスの提供ではなく、多様な担い手が社会的なサービスのシステムに参加する
ことで、当事者と当事者を取り巻く応援者に対し、主体的な意識改革を促がすことができます。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

平成２２年度予算ベースで児童・家庭関係の支出はおおよそ６兆円です。欧州並みの１０兆円を目指します。 

ただし、平成２２年度予算では現物給付が２兆円、現金給付が４兆円です。総額をふやすとともに、現金給付と現

物給付のバランスをとっていく必要があります。 

基礎自治体は、現在自主財源にてバウチャー制度を導入しています。現物給付に関しては、基礎自治体への裁量権

を拡大することで、その事業効果を高めることができます。多様な担い手の参入を可能とする制度改革や、補助金、

交付金の早期の見直しにより、基礎自治体の財源を確保できます。 

[メールアドレス] 

fujioka.kimiko@jacevo.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

一般社団法人日本サードセクター経営者協会 

事務局長 藤岡喜美子 [電話番号] 03-6478-0748 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

幼保一体化について（就学前教育・保育サービスの供給体制づくり） 

①幼稚園と保育所を多様な主体者（サードセクター組織など）が切磋琢磨主体者（サードセクター組織など）が切磋琢磨主体者（サードセクター組織など）が切磋琢磨主体者（サードセクター組織など）が切磋琢磨し、地域の資源を活かし創意工夫の

もと、利用者の視点にて柔軟なサービスが提供できる環境を整える。 

（バウチャー精度の導入） 

②「保育に欠ける子」の要件を撤廃し撤廃し撤廃し撤廃し、幼稚園、保育所を一体化する。 

④幼稚園、保育所、認定保育園をこども園（仮称）に移行するプロセスにおいて、利用者視点のサービスの提

供とサードセクター組織の持続した経営を可能とするサードセクター組織の経営改革のサポート体制経営改革のサポート体制経営改革のサポート体制経営改革のサポート体制を整備

する。（伝統的な組織の自己改革、新しい組織の自己成長をサポートする） 

※サードセクター組織とは 

行政・企業に続く３番目のセクターとして、社団・財団という公益法人や社会福祉法人、医療法人、学校法人、

地縁組織、協同組合、社会企業を含む広範な輪郭を捉えた組織です。 

現状と問題点 

根拠法が異なり供給がふえない就学前教育と保育サービスの質と向上と量の拡充根拠法が異なり供給がふえない就学前教育と保育サービスの質と向上と量の拡充根拠法が異なり供給がふえない就学前教育と保育サービスの質と向上と量の拡充根拠法が異なり供給がふえない就学前教育と保育サービスの質と向上と量の拡充    

現在、就学前の教育及び保育の重要な機能を担っているのが、幼稚園と保育所です。この二つの施設は根拠

法を異にし、制度や設置目的は異なりますが、教育や保育を受ける子どもの立場に立って考えた場合、これら

の施設は学習や生活の場として差異は無いはずです。将来を担う子どもたちに対して、幼稚園・保育所それぞ

れが持つ良さをどのように提供していくかという観点から考えると、単に両施設の共用化のみならず、各地域

の特性を活かしつつ、地域の資源（人、建物など）を活かし、地域の特性を考慮し、教育内容・保育内容の一

体化を適切な形で行うことは有効な手段と考えます。現行法の基づく対処ではなく、将来を見通した就学前教

育・保育のあり方を抜本的に考える必要があります。 

・幼稚園と保育園が、または学校法人と社会福祉法人が「市場」を分割し、それぞれの枠内のサービスを提供

する構造がひとり一人の国民ニーズへの柔軟なサービスへの提供を困難としています。 

・保育所は市町村からの委託事業であり、利用者の視点から、創意工夫されたサービスの提供をうみだす環境

に乏しいと思われます。 

・認定こども園は幼稚園と保育所のふたつの制度に立脚しているので、抜本的な解決にはなりえません。 

・地域により、利用者のニーズは異なり、その社会的資源は異なります。利用者目線で柔軟でなおかつ持続可

能な経営ができる制度設計が必要です。 

・多様な主体者が持続的に活動し、質の担保と量の拡充のために、移行期においては、組織に対するサポート

が必要です。 
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具体的内容 

・幼稚園、保育所、認定子ども園などを、利用者への提供主体として一体化し、「こども園」(仮称)とする。 

・就労状態や所得に応じた補助金を利用者に給付する。（バウチャー制度） 

・現在の幼稚園の補助金約５０００億円、保育所の委託費約１兆円とすれば、これらを利用者への補助金とし、

現金給付であるこども手当と現物給付のバランスをとっていく。 

      

 

市町村やサードセクター組織での先駆的取り組み 

市町村や、サードセクター組織では、利用者の目線のサービスの提供と、地域資源を活用した取り組みが始ま

っています 

・岐阜県池田町 

・愛知県プレママクラブ 

期待される効果等 

・将来を担うこともたちの健やかな成長を願い、拡大・多様化する国民ニーズに応えられる就学前の教育・保

育サービスの一体的な供給体制が構築される。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

市町村への一括交付金の実施 

就学前のサービスをスエーデン並みにするとして、約７１００億円の追加 

[メールアドレス]fujioka.kimiko@jacevo.jp 政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

一般社団法人日本サードセクター経営者協会 

事務局長 藤岡喜美子 [電話番号] 03-6478-0748 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

准保育士資格の創設による高卒者の就労支援と虐待予防 

現状と問題点 

1,都市部における保育園の不足 

  待機児童の増加の解消が進まない。 

2,保育士の不足と認可外での低賃金による定着率の悪さ 

  保育士資格を取るための条件が厳しく（保育短大、大学、保育専門学校卒業、高卒者は児童福祉施設実務

経験2年以上等）、費用と時間がかかり資格が取りにくい。就職後の賃金が安いため、定着率が悪い。 

3,高校卒業者の就職の困難 

  高卒者の就職困難、労働条件の悪化、低賃金。 

4,虐待、放棄、産み捨て、自殺の増加。その他子どもへの犯罪行為 

  貧困家庭、若年出産、育児力の低下、地域コミュニティの喪失等による、虐待、放棄の増加。青少年の自

殺の増加。児童ポルノ等を児童を対象とした犯罪行為の増加。 

具体的内容 

●准保育士資格の創設 

 ※准保育士資格は保育士資格とは異なり、保育士を補完する資格であり、保育園開設のための要件にはなら

ない 

①保育士資格とは別に、高卒者でも一定条件をクリアすれば取れる、准保育士資格を創設する。 

②准保育士は通信教育受講と実習（保育園等で10時間程度）、試験で取得できるものとする。 

③無資格者が保育園で働きながら准保育士受験の学習を通信教育で行えるよう、保育園就職者には通信教育費

用を免除する。実習を免除する。 

④高校在学中に准保育士資格を取得できるようにする。高校在学中に通信教育で学習できるよう、高校生には

通信教育費用を免除する。卒業前に資格取得ができ、卒業後保育園への就職ができるようにする。 

⑤高校の保育科を卒業と同時に准保育士資格を取れるようにする。 

⑥高校の保育科を増設する。 

⑦准保育士は、保育園等での実務経験１年で保育士受験資格を取得できるものとする。 

⑧准保育士は無資格者より給与を高くする。 

⑨准保育士は保育園のほか、子育て支援センター、子育て広場、ＮＰＯ、ベビーシッター、産後ヘルパー、一

時保育、その他子育て支援に関わる施設や事業、団体においても、就労することができるようにする。 

期待される効果等 

1,保育士の養成が進み、保育士の不足が補える。 

2,高卒者の保育園等への就職が進み、就労支援になる。 

3,高校で保育に関して学習を行うことにより、将来、親としての育児に必要な知識を若いうちに養うことがで

きる。また、人間の命の大切さを学ぶことで、人権への啓発ができる。 

これらにより「現状と課題 4,」の解決への働きかけとなる。 

4,子育て支援の場に若い世代が入り、世代交替が可能になる。ＮＰＯ等の活性化に繋がる。 

5,通信教育の無料化により、一旦退職した主婦の子育て後の再就職の道を開く。 

6,子育ての社会化に繋がる。子育てに関する福祉が仕事に繋がる。 

7,就労支援、雇用創出による経済効果。 

8,将来的に男女の働き方の見直しや、夫の育児への関わり方への効果等、若い世代からのワークシェアリング、

ワークライフバランス効果に繋がる。 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

准保育士資格取得のための通信教育費用 

 年間216百万〜270百万（対象者5,000人） 

（432百万〜540百万 対象者10,000人） 

 

受験料別 

准保育士制度制定費用別 

 

通信教育費用は保育士で54,000円程度であり、既に教育訓練給付で20％の実質割引が行われている。これを准

保育士資格用に転用し、無資格で保育園就職者と高校在学中で受講希望者を無償化する。 

54,000円×80％×5,000人／年=216,000,000円 

（54,000円×100％×5,000人／年=270,000,000円） 

54,000円×80％×10,000人／年=432,000,000円 

（54,000円×100％×10,000人／年=540,000,000円 

 

[メールアドレス] 

arikita_i@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

特定非営利活動法人ままとんきっず 理事長 有北いくこ 

[電話番号]080-5025-7774 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

保護者の育児力と育自力を高めるための「育児園」「育自力」講座普及事業 

 

現状と問題点 

1,現在、保護者の育児力の不足が懸念されています 

虐待や放棄など、保護者の育児力の不足 

子どもの権利の認識の不足 

育児不安、ストレスの増加。育児に関する知恵や知識の不足 

2,管理教育等による問題解決のための育自力（自己解決力）の不足が考えられます 

保護者の育自力（自己解決力）の不足 

コミュニケーション能力、自己コントロール能力の不足、自尊感情の不足  

3,地域の雇用の創出の必要 

貧困家庭の増加 

4,地域関係の喪失による、地域の育児力の減少 

  

具体的内容 

「育児園」とは、保護者（父母等）が育児力を高めるための、2時間×20回の系統的講座プログラムである。

育児に必要な基礎知識、ふれあい、コミュニケーション、遊び、応急手当、父親の育児等で構成される。 

またこの中には育自力（自己解決力）を養う「育自力」講座が含まれている。 

「育自力」講座には、傾聴、共感、受容等の他者（子どもを含む）の異なる意見への受容練習も含まれている。 

 

１、「育児園」事業の普及啓発を行う 

①全国各地で「育児園」事業についての講演会、講座を実施する 

 

２、「育児園」のモデル事業を行う 

①各地で「育児園」のモデル事業を行う 

②アドバイスを行う 

 

３、「育自力」講座ファシリテーター資格取得研修を行う 

①資格取得研修実施（別途2時間×20回のプログラム） 

 

４、全国各地で「育児園」を実施 

期待される効果等 

1,保護者の育児力、育自力を高め虐待、放棄の防止となる 

2,父親が育児の主体者となるための学習効果 

3,他者に対する共感、受容、子どもの意見を聞くなど、コミュニケーション力を高め、親子関係、友人関係、

人間関係の再構築に綱がる 

4,子どもの権利の尊重に繋がる 

5,雇用創出による地域のＮＰＯ、市民活動の活性 

6,地域内で顔見知り関係を作ることにより、地域の育児力が高まり、コミュニティの再生に繋がる 

  



- 95 - 
 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

１、「育児園」事業の普及啓発を行う  30百万 

①全国各地で「育児園」事業についての講演会、講座を実施する 

 全国30カ所 100万×30カ所=30百万 

 

２、「育児園」のモデル事業を行う  105百万 

①各地で「育児園」のモデル事業を行う 

全国30カ所 300万×30カ所=90百万 

②アドバイスを行う 

30カ所  50万×30カ所=15百万 

 

３、「育自力」講座ファシリテーター資格取得研修を行う 

 ①資格取得研修（別途2時間×24回） 250万×50カ所（50回）=125百万 

 

総予算 年間 260 百万 継続 

 

４、全国各地で「育児園」を実施 

1プログラム実施に500万の補助 

500万×50カ所=250百万 → 500万×1500カ所=7500百万 

条件：実施に当たっては地域の子育て支援のＮＰＯの協力を得ること 

 

 

[メールアドレス] 

arikita_i@yahoo.co.jo 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

特定非営利活動法人ままとんきっず 

理事長 有北いくこ [電話番号]080-5025-7774 

部会名 子ども部会 

政策提言 

 

家庭福祉員（保育ママ）制度を活用した「グループ保育室」制度の提案 

 

現状と問題点 

子どもの出生数の減少がつづくなか、増え続ける保育ニーズへの対応が進められてきているが、一向に待機児

は減る気配すら見せていない。待機児の問題は国や自治体の最優先課題となっている。すでに、育児休業があ

けても職場に復帰できず、母親が退職せざるを得ないという状況にまで至るケースも少なくない。さらに経済

状況の悪化が追い討ちをかけ、預け先がないので働く事ができないという、潜在的な待機児の人数は把握すら

できていない。ここで、ひとつの待機児解消策として、家庭福祉員制度に注目してみたい。 

 子どもを預かる施設や制度には、いくつかあるが、そのなかの家庭福祉員（保育ママ）に注目し、待機児解

消策を考えてみると、なかなか制度として広がっていかない要因がある。現在、実施されている保育ママ制度

は、保育ママの自宅で子ども（産休明け～２歳児もしくは３歳児まで）を３～５人預かる家庭的な保育制度で、

資格要件は自治体ごとに少しずつ違うが、大半が保育士などの公の機関が認めた資格が必要である。保育ママ

には、子どもへの個別対応がしやすく、保護者も保育者と緊密な関係を得やすいなどの長所がある一方、保育

者が１人のため、密室性や保育の質のばらつきが指摘される。しかし、それ以上に問題なのは研修など自治体

の対応にばらつきが大きいことだ。預ける側は、保育者がひとりなので何かあると休みになってしまうことが

困る。一方保育ママは、休みがとれない、トイレもがまんしてしまう、相談する相手がいない、などがあげら

れる。また、厳しい資格要件と自宅に専用の部屋を確保できないということも拡充していかない大きな理由と

なっている 
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具体的内容 

家庭福祉員（保育ママ）制度を活用し、先に上げた課題を解決しながら保育の量も確保できる制度として、

数名の保育者が集団となり複数の子どもの保育にあたる「グループ保育室」を都市部を中心に全国的に広げる。

借上げた保育室の広さに応じ、数人の保育者で１０名～１５名の子どもを預かることが可能になる。 

このグループ保育室制度の実施には、地域の人材を活用することがなによりも望まれる。保育者の資格要件

も大切だが、人材育成のプログラムを開発し、地域のなかにある人材を活用する。人材育成に関しては、すで

に、子育て支援者や保育に関する人材育成プログラムを開発して人材育成に取り組んでいるＮＰＯが自治体と

協働で担っていく。 

また、リスク管理、マネジメントなどの集団に必要なスキルは、子どもＮＰＯがグループ保育室の運営に携

わることができる仕組みにする事で解決する。 

期待される効果等 

①増大する待機児解消の一助となる 

一箇所１０名～１５名の乳児を預かる事ができる。  

②グループ保育ママとして多くの雇用が創出できる。 

保育ママが得る報酬「助成+保育料」は、民間の保育施設の従事者と比較して多く、 

上記提案のように仕組みを少し変えると応募者も増えることが予想される。 

③保育ママによる保育の欠点をカバーし、長所を生かすことができる 

集団での保育を実施する事で、グループ保育ママの休暇の確保や相談しながら保育を進めていく体制がと

れ、安定した保育を実施することが期待される。 

④人材育成カリキュラムの開発と導入で、保育の質を確保できる 

保育者の資格要件を認定資格に緩和し、すでに子育てサポーターの人材育成カリキュラ 

ムをもっているＮＰＯによる研修制度を導入し、緩和による保育の質を担保していく。 

⑤地域の人材を育成することで、地域の子育て支援力を高めることができる 

⑥子どもＮＰＯなどが主体となってグループ保育室を運営できるような仕組みにする事で一時保育など多

様な保育ニーズへの対応が可能になるだけでなく、一時預かりや託児など、多様化している保育ニーズに応

えることができるようになる。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

１ヶ月当り 

＊１０名規模のグループ保育室 １ヶ月当り  

子ども一人当たり 100,000×10 名 1,000,000円 

家賃補助 200,000円 

＊１５名規模のグループ保育室 １ヶ月当り  

子ども一人当たり 100,000×15 名 1,500,000円 

家賃補助 300,000円 

年額 

＊期末援助費 １期１施設当たり 500,000 円（軽微な修繕・遊具・保育用品購入） 

＊傷害賠償保険料 １期１施設当り 100,000円～150,000円 

 

※予算算出は、全国都市部の保育ママ制度を参考にした。 

※保育室側の収入は、この他に保育料として一人 25,000円 

※改修などの初期費用は除く。 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

日本子どもＮＰＯセンター 事務局長 

[メールアドレス] 

chieko@na.ejnet.ne.jp 
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大河内 千惠子 [電話番号]03-6912-9540 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

社会教育(自治と地域の教育力)を担う、行政(職員)とＮＰＯの連携推進のためのしくみづくり 

現状と問題点 

 

社会教育主事、社会福祉主事、など行政内にあって、子どもの福祉や地域の教育力の醸成などを担う職員は、地域

の住民とともに課題解決に向けた取り組みによってその着手した事業が達成の途上であっても、活動の中で、専門

性や問題解決力を身につけたとしても、配置転換によって当該の主事が担当を離れてしまえば、根づいた事業は立

ち消えになってしまうこともある。経験によって根づいたよりよい手法も引き継がれないこともままある。地域連

携やＮＰＯとの連携を担う部署の担当においても状況は同様である。 

  

 

 

具体的内容 

 

 （行政） 

・自治体職員の中でも専門職として位置付ける方法の検討 

・社会教育主事や社会福祉主事の資格取得の範囲について一部修正が必要かもしれない。 

・専門性を高め、情報更新や開発力や洞察力の維持や向上のために、継続的に、ＮＰＯや大学との交流や協働、

学習の機会などを職員教育の中に義務付けていく。 

（ＮＰＯ） 

・ＮＰＯ法人の質的能力を客観的に評価するしくみの開発 

（市民） 

・自治体・ＮＰＯ・地域の三者連携を評価するためのしくみの構築 

 

文部科学省が、政策案の中で「生涯学習教育の実現」に向けた「研究プラン」を掲げているが、その内容は施設

整備、公民館の活性化、公立図書館の充実であり、サービスの充実を志向しているにすぎない。 

「自治」や「地域の教育力」を掘り起こし根づかせる本質的な「社会教育」の達成のための目的意識をもった、

持続的なしくみづくりが必要である。 

 

 

期待される効果等 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

 

 

 

 



- 99 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[メールアドレス] 

akagi@atopicco.org 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

ＮＰＯ法人アトピッ子地球の子ネットワーク 

事務局長 赤城智美 [電話番号] 

03-5291-1391 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

「子どもの権利」を尊重した「子ども参加の促進」と「子どもの権利基本法」の制定 

現状と問題点 

 

・子どもを、社会を構成する権利主体として規定する法律がない 

・「障がい(害)者」「女性」などを対象にした施策においては、「当事者」を交えた会議を実施し、「当事者」の声を

施策に反映させているが、「子ども政策」と言いながらも、当事者である「子ども」の声を意思決定過程において

取り組む仕組みは整備されていない 

・各地の自治体において子ども参加によって「子ども(の権利)条例」などが策定され、「市民参加条例」においてそ

の年齢を有権者よりも引き下げる(神奈川県大和市は 16 歳から。市町村の合併に関する住民投票においても、未

成年者が投票した自治体も 100 弱ある)など、先進的な事例は多々ある 

・孤独を感じる子どもは 3人に 1 人(ユニセフ調査)、疲れを感じている高校生は 10 人に 8人(日本青少年研究所調

査)など、子どもを取り巻く環境は悪化しており、子どもの自尊感情は低く、「子どもの声」をきちんと受けとめ

ることのできるおとなは少ない 

・「新しい公共」という取り組みにおいて、「有権者」を対象にした取り組みではなく、未来の有権者であり、かつ、

今を生きている市民としての子どもを巻き込むことは、大きなアピールにつながる 

 

具体的内容 

 

・子どもの権利保障に関する理念を法律として規定する、例えば「子どもの権利基本法」を制定し、社会を構成す

る権利主体として子どもを位置づける 

・子ども（子ども・若者）に限定したパブリックコメントや「公聴会」の実施 

→施策を公表する前に「子ども」を対象にした説明会や意見交換会を実施し（2/28 の「福島大臣と語ろう！」の

拡大版）、大臣や政務官のみならず、ワーキングのメンバーや、内閣府の担当職員との意見交換などを行う 

・子どもだけの審議会（公募制で作文等で選抜）の設置 

→おとなによる本会議の下に、「子ども審議会」を設置するイメージ 

※自治体の「子ども会議」は、こうした形態をとることが多い 

・各地の子ども会議の代表者（子ども）による意見交換会 

→各自治体に対して参加や意見集約を「委託」する、という形態もありうる 

 

期待される効果等 

 

・子どもが、社会を構成する権利主体として規定される 

・子ども時代から市民参加できれば、おとなになってからも市民参加の必要性を意識し、社会を構成する一員とし

ての自覚も高まる 

・自分の声を聴いてもらえることにより、安心感・信頼感が生まれるとともに、自尊感情が高まる 

・子どもの声を聴くおとなが増える 

・子ども時代から民主主義を体感することが、民主主義を醸成する 

 

 

●●●●すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもがどもがどもがどもが希望希望希望希望とととと自信自信自信自信をををを持持持持ってってってって人格形成人格形成人格形成人格形成できるできるできるできる社会社会社会社会    
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

・パブリックコメントや「審議会」の実施においては、予算措置は必要であるが、従来の予算を流用する範囲で実

行が可能であり、特別な予算措置は必要とならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

[メールアドレス] 

jza04643@nifty.ne.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

模擬選挙推進ネットワーク 事務局長 

日本子ども NPO センター 理事 

林 大介 

[電話番号] 

090-1991-7458 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

未来を託す子どもと大人の育ち合い「子どもコミュニティ Platform」制度 

国と市民が連携する、子どもが育つ地域コミュニティ再生プラットフォーム（人の駅） 

子どもの居場所と子どもに関わる育成者の交流拠点／「新しい公共」を担う人材育成拠点 

現状と問題点 

■地域教育力の低下と共に、子どもの育ちの課題は大学・企業にまで及び対人関係力・自己肯定感の育成に多大なエネルギーが

求められている。要因は資質より、子どもが「社会」に参画し、多様な世代、考え方、多様な生き方をする人々と継続的に関わ

る機会を失った成育プロセスと社会環境にある。この課題は親の育児力の低下にまで及び、負の循環を生じている。社会環境が

大きく変化した現代人の「成育プロセス」において、地域コミュニティの再生は必須であり、学齢期の「放課後」を子どもと大

人が育ち合い、社会力を獲得する環境を普遍的に普及することが不可欠である。そのためには、現行の「放課後子ども教室」を

質実共に地域市民に委ね、高機能化する制度確立が必要である。 

具体的内容 

●全ての子どもたちを対象とし、基本は小学校区に一つの Platform。中学校区単位のネットワークを形成。学校に通学できな

い子どもたちのコミュニティ（障害児、入院病児、施設）に対しても別途独立した Platform を配置し、地域ネットワークと連

携する。 

●子どもはサービスの対象ではなく、大人と共にプラットフォームを創るパートナー。 

●中心活動は小中学生の放課後活動。子どもがワクワクする・人が輝く交流体験を提供。 

●運営主体は NPO などの市民セクター。地域の大人が子どもの育成に主体的に参画できる学習機会と環境を整え、地域の大人が潜在

的に持つ多様な遊び・文化・自然・アート・スポーツ・学習等のプログラムを掘り起こし、創造・開発し、優れたプログラムを招聘し、提供す

る。大人と子どもの協働活動を活性化し、子どもが安心して参加できる「居場所」を生成し、継続的に維持する。 

●評価軸は、多様な感動体験、子どもと大人の集団的社会体験、社会参画を通じた自律支援、子どもの育ちにコミットする力量、

子どもと大人のパートナーシップの形成。 

●目標は、Platform をコアに、子どもにとって、地域の多様な人間関係そのものが信頼できる基盤となり、大人のネットワークを通じ、地

域全体が子どもが育つコミュニティとなることを目指す。 

●子どもと大人の交流による住民自治のコミュニティを形成し、地域の子育ち、子育て支援グループの協議機能を提供する。民

間「子ども家庭省」のブランチとして位置づける。 

●県と全国ベースにサポートセンターを置き、コーディネーターを配置。Platform ネットワークを構築し、評価機能、リソー

スセンター、支援・情報交流機能を置く。 

●国と自治体は学校の内外エリアに、Platform が活動する物理的空間を運営主体と協議して、確保し提供する。学校は地域コ

ミュニティのリソースとして積極的に協力する。 

●現行の保育園、幼稚園、学校、子ども家庭センター、児童館等も、子どもの専門家・機関として連携、ソフト・ハード両面で

サポートし、縦割りを排除しネットワークを形成。 
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期待される効果等 

●子どもの成育プロセスと子育て者にとって、社会参画の体験ステップが整備されることで、「私と社会」を支えるべきア

イデンティティの獲得機会が保障され、この世界に対する信頼を獲得することができる。 

（文部科学省委託事業／民間団体による子どもの居場所づくり事業で実証済…資料①） 

●上質な遊び、文化・芸術、自然、スポーツ体験は、人間性を育み、コミュニティの本質的な人間関係を変えていくパワー

がある。ただしこれは子どもの評価選別を目的とすることや、商業ベースでは達成できない。子どもの人権に対する理念と

行動力が必要であり、「未来を託す人＝子ども」への信頼が不可欠である。それが可能なのがコミュニティの大人による子

どもへの関わりである。 

（福祉医療機構子育て支援基金助成／ホッとアートプレゼントで実証済…資料②） 

●Platform は、地域のリソースを開拓し、多様な大人が関わることで、子どもは自分の属する「地域」を実体と体温のある

存在として認識し、参画することを学んでいく。家庭・学校ではない第三の居場所体験が社会の原体験として子どもの人格

基盤を形成する。 

●「子育て」が社会化され、大人の眼差しが変質する。多様な子どもの育ちに関わることは、大人にとって重要な体験であ

り、大人自体が子どもの自律に対して責任を自覚し、大人自らが成長し市民となる。この体験を通じて、少子化対策におい

て困難な課題であった、子ども、子育てに対する社会の不寛容な視線を変質させる道筋を創る。 

●運営母体は市民セクターの１団体または、実行委員会形式。運用は複数の団体によるネットワーク型として、子どもに関

わるグループの多様なリソースの開発と育成が促進される。（文部科学省委託／学びあい・支えあい事業で実証済…資料③） 

●企業の参画が奨励され、CSR への関心を持つ企業が地域社会で評価される道筋ができ、 

企業内の子育てに対する認識が改善される。 

必要な予算額・条件等) 

●現行、小学校区 1万ヵ所の「放課後子ども教室」財源をシフトし、高機能化を図る。 

…年間基礎予算を 1千万円×1万ヵ所＝1千億円＋地域財源（当初 5百万円からスタートし 3年間で基礎額まで増額）。スペ

ースとして児童館等も活用可能とする。 

以下に、コーディネーター・研修・リソース情報・サポート・評価機能センターを設置 

● 都道府県サポートセンター委託設置（47 都道府県）… 3 千万円（運営・人件費） 

● 全国子どもコミュニティリソースセンター委託設置 … 1 億円（運営・人件費） 

● 情報データベース・インフラ整備・広報・調査・評価 … 4 千万円 

[メールアドレス] 

cosmix7@ac.wakwak.com 

政策提言の責任者 特定非営利活動法人 

子ども NPO・子ども劇場全国センター 

専務理事 稲垣秀一 [電話番号]    090-9821-1454 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

子どもの健全育成と地域関係再生のための外遊びの推進普及啓発事業 

現状と問題点 

1,外遊びの機会の減少により、体力や危険回避能力が身に付かない子どもが増えている 

2,早期教育、ゲームの普及により、外へ出る機会が減っている。外でもゲームをする子が増え、自然環境から学ぶ

想像力や創造力が衰え、コミュニケーション力が衰えが懸念されている 

3、室内広場が増え、乳幼児期の子どもも外へ行くことが減り、日常的に自然環境と触れあうことが少なくなってい

る。泥遊びや水遊びができない子どもがいる。自然に対する理解や感性が育たない 

4,ゲーム世代が親になり、 外遊びの経験がないため、子どもを外で遊ばせることができない 

5,地域が子ども、子育て世代に冷たく、理解がない…公園で遊ぶことにも苦情が来る 

6,子どもが自由に遊べる外での場の減少…宅地開発など 

7,地域での世代間交流が少なくなり、育児力が衰えている 

具体的内容 

現在、プレーパークや外遊び広場等、実際に行っている所はあるが、子育て当事者、異なる世代の市民・地域関係

者、自治体、子育て支援関係者が連携し、地域交流を兼ねて行っているところは少ない。 

子ども、子育てに地域が関心理解を持ち、地域の育児力を高めるためには交流の要素がある外遊びが必要である。 

 

1,地域交流のある子どもの外遊びを奨励推進し、普及啓発のための事業を行う 

①全国の自治体、地域関係者、子育て当事者を対象とした、外遊び推進の講座、講演会を実施する 

②外遊び事業の見学交流会を実施する 

 実際に地域関係者の交流により、外遊びを積極的に行っているところに見学に行く 

③外遊びのアドバイスを行う 

2,各地域でモデル事業を行う 

①各地域で子育て当事者、異なる世代の市民・地域関係者、自治体、子育て支援関係者を主体とした外遊び実行

委員会を作り、モデル事業を行う 

3、全国各地で外遊び事業を実施して行く 
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期待される効果等 

1,子どもの体力や危険回避能力が身につく 

2,子どもが外へ出る機会が増え、想像力、創造力、コミュニケーション力がつく 

3, 乳幼児期の子どもも外へ行き、日常的に自然環境と触れあう機会が増える。泥遊びや水遊びを通して、自然に対

する理解や感性が育つ。 

4,保護者が外遊びの楽しさ、重要性を理解し、育児力がつく 

5,地域が子ども、子育て世代とふれあうことで、理解し、共感性を持ち、子どもをみんなで大切に育てようという

意識が根付き、地域の育児力が高まる。 

6,子どもが自由に遊べる外での場が増える 

7,地域関係の再生につながり、新しいコミュニティが産まれる 

8,行政との協力関係ができ、市民活動が活発になる 

9,子どもが地域を知ることにより、地域の次世代の担い手が育つ 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

1, 普及啓発のための事業  60 百万 

①全国の自治体、地域関係者、子育て当事者を対象とした、外遊び推進の講座、講演会を実施 

 全国 30 カ所で講座、講演を開催 100 万×30 カ所=30 百万 

②外遊び事業の見学交流会を実施する 

 20 ヶ所での交流 100 万×20 カ所=20 百万 

③外遊びのアドバイスを行う 

 20 カ所でのアドバイス 50 万×20 カ所=10 百万 

2,各地域でモデル事業を行う 50 百万 

①各地域で子育て当事者、異なる世代の市民・地域関係者、自治体、子育て支援関係者を主体とした外遊び実行

委員会を作り、モデル事業を行う 

50 カ所でのモデル事業 100 万×50 カ所=50 百万 

 

総予算 年間 110 百万 継続 

 

3、全国各地で外遊び事業を実施して行く 

各自治体、地域で実施 

[メールアドレス] 

arikita_i@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

特定非営利活動法人ままとんきっず 理事長 

有北いくこ [電話番号]0805025-7774 
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部会名 子ども部会 

政策提言 

中学校における「いのちの教育ふれあい体験」授業プログラムの普及 

 

現状と問題点 

1,虐待、放棄の増加 

 日本では少子化に伴い、ほとんどの子どもが中学生以降は乳幼児と接する機会のないまま大人になり、知識

や経験が不足のままやがて出産，育児を体験し、大きな育児不安、ストレスを抱えたり、虐待や放棄に繋が

るケースが生じている。 

2,学校でのいじめや暴力の増加、青少年の自殺の増加がある 

3,命の大切さの体験的学習機会の不足 

現在保育園等での職業体験等が行われているが、全児童が体験できる訳ではなく、受け入れ側の保育園で

もインフルエンザの影響等で、受け入れが困難な状況が生じている。 

具体的内容 

「いのちの教育ふれあい体験」授業は、単に講演会形式で講演者の話を聞くだけではなく、実際に 親の気持

ちを体験できるプログラムや、育児の方法、乳幼児親子とのふれあいなどを組み合わせた、複合的な授業内容

である。 

 

1,いのちの教育ふれあい体験授業のプログラムの普及 

①各自治体、中学校等でプログラム普及のための講座、講演会を行う 

②授業の見学会を行う 

 

２、各地でモデル授業を行う 

①モデル授業を行う 

②アドバイスを行う 

 

３、全国各地で「いのちの教育ふれあい体験」授業を実施して行く 

 

 

 

期待される効果等 

1,虐待、放棄の予防 

2,いじめ、暴力、自殺の予防 

3,子ども同士の世代間交流 

4,学校、教師への援助、啓発 

  5,地域交流 

  6,地域の子育て支援のＮＰＯとの協力により活性、雇用創出 

  7,参加協力の乳幼児親子が子育てに生きがいを見いだす 
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必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

 

1,「いのちの教育ふれあい体験」授業のプログラムの普及  40百万 

 

①各自治体、中学校等でプログラム普及のための講座、講演会を行う 

 全国30カ所 100万×30カ所=30百万 

 

②授業の見学会を行う 

 10回  100万×10回=10百万 

 

２、各地でモデル授業を行う  60百万 

①モデル授業を行う 

 全国100校 50万×100校=50百万 

②アドバイスを行う 

 20校  50万×20校=10百万 

 

総予算 年間 100 百万 継続 

 

３、全国各地で「いのちの教育ふれあい体験」授業を実施していく 

次年度より、授業実施の自治体、学校には実施費用として１回 10 万の補助 

100 校×10 万=10 百万 → 10,000 校×10 万=1,000 百万 

条件：授業実施に当たっては、地域の子育て支援ＮＰＯ、地域住民、乳幼児親子の協力を得る 

  

[メールアドレス] 

arikita_i@yahoo.co.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

特定非営利活動法人ままとんきっず  

理事長 有北いくこ [電話番号]080-5025-7774 
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    3333－－－－8888））））金融分野金融分野金融分野金融分野        

市民キャビネット金融部会からの政策提言のまとめ市民キャビネット金融部会からの政策提言のまとめ市民キャビネット金融部会からの政策提言のまとめ市民キャビネット金融部会からの政策提言のまとめ    

 

金融部会からの提案は、次の三つである。 

１． 国内における市民金融の総合的な政策の提案国内における市民金融の総合的な政策の提案国内における市民金融の総合的な政策の提案国内における市民金融の総合的な政策の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民事業、社会的企業に資金が流れない現状 
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具体的な提案具体的な提案具体的な提案具体的な提案    

① すでに、現実に存在し活動を行っている NPOバンクを支えるNPOバンク法（非営利バンク法）の制定 

② 出資型非営利法人制度（市民起業法人）の創設 

③ ＮＰＯバンクや市民ファンドへの出資に対する税額控除(社会的投資減税) 

④ 市民金融を支える公的ファンド（アメリカのＣＤＦＩファンドを想定） 

⑤ これらをワンセットにした包括的政策（グランドデザイン） 

 

 

２．２．２．２．    国際的な投機のコントロールと地球公共財の保護のための資金を生み出す国際連帯税の提案国際的な投機のコントロールと地球公共財の保護のための資金を生み出す国際連帯税の提案国際的な投機のコントロールと地球公共財の保護のための資金を生み出す国際連帯税の提案国際的な投機のコントロールと地球公共財の保護のための資金を生み出す国際連帯税の提案    

国際通貨取引・株・デリバティブ・債券などの金融取引に課税し、国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達

成や地球温暖化対策などグローバルな課題の解決のための資金を調達し、投機と過剰流動性を抑制して金融

システムの安定化をはかる。 

 

３．３．３．３．    市民金融、市民事業、社会的企業を専門的な知識とスキルでサポートする公認会計士･税理士の社会市民金融、市民事業、社会的企業を専門的な知識とスキルでサポートする公認会計士･税理士の社会市民金融、市民事業、社会的企業を専門的な知識とスキルでサポートする公認会計士･税理士の社会市民金融、市民事業、社会的企業を専門的な知識とスキルでサポートする公認会計士･税理士の社会

貢献の制度化貢献の制度化貢献の制度化貢献の制度化    

① 市民金融、市民活動への社会貢献活動を、専門家としての法定研修の単位取得の一部として認定する。

（法定研修とは、税理士法３９条の２、公認会計士法２８条に規定された研修である） 

② 市民金融、市民活動への社会貢献活動を熱心に行う公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人を社会

的に評価する表彰制度を設ける。 
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部会名 金融部会 政策提言 その１（NPO バンク法関係） 

政策提言 

１． 非営利で市民の事業に融資を行うＮＰＯバンクを制度化するＮＰＯバンク法の制定 

２． ＮＰＯバンク法を含めた市民の事業へ市民の資金を回すための総合的政策の実施 

 

現状と問題点 

新しい公共として、市民による社会的な事業の拡大・展開の必要性が叫ばれているが、それを実現するための資

金が不足しており、十分な事業が実施できていない。この事態を解決するために市民が保有する資金を市民によ

る社会的な事業に回してゆく市民金融は、法律、制度ともに、まったく、整備されておらず、営利のサラ金など

と同じ扱いをされており、その不合理な規制により、十分な活動を行うことができない状況である。 

具体的内容 

１． ＮＰＯバンクについて 

市民からの出資を集めて市民による事業や社会的事業に融資を行うＮＰＯバンクについて、営利のサラ金などと

異なる制度とするため、ＮＰＯバンク法を新設し、貸金業法や金融商品取引法の適用除外とする。詳細について

は、ＮＰＯバンク法案要綱（別紙 1）を参照。 

２． 市民事業へ資金を回す総合的な政策について 

市民事業、社会的企業へ市民の資金を回すための総合的な政策を実施する。この政策には、①ＮＰＯバンク法の

制定（前述）のほか、②出資型非営利法人制度の創設、③ＮＰＯバンクや市民ファンドへの出資に対する税額控

除(社会的エンジェル税制) 、④市民金融を支える公的ファンド（アメリカのＣＤＦＩファンドを想定）、⑤これ

らをワンセットにした包括的政策などが含まれる。詳細については、別添のブックレット「新しい公共を担う市

民企業法人と非営利バンク」（別途市民キャビネット事務局に送付）参照 

期待される効果等 

市民が保有する資金が、市民事業や社会的企業にまわされ、社会的にインパクトを与える事業が、新しい公共の

実現として実施される。 

 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

・総合的な政策の一環として設置される公的ファンドへの政府からの出資：５００百万円（年間 100 百万円×5

年間） 

・ＮＰＯバンクや市民ファンドへの出資に対する投資減税制度(社会的エンジェル税制)の実施による減税額：５

００百万円（ＮＰＯバンク 20 団体×１団体年間 50 百万円×10％×５） 

それ以外は、法律の制定と制度の発展を支える行政部署の新設であり、政府など官による負担は極小と考えてい

る。むしろ、官の介入を少なくして、民の力で実施を行いたい。 

 

[メールアドレス] 

taga@e-mail.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

全国ＮＰＯバンク連絡会事務局長 多賀俊二 

[電話番号]080-1142-3783 



- 111 - 
 

部会名 金融部会 政策提言 その２（国際連帯税関係） 

政策提言 

国際通貨取引・株・デリバティブ・債券などの金融取引に課税し、国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成や地

球温暖化対策などグローバルな課題の解決のための資金を調達し、投機と過剰流動性を抑制して金融システムの

安定化をはかる。 

現状と問題点 

今年は、2000 年に国連ミレニアム総会が開催されてから 10 年目にあたり、9月には世界の貧困を 2015 年までに

半減させるなどの目標を掲げたミレニアム開発目標（MDGs）の進展を検証する国連総会が開催されます。しかし、

MDGs の達成はきわめて厳しい状態にあります。また、地球温暖化対策についても各国政府の利害が対立していま

す。こうしたグローバルな課題の解決を阻む大きな原因のひとつには圧倒的な資金不足があります。 

そうした中で、金融機関が自らの利益追求の結果引き起こした世界的な金融危機への対応のために、日本政府は

巨額の財政支出を行い、逼迫する財政事情をさらに困難なものとしています。その結果、国内の公共サービスの

みならず、MDGs 達成のために 2015 年までに ODA（政府開発援助）を GDP 比 0.7%に増額するという国際的な公約

も実現が困難な状況になっています。 

具体的内容 

1. 国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成や地球温暖化対策などグローバルな課題の解決のための資金を

調達し、投機と過剰流動性を抑制して金融システムの安定化をはかるために、日本政府が通貨取引税を

含む金融取引税を導入すること。 

2. グローバルな課題の解決のために、G20 をはじめとする各国政府が通貨取引税を含む金融取引税を導入す

るよう、日本政府が積極的にイニシアティブを発揮すること。 

期待される効果等 

国際的な投機的な金融取引などが抑制され、金融システムが安定化するとともに、貧困や環境などの地球規模の

公共財に関する問題を解決する資金を生み出すことができる。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

税を徴収し、管理・分配する国際機関は、既存の機関を活用する場合、新たな機関を設立する場合と考えられる

が、“革新的資金メカニズムに関するリーディンググループ”の国際金融取引に関するハイレベルタスクフォース

専門家委員会においても、現在、具体的システムの提案を検討中である。 

グローバルな経済システム、金融システムが構築されたことによる負の側面を課税システムを作ることにより抑

制し、グローバルな課題、公共財の財源にするという超国家システムによる課税システムでの社会システム誘導

です。このような国家間の利害を超えたグローバルガバナンス構築へ向けた日本政府の積極的なイニシアティブ

を要求します。 

 

[メールアドレス] 

taga@e-mail.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

全国ＮＰＯバンク連絡会事務局長 多賀俊二 

[電話番号]080-1142-3783 
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部会名 金融部会 政策提言 その３（公認会計士･税理士の社会貢献関係） 

政策提言 

市民のための金融や市民の事業を支える公認会計士・税理士の社会貢献の制度化 

現状と問題点 

新しい公共として、市民による社会的な事業の拡大・展開の必要性が叫ばれているが、それを実現するためには、

専門的知識を有している公認会計士･税理士による協力が有効であるが、公認会計士協会、税理士会の取り組みは

十分でなく、市民事業や社会的企業への専門的なサポートが不足している。 

具体的内容 

市民金融や市民事業の実施に当っては、会計や、税務、経営に関する専門的知識が必要であり、専門家である公

認会計士、税理士によるサポートが有効であるが、公認会計士協会や日本税理士会連合会の取組は自分ではない。

従って、公認会計士、税理士が社会貢献として市民金融や市民事業をサポートするプロボノ活動の制度化を行う

べきである。 

具体的には、社会貢献活動を法定研修の単位に参入すること、社会貢献活動への表彰制度などの新設が考えられ

る。詳細については、意見書（別紙２）を参照。 

 

期待される効果等 

市民金融が制度される中で、市民によるファンドや NPO バンクなどの市民金融機関における融資審査や資金募集

業務、資金の提供を受ける市民事業、社会的企業側での融資の申込業務や経営の管理業務、さらに、出資者であ

る市民による資金の使途に関するモニタリングの実現などにおいては、会計や税務の専門的なサポートされる。 

必要な予算額・条件等(単位：百万円) 

基本的に予算等は不要。 

本格的には、公認会計士法、税理士法の改正が必要かもしれないが、当面、省令などの改正、公認会計士協会、

税理士会の規則の改正で対応可能である。 

 

 

[メールアドレス] 

taga@e-mail.jp 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

全国ＮＰＯバンク連絡会事務局長 多賀俊二 

[電話番号]080-1142-3783 
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（別紙 1） 

ＮＰＯバンク法案要綱ＮＰＯバンク法案要綱ＮＰＯバンク法案要綱ＮＰＯバンク法案要綱    

全国ＮＰＯバンク連絡会 

    

以下のような内容の非営利バンク法人の設立を可能とするＮＰＯバンク法を制定する。 

 

設 立  ； 最低資本金なし （または 500 万円程度） 

ガバナンス； 合同会社同様とする。 

持分譲渡 ； 不可。この点により、「非営利バンク法人への出資は有価証券でない」として金融商品取引法の

適用を除外する。 

主たる業務； 貸付を行うことについて登録を行った上で、市民事業等の公益・共益活動を行う法人・個人、

個人の困窮者、環境改善に資する活動などの社会的行為への融資を行う。この点などにより、

貸金業法の適用を除外する。 

その他の業務； ＮＰＯ法人に認められている事業、それらの事業への支援。 

融資の利率； 経済状況に応じた変動。または年利●％以下で固定（但し経済状況等に応じて定期的に見直し、

生活困窮者への貸付については特例）、あるいは、融資金額の一定割合(例えば、半分)以下の貸

付が年利●％以下など。 

出資の払戻し；可能。あるいは●％以下は可能など。 

利益配当 ； 年●％以下（社会通念としての最低限度。国債利回りを参考など） 

情報開示 ； 個人情報を除いて、ＮＰＯ法人同様とする。 

登記費用等； 出資金の増減、役員変更などを含め、ＮＰＯ法人同様に手数料、印紙など不要。 

課 税  ； ＮＰＯ法人同様の収益事業課税。 

監督官庁 ；金融庁、内閣府、都道府県などのいずれか。 

検討事項 ； 規模が大きくなった場合は、金商法・貸金業法の適用対象とすべきかどうか。 

；最低限の自己資本、人的要件をどう考えるか。 

；その他の貸金業法の規制の趣旨をどうするか（説明義務、取立て制限など） 

；兼業規制については付随業務を可能とし、その他の収益業務はＮＰＯ法人と同様と条件の下で可

能とするか。 

非営利バンク法人のイメージ非営利バンク法人のイメージ非営利バンク法人のイメージ非営利バンク法人のイメージ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 
非営利バンク法人 

寄付 

⇒認定ＮＰＯ法人と

同様の寄付金税制 

組合出資・匿名組合出資 

⇒ 組合出資等について

二種登録(金融商品取

引法)の適用除外 

持分出資 

⇒ 返還可能な持分出資の導入、業

登録(金融商品取引法)の適用除外 

貸付 

⇒ 貸金業法の適用除外 

寄 付 

組合出資等 

持分出資 

貸 付 
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公認会計士、税理士の社会貢献の制度化の提案 

 

NPO会計税務専門家ネットワーク 

 

「新しい公共」の概念に基づき、一定の事業規模を持つ市民事業や、社会的企業の活動によって、地域起こ

しやセーフティネットの貼り直しを行おうとする時、そうした事業に対する資金の提供が必須である。しかし、

現在の金融制度においては、市民の保有する１４００兆円の資金が、市民事業や社会的事業に流れるルートが

閉ざされている。従って、新しい資金のルート、すなわち、市民金融の制度化が実現される必要がある。 

こうした市民金融の制度の中で、市民によるファンドや NPOバンクなどの市民金融機関における融資審査

や資金募集業務、資金の提供を受ける市民事業、社会的企業側での融資の申込業務や経営の管理業務、さらに、

出資者である市民による資金の使途に関するモニタリングの実現などにおいては、会計や税務の専門的な技能

が要求される。しかし、これら市民事業、社会的企業、市民金融機関は、いずれも非営利を基本としているた

め、営利企業や営利の金融機関、証券市場などのように、会計税務の専門家に十分な報酬を支払う資源を持っ

ていない。従って、会計税務の専門家が、営利のビジネスと異なる、社会貢献としての活動を行うことが、「新

しい公共」における市民金融の実現に不可欠ということができる。 

公認会計士と税理士は、社会的使命を達成する専門家として国家資格を与えられており、会計税務の専門家

として市民金融に関連するいろいろな業務に、社会貢献として参加することが、市民金融の実現と発展に非常

に有益ということができる。 

政府においては、こうした観点から、資格制度の自主規制団体である日本公認会計士協会、日本税理士会連

合会の協力を含め、公認会計士と税理士の市民金融及び市民活動全般への積極的な社会貢献活動を促進する政

策を実施すべきである。 

具体的には、次のような点が考えられる。 

１．市民金融、市民活動への社会貢献活動を、専門家としての法定研修の単位取得の一部として認定する。 

２．市民金融、市民活動への社会貢献活動を熱心に行う公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人を社会的

に評価する表彰制度を設ける。 

 

（法定研修とは、税理士法３９条の２、公認会計士法２８条に規定された研修である） 

    

（別紙２） 


