
年金者組合、自治体労働者、議員など参加

者は19人。社会保険制度の切りすてが進む中、

介護保険制度がどのような状況になっている

のか、どのような運動が必要か、初心者でも

分かるように話していただいた。

本来の介護保険制度の目的とは…要介護状

態となっても、①尊厳が保持される、②自立

した日常生活に必要なサービスを給付する…

介護を社会的に行う「介護の社会化」をめざ

した。

では、介護保険の現状は、というと、①重

い家族の介護負担…介護離職（年間10万人）

介護心中、介護殺人 ②介護費用の経済的負

担の増加…介護貧乏（下流老人）介護破産

③特養ホームの待機者増…要介護3でないと

入れなくなって、減った（36.6万人）ように

統計では出るが…介護難民 ④人材不足、人

材確保が困難に…介護崩壊（特養ホームを作っ

ても開設できない、半分しか使っていないな

ど）の状況となっていて、この４つの問題点

（柱）を改善しないと良くならない！

とりわけ、税と社会保障の一体改革2012年

（Ｈ24）6月以降の社会保障制度改革で、社

会保障を「家族」など「助け合い」に置き換

えきている。憲法25条「国の責任で社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進を図る」

に反する。川上から川下へが進んでいる。川

上「医療」の追い出し。地域医療構想では、

全国で20万床のベッドをなくす。

すでに、すでに①要支援１、２の訪問介護

（ヘルパー）と通所介護（デイサービス）を

介護保険給付から外し、地域支援事業に。②

Ｈ27年4月～ 特別養護老人ホームへの入所

は、原則「要介護３」以上に限る。③Ｈ27年

8月～ 所得によって介護保険の利用料を２

割。④Ｈ27年8月～ 低所得者でも預貯金等

があれば、施設の居住費・食費を補足給付し

ない。といった「改革」（改悪）が行われて

いる。

介護保険の生みの親・堤修三氏も、「国家

的詐欺」と言う状況。その要因は、「税によ

る福祉制度」でなく「社会保険制度」を採用

したこと。保険料滞納で、制度から外される。

健康保険のように誰もが利用機会があるので

はなく、掛け捨てになる人が多い。それでも、

比較的軽い「要支援」から保険給付があり、

「保険料」負担を良しとしてきた。

現段階では、要支援１、２の訪問介護、通

所介護を介護保険から外し、市町村の地域支

援事業（新総合事業）に移した。市町村は総

合事業費に「上限額」を設定され、コスト削

減を迫られている。そのため、自治体では、

桑名市の「地域生活応援会議」のように、サー
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新「総合事業」の問題と

今後の介護保険制度改定

講師 村瀬 博 氏

（三重短期大学）



ビスを利用しようとする方に介護保険を卒業

という名で、介護保険からの追い出しが進め

られている。介護保険から締め出され、10割

支払ってサービス事業所に参加している例も

報告され、権力者による弱い者いじめがあぶ

り出されました。

現国会審議中の法案では、夫婦で年収463

万円以上で、利用者負担3割をはじめ、サー

ビスを受けにくくする仕組みばかりとなって

います。憲法25条による生存権保障は、国の

責務であり、「所得再分配」機能の発揮が必

要である。これ以上の利用者の犠牲と負担を

やめさせ、税の応能負担、社会保障による

「再分配機能」を国に求める運動が重要だと

いう理解が広がりました。

１.．.助言者等の問題提起（概要）

交通政策基本法は「交通に対する基本的な

需要を充足されることが重要」として交通権

を保障するものではない。交通権を権利とし

て保障することは、居住地域に関わらず住民

への交通保障が求められ、国・地方自治体の

責務の遂行を問われることになる。そのこと

からも交通権の考えは否定されてきたが最近

はその考えも浸透してきている。

交通弱者は、社会的活動が困難になって初

めて自分が交通弱者だと気づく。交通弱者が

社会的活動から排除されない、すべての人に

交通権が定着することが交通政策基本法の精

神である。

２.．分科会等での発言

・コンパクトシティー化と交通権の関連につ

いて。

・周辺地域へも交通があるべき。どこに住ん

でいてもすべての人が便利になる。

・憲法が認める権利のどの部分が優先される

べきか。生存権と財産権がぶつかった場合に

どちらが優先されるべきか、根拠がない。

・日進市は路線が変わった。料金が100円か

ら200円に値上げされた。反対意見を出して

も、市は「値上げは地域公共交通会議で決定

され、合意を求めるものではない」と門前払

い。そのような決定で良いのか。

・法的には問題ないが、会議構成メンバーの

人選、会議の決定方法など、会議の使われ方

に問題がある。

・日進市では一部路線がくるりんバスから名

鉄バスに換わり料金が高くなった。経済的に

使いづらくなったと報告があった。名鉄バス

への変更は委託経費を縮小させるため。

・日進市は地域公共交通網形成計画には運賃

は入れない。名鉄になったことは画期的といっ

ている。

・持続可能とは、持続可能なバス路線か、持

続可能な公共交通か、持続可能な地域社会か。

・愛知県は「地域交通は県のやることではな

く市町村だ。やるのは住民だ」との態度。三

重県や奈良県・富山県は（愛知とは条件が違

うが）積極的にかかわっている。愛知県の公

共交通ビジョンはリニア関連や中部国際空港

関連に重点が置かれ、地域交通は下の方。リ

ニアや中部国際だけ積極的で県内の地域交通

が不便だとストロー現象で東京へ流出してし

まいかねない。

・地域公共交通会議の構成メンバーが公共交

通を利用していない。これで地域公共交通の

ことが分かるのか。

・車を否定するのではなく、車を使えなくなっ

てくる人のことを考えなければならない。

３．分科会等での議論の概要

・交通権の概念がなぜ広がらないか、現在で

は徐々に広がりつつあり、今後も広がる可能

性あり。

・コンパクトシティーと地域交通、交通権

・県内各地域の地域交通・地域公共交通会議
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公共交通と交通権
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（桜花学園大学）



について情報交換

４．分科会等での議論

・交通権の概念は徐々にではあるが住民の中

に広がりつつある。

・各地の地域公共交通会議を検証するととも

に、住民の意見が地域公共交通会議に反映さ

れ、交通整備に生かされるよう各地域の取り

組みが重要。

・地域公共交通に関わる者は、生存権・居住

地選択の権利・社会的活動の権利と交通権の

関係について、地域ごと事例ごとに情報交換

し整理して考え行動する必要がある。

・地域から課題や解決法を考える必要がある。

国だけでなく地域の役割もある。

５．反省

・今回は地域の実態報告までできず、具体的

事例の中で深い議論を深めることができなかっ

た。

・議論が自家用車利用者の高齢化など車利用

者も含めた交通のあり方までは及ばなかった。

６．まとめ

(1) 地域公共交通会議に関して

「すべての人にやさしい交通のあり方を考え

よう」をテーマに地域公共交通と交通権につ

いて参加者からの情報や意見を交えて考えた。

参加者の発言をまとめると、地域公共交通会

議（以下、会議）に住民の意見が反映されに

くくなっている傾向がみられる。住民公募の

委員がいても、公募委員は会議の他の委員

（交通事業者・行政の担当者・学識経験者な

ど）と比較して、知識も経験も及ばず押し切

られてしまう。会議の決定事項を議会などで

検証できない。行政に要望しても会議の決定

事項だからと受け付けてもらえない。会議の

位置づけが捻じ曲げられて解釈していること、

会議でどこまで決められるのかなど、地域に

よっては会議の使われ方に疑問を感じること

があった。

(2）地域公共交通網形成計画に関して

地域公共交通網形成計画（以下、網計画）

の策定にあたっても目的によって大きく違う

ものになってしまう。つまり、持続可能な交

通網を目指すのか、持続可能な地域を目指す

のかで計画が大きく変わってくる。交通弱者

への配慮のしかたも違ってくる。網計画に地

域住民の実態に合った交通権が保障あるいは

尊重されているかどうか、検証しなければな

らない。

(3)交通権に関して

交通権は、国・地方自治体から見ると行政

の不作為が問われ、集約型都市・地域づくり

の障害となるなど、権利として認めがたいも

のである。現状では、交通権は未だその理念

が生存権や居住権ほどには住民に明確に認識

されていない。ただ、近年は交通権の考え方

が自治体や住民に浸透しつつある。

(4)最後に

地域交通を守り充実させてゆくには、国や

地方自治体の責務はあるが、結局のところ地

域の役割も大きい。街づくり・地域づくりを

考え実行すると同時に、地域交通の課題や解

決方法も地域から考え実行する必要がある。

１．助言者の問題提起

（中田實・名古屋大学名誉教授）

町内会・自治会は全国的には保守的だとい

う見方があるが、保守的な町内会・自治会と

革新的・民主的な町内会・自治会はどのよう

に異なるのであろうか、その線引きは非常に

難しいところである。その一方で地域活動の

弱体化は構造的な問題であり、高齢化が進行

していくと今後ますます厳しくなっていく。

社会での暮らしの厳しさが地域に影響を与え

ている。

自治会に今後すべきことを聞くと、つなが

りや福祉と回答することも多い。これまで世
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住民の自主性を育む地域づくり

助言者 中田 實 氏

（名古屋大学名誉教授）



帯の中のことは世帯で解決するというのが基

本だったが、現在では様々な取り組みが始まっ

ている。

２．「どうすれば広報活動が進むか」

(浅井正明・名古屋市天白区 平針南学区自治会

副会長)

副会長として「平針ニュース」の発行を行っ

ている。これまで通算で488号のニュースを

発行した。最初は手応えがなかったが、名古

屋市の地域委員会モデル地区として活動する

過程で、自治会未加入世帯にも広報を積極的

に行った。最近ではニュースに対する反応が

ある。若い世代に向けて学区のホームページ

も作っている。大変な仕事だとは感じるが、

地域で活動する様々な人とコミュニケーショ

ンを取りながら進めている。今後の課題とし

ては、住民からの広聴を推進することと、広

報活動を組織的に展開していくことがある。

３．「大羽根園自治会の運営と取り組み」

（羽間透・三重県菰野町 大羽根園自治会副会

長)

現在の加入世帯数は969、加入人口は2634

人で9割くらいの加入率である。大羽根園自

治会では選挙管理委員会を作って、住民が投

票をして決めている。会長は全地区で一人、

副会長は６地区各一人。自治会長は菰野町

「大羽根園区」の区長も兼ねる。副会長は各

地区から選出されるが、専門部も兼ねる。組

長は輪番制で担当している。運営については、

役員が７つの専門部を分担して運営している。

組長の役割も一覧にしたプリントがある。役

員と組長には必要資料を綴ったファイルが渡

されるため、誰が就任しても大丈夫なように

仕組みが作られており、大羽根園自治会の運

営はこの点で優れていると考えられる。

４．議論とまとめ

議論においては、名古屋市瑞穂区住民の方

から「中古マンションを購入して移り住んだ

が、すぐそばの土地で高層マンション建設の

計画があり住民から反対が起こっている」と

いう事例について報告があり、住民側として

どのような対応ができるかについて意見が出

された。また、津市で民生委員を務めていた

方から「自分の地域は自分がリードしてきた

が、他の地域では防災組織を作ろうとしても、

なかなか乗ってこない」という報告があり、

民生委員が地域でどのような役割を果たすこ

とができるのかについても話し合われた。

最後に助言者から、地域の課題は何なのか

をはっきりさせていくことが重要であるとま

とめがあった。専門的に対処しなければなら

ない課題が増えている中で、自治会ができる

ことも限られているが、NPOや企業と地域が

連携して問題解決するように行政も動き始め

ており、こうした動きにも注目していく必要

があるだろう。（文責：木田）

１．.助言者等の問題提起（概要）

①全国的に民間委託を推進する行政当局は学

校給食が「教育」であることをまったく理解

しておらず「教育としての学校給食」の認識

がない。

②「教育としての学校給食」は“子供のこと

を第一に考える”ことである。

③作り手である給食調理員は正規の職員でな

ければならない。

②③が全く理解されていないことに問題が

ある。

２．報告レポートの要旨

名古屋の学校給食民間委託化の進行経過の

説明と豊橋市職労から活動報告と取組の説明

があった。

（内容）通常勤務の他新規業務の追加や改善、

年中行事のなかの子供達、地域とのふれあい

給食、防災訓練での炊き出しおにぎりの提供、
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助言者 新村 洋史 氏

（名古屋芸術大学名誉教授）



小学校へ訪問して包丁研ぎを実施する事での

経費削減と技術向上。フードカルチャーinサ

マー（体験型イベント）などの紹介。

３．分科会等での発言

・学校給食の民間委託が始まったのは何故か？

又狙いは何か？

・1981年から国の行革、政策から本格化され

福祉、医療、教育の国家財政をカット縮小す

るのに給食は狙われた。合理化され民間委託

化、センター化されていく。

・憲法、教育基本法、学校教育法を受けて学

校給食法があり給食における目的＝食育＝教

育がある。食育は全教育活動の土台をなす教

育である。

・作り手である調理員は学校運営における重

要な職務であり、専門職である。アレルギー

など食に関する保護者の悩みや不安に相談に

のれるように勉強していくことが必要。

・民間委託の問題点は正規職員だからやれる

こと、委託との違いを明確にすることが大切。

・舞鶴市保護者アンケートの紹介があった。

・知る事、知ってもらう事の重要性、その為

のPRの方法を工夫することが必要。

４．分科会等での議論の概要

参加者全員にコメントしてもらった。

用務員）中学校のスクールランチは正直不味

くて食べられない。給食を食べる為に小学

校に異動した。

環境）フェスティバル等でのアンケート調査

などこれからも委託反対の輪を広げてい

きたい。

小学校・保育園の調理員）

・豊橋市職労さんの活動報告がとても参考に

なり私たちも見習いたい。良くする会の活

動をしていくなかで私たちのめざすところ

はどこで何をしたいのか？その為に保護者

にどんな風に伝えていくのか、これらの課

題です。

・栄養士、校長、調理員のそれぞれの立場を

思いやり、連携してやっていることが委託

になるとどうなるの・・？ 子どもにしわ

寄せがくる心配。何校か異動していくなか

かで思い出に残っているのは子供たちとの

ふれあいやクラスになじめない子どもとの

交流が思い出である。それがあるから今、

自分はがんばれています。各小学校で独自

の完食キャンペーンや給食探検など工夫を

こらしてやっているが、どの子の顔も、生

き生きしていることが嬉しい。子どもから

元気をもらっている。

皆さんから出されたコメントをまとめると

自校、センターどちらも子どもたちのふれあ

いを大切にしている。そこから心に残る事、

仕事の喜びを皆さん感じている事がわかりま

す。

５．分科会でのまとめ

保護者は意外と給食の作り手が市の職員で

あることを知らない人が多い。知ってもらう

大切さを感じた。又、伝え方の工夫が必要で、

今後ますます教育現場も食育に率先して力を

注いでいかないと学校現場も難しくなるので

はないかと思う。給食がどんな風に作られて

いくのかPRすることが大切だと改めて皆さん

感じてもらえたと思います。

６反省

・同じ現場のチームとして働く栄養士（教諭）

教師、又は保護者などの参加があればそれぞ

れの立場からお話が聞けるのでもっと良かっ

たと思う。現在の学校現場の在り方（考え方）

とそれぞれの立場での本音を聞くことで問題

点と今後の活動の仕方などが見えたのかもし

れません。多くの方に参加してもらう為には

声掛けの工夫など今後の課題です。

・今回分科会の部屋が20人位と予想しており

ましたが全体で25人が参加。狭すぎたと思い

ます。もう少しゆとりを持ち、後から見える

方もスムーズに座れて会の流れを止めず、発

言者の方の邪魔にならないようにしたかった

と思いました。

名古屋の学校給食をより良くする会では、

新村先生からお話を聞くようになり、給食が

日本国憲法の中の教育基本法の中にちゃんと

位置付けられている事、時の流れとともに学

校教育法→学校給食法と段々自分たちの身近

2017年8月10日 東海自治体問題研究所所報 NO.391号( 11 )



に位置づけられるようになった事を知りまし

た。

その中には福祉機能＋教育機能の全てがあ

り、学校給食の目的が先生のおっしゃる広大

無限である事を今日のお話でまなびました。

参加者の職場が小学校、保育園での調理員、

又はセンター給食での作り手であったり、用

務員さんや本部の方など職種はさまざまでし

たが給食といえばほとんどの方に思い出やエ

ピソードがあります。

そんな奥の深い給食＝食育（教育）の根元

的な事について、役人始め、議員さん、教職

員でさえ知らないという事は残念でなりませ

ん。ただ法律通り、衛生管理基準通りならだ

れが作っても同じ、コストを押さえる為安か

ろう、悪かろう、関係なしで合理的な事が優

先されてしまう事が怖い事なんだとつくづく

感じました。

私が新人の頃、先輩がよく「自分の子ども

に食べさせるように仕事をしなさい」「自分

がお店のオーナーになった気持ちで仕事をし

なさい」と言われていた事を先生のお話を聞

いて思い出しました。食べるという事は心な

んです。教育としての学校給食は何が大切か？

作り手とそれを食べる子供との関係がどれだ

け深くあるか！給食を作る時に子どもの事を

一番に考えているか！、この二つです！。こ

の単純明快な事が何でわからないのか！。と

先生の魂からの訴えを聞き、改めて私は良き

先輩に指導されていたんだと思いました。な

かなか厳しい方でしたが、私がこうして調理

員として続けられているのは先輩方のおかげ

です。又、豊橋市職労さんの活動報告にもあ

りましたが、見える調理、見える調理員をもっ

とはっきりさせないといけない事、保護者の

中には作り手がどんなん（市の職員）である

か知らない人が多いので素性を知ってもらう

事、保護者のなかには、給食さえ提供してく

れるなら作り手は市の職員でも民間委託でも

どちらでもいいわ！、と言われる方が意外に

多い事を聞きますが、その違いが将来的にコ

スト面の問題だけでなく、物資の安全面や食

育全般に渡り子供へどのような形でしわ寄せ

がいくのかを説明できるようになる事。子供

の家庭環境が多様化しており近所との付き合

いも希薄になっている時代だからこそ、私た

ち調理員が教職員と共同しあって先生でもな

い親でもない母親的役割に近い存在である事

が重要なんだと思いました。
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