
市民の自立を実現する雇用政策

地域就労支援事業の開始

大 谷 強

人権問題と し ての政策と

新し い雇用就労政策の模索

大阪府では、同和関係特別対策が2002年３月

末に終了するにあたって、それまで行ってきた

被差別部落住民に対する就労対策を、新しい段

階に対応させて、再編成する必要性に迫られた。

雇用情勢も悪化している1990年代後半の労働市

場の状況では、雇用促進事業を縮小する選択肢

は採用できない。むしろ、本格的な雇用支援政

策に発展させる必要性を認識していた。

1997年３月に大阪府は「人権教育のための国

連10年大阪府行動計画」を策定し、さらに1997

年３月には「大阪府同和行政推進プラン（労

働)」を策定していた。そこでは、雇用政策が

人権確立に重要な役割を果たすことを述べてい

た。人権確立の一つとして雇用を位置づけるこ

とは、その後の大阪府の基本姿勢となった。

人々が雇用・就労ができることは、自分の独

自の収入を確保することを意味し、経済的な自

立の基礎を作る。自分の収入であれば、どのよ

うに使用しても構わない自由がある。この点で、

障害者の雇用や作業所での工賃についても、本

人に給料（作業所では工賃）を支払わず、主に

親、家族に手渡す行為は、本人の自立を疎外す

るものであるとされた。

また、だれしも働くことによって、職場や社

会の人と人の広い関係をとりむすぶことができ

る。しかも、契約行為は障害の有無や家族形態

の差異を問わない。それだけ厳しい人間関係の

中に役割を果たすことは、自立生活を実現する

ことに通じる。

さらに、働くことによって、自分の持ってい

る力を発揮することができる。いわゆる「生き

がい」や「やりがい 「役割分担」を実感でき」

る。こうした３つの面から、働くことが人権の

回復とされた。

こうした様々な差別を受けてきている人々の

運動を受けた大阪府は、1999年度に「自立・就

労支援方策検討委員会」を設けて、雇用・就労

政策のあり方を考えてきた。検討委員会は、学

識経験者や被差別部落住民組織の代表、大阪労

働局、府内の市町村の代表などが委員に入った。

当初は、直接の課題となっている被差別部落

における生活保護受給世帯の「自立」を促進す

るために、就労政策を重視するという面が中心

課題と受け止められていた。委員会の検討のな

かで、新しい雇用・就労支援政策の対象は、被

差別地部落における生活保護受給者だけではな

いことが明らかになってきた。

検討委員会における認識の変化

こうした見方の変化は、ほぼ同時に議論され
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ていた「大阪府同和対策審議会答申」でも認識

されていた。答申は2001年９月にまとめられた。

そのなかで「同和地区に現れる課題は、現代社

会が抱えるさまざまな課題と共通しており、そ

れらが同和地区に集中的に現れていると見るこ

とができる。このため、同和地区に対する新た

な差別意識、社会的排除を再生産させないため

にも、現代社会の抱える諸問題に対するより有

機的・効果的な施策の取り組みが重要である」

と明確に記述している。

こうした視点を獲得したのは、厚生省（現、

厚生労働省）に設けられた「社会的な援護を要

する人々に対する社会福祉のあり方に関する検

討会 （2000年12月８日に報告書）での議論過」

程から影響されていた。支援を必要としている

多くの人々が旧来の福祉政策から漏れ落ちてい

ること、また旧来の福祉政策だけではすべての

人々の支援には限界があること、行政の対応も、

こうした人々を放置する欠陥があることなどを、

報告書では認めている。その上で、多様な生活

問題を抱えて悩んでいる人々を、社会の一員と

して統合するための、新しい社会政策の取り組

みを行うことを提案している。これは、1990年

代後半にイギリスやフランスなどで打ち出され

たソーシャル・インクルージョンという政策目

標に連なる考え方でもあった。検討委員会では、

日本版ソーシャル・インクルージョンの政策を

目指していた。

こうした視点を獲得した委員会は、被差別住

民のほかにも、母子家庭の母親、障害者市民、

中高年齢者、在日外国人、さらに若年無業・不

安定就業者なども、働く意欲は持っているが、

適切な支援制度や地域における支援する環境が

ないために、就職に結びついていない現実が存

在することを認めた。あるいは、働く意欲さえ

奪われていて、いわば「失業者」という意識さ

え身についていない実態さえも議論のなかで明

らかになった。

就職が困難になった多くの要因は、多種多様

な生活問題を重層的に抱えている人たちである。

本人の問題や欠陥ではなく、地域社会や企業、

行政などの対応に問題があることも明確になっ

た。そこでは、従来からの福祉政策では解決に

至らないし、他方でこれまでの旧労働行政や雇

用施策だけでは受け止めることができない問題

を抱えている人々であった。

検討当初は、こうした人たちが多く存在する

ことから、ひとまとめにして「就職困難層」と

して、調査や政策の対象に扱ってきていた。そ

の後、被差別部落の住民であっても、障害者市

民や母子家庭の母親などであっても、すべてが

就職困難な状態に置かれているのではないとい

う認識が、委員会でも広がり、その後は「就職

困難者」という表現に変更された。このことが、

個別ケアマネジメントを重視する支援の手法と

なることにつながった。

また、事業の目的も当初「自立」といってい

たが、生活保護を打ち切るために就労を進める

という消極的な対処療法では、新しい政策を展

開できない。積極的に就労支援をする社会意義

を明確にすることも、明確になってきた。

市町村における就労政策を打ち出し た

自立・就労支援方策検討委員会では、こうし

た議論を重ねるなかで公的扶助をはじめとする

福祉政策に依存するのではない生き方を実現す

る「地域就労支援事業（仮称）の創設」を、

2000年３月に提言した。府民が自らの職業観や

生活スタイルを改めて見つめ直し、自分らしい

働き方を確立できるように、市町村は社会的支

援施策が必要であるという内容であった。政策

の対象を「就職困難者」と定義したことと並ん

で、こうした人々が暮らしている地域で、仕事
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を見つけるという政策を手依願した。地域とい

うキーワードを見つけ出した点に報告書の大き

な意義がある。同時に、検討委員会に参加して

いる行政関係者からは「地域」という概念をど

う理解するかをめぐって、議論があった。

というのは、1999年７月に「地方分権一括

法」が成立した。これにともなって、職業安定

法などの施行に関する機関委任事務が廃止され、

国の直轄執行事務に移管された。それに伴い、

2000年４月からは、公共職業安定所業務をはじ

め労働基準局や女性少年室とあわせて、大阪労

働局が、担うようになった。これまで大阪府行

政の中にあった公共職業安定所業務や労働政策

が、すべて国に一元化されたという理解が、広

まった。

つまり、自治体は労働行政をすべて手放した

という認識であった。大阪府内の市町村は、こ

れまでにも労働行政は殆ど行ってきていない。

あったとしても、労働組合の地域組織との関係

程度であるか、労働福祉共済制度の関する事務

程度に過ぎなかった。住民の労働については、

まったく業務としても担ってこなかった。こう

した実体のなかで、地方分権一括法により労働

行政が国に一元化されたという情報だけが、市

町村や住民にも広がっていった。それだけに、

市町村が住民の働く権利を実現する施策を行う

という提案は、市町村にとっては受入れがたい

内容でもあった。

しかし、じつは2000年４月には「雇用対策

法」が改正されていた。そこでは、地方公共団

体の施策として明確に「地方公共団体は、国の

施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用

に関する必要な施策を講ずるように努めなけれ

ばならない （改正法第5条）と規定されていた。」

さらに、国と地方公共団体との連携も明記され

ていた。改正法によると「国及び地方公共団体

は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と

地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接

な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるよう

に相互に連絡し、及び協力するものとする」

（同第27条）と、方向性も定められていた。

こうした市町村における労働行政の取り組み

は、国の規制緩和の過程でいっそう進行する。

先回りすると、2003年６月13日に成立した「公

、 、共職業安定法」の改正では 「地方公共団体は

当該地方公共団体の区域内における福祉サービ

スの利用者の支援に関する施策、企業の立地の

促進を図るための施策その他当該区域内の住民

の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策

に関する業務に附帯する業務として無料の公共

職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、

厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介

事業を行うことができる （改正法第33条の」

４）と、定められる。

これまで、無料職業紹介事業は国だけが独占

していた業務であり、自治体は乗り出すことが

認められていなかった。しかし、ここに、福祉

や企業立地などの「附帯業務」という限定はあ

るが、無料職業紹介事業を行うことができるこ

とになった。市町村にも職業紹介事業が門戸開

放されたのである。実際に、2004年４月から大

阪府内の和泉市をはじめ、全国でも都道府県を

含む自治体が、無料職業紹介事業を開始した。

つまり自治体立公共職業安定所を運営するよう

になった。

大阪府における

「 地域就労支援事業」 モ デル事業の開始

新しい事業を開始するために、市町村は地域

における就職困難者などの実態調査を行うとと

もに、地域就労支援事業を新規に展開するよう

に、検討委員会では求めた。この提言を具体化

するために、2000年度と2001年度に大阪府に
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「地域就労支援事業検討委員会」(前身の「自

立・就労支援方策検討員会」の改組）を設置し、

茨木市と和泉市でモデル事業を行い、実現に向

けて具体化のための指針作成と課題を明らかに

することにした。

大阪府の「地域就労支援事業検討委員会」の

もとで2000、01年度において茨木市と和泉市で

「地域就労支援市町村モデル事業」と「就職困

難層就労実態調査」を実施した。それぞれの地

域事情・課題に応じて、両市独自の“雇用・就

労”に関する基本的な理念・方針を模索し、そ

れらを受けて具体的な事業・施策を策定するた

めの条件や配慮すべき点などを整理した。

(1)モデル事業を実施した両市における本調査

の調査・検討体制

就労実態調査の実施については、自治体の置

かれている条件と調査対象者として把握できる

市民の名簿の違いがあった。

そのうち、茨木市では、アンケート調査の対

象者は、豊川中学校区の16歳以上65歳未満の住

民全員とした。人数は7,370人であった。調査

方法は、調査票の郵送配布・郵送回収によった。

調査基準日は2001年２月１日と設定し、調査実

施期間を2001年２月９日～２月19日とした。配

布枚数は7,321名であり、回収枚数は1,930名で

あった。有効回答は1,928名で有効回収率は26.

3％となった。この種の調査で郵送配布方式を

採用した場合には、平均的な回収率であり、分

析に十分に耐えることができるといえよう。

なお、個々人の状態をより深く明らかにする

ためにヒアリング調査も実施した。この対象者

は、アンケート調査においてヒアリング調査を

受ける旨の同意をした人で合計123人である。

調査員が個別訪問して聞き取りをする方式を採

用した。実施した期間は2001年３月上旬～下旬

にかけてであった。

和泉市の場合は、市内全域を対象とした一般

的なアンケート調査であった。調査対象者数は

5,000人で15歳以上65歳未満の市内居住者から

無作為抽出で選んだ。調査票は郵送で配布し、

郵送によって回収した。調査基準日は2000年12

月１日と設定した。したがって、実施期間は20

00年12月22日～12月31日となるが、回収の遅れ

もあり、実質は2001年１月中旬までとなった。

配布枚数は4,978人で、回収数は1,658人で有効

回答は1,656人、有効回収率は33.3％となって

いた。

さらに、アンケート調査においてヒアリング

調査に同意された人や障害者、母子家庭の団体

などで抽出された人の合計387人について、よ

り深く実態を明らかにするために、調査員によ

る個別にヒアリングを、2001年２月上旬～３月

上旬にかけて行った。

(2)障害者市民の就職困難な諸要因

こうして実施した就労実態調査（茨木市及び

和泉市でモデル的に実施）を基に「就職困難者

等 （障害者や母子家庭の母親など働く意欲が」

ありながらさまざまな阻害要因により雇用・就

労を実現できない人びと）の就労を阻害されて

いる状況をみた。

そのうちで、障害者の場合はつぎのような要

因が浮かび上がった ・障害者の雇用の受け入。

れ先でとくに正規雇用の場が少ない ・障害を。

理由にはじめから一般企業での就労を無理とあ

きらめている人も多くみられる ・職場の施設。

整備やバリアフリー化を望んでいる ・聴覚障。

害者の場合、職場での周りとの情報の伝達や意

思の疎通が難しいため、手話通訳あるいはコミ

ュニケーションボードなどでの対応を求めてい

る ・知的障害者の場合、職場のコミュニケー。

ションができにくいので、サポートできる人

（例：ジョブコーチ）の配置を求めている ・。
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障害者ガイドヘルパー、送迎バスなどの充実を

求めている ・障害者（とくに知的障害者）に。

適した職業訓練や実習体験の機会・場の充実を

望んでいる ・小規模・共同作業所に対する支。

援（施設整備、指導員増員、仕事の発注等）を

求めている ・一般的な雇用ではなく、生きが。

い的な就労の希望する人も多く、在宅ワークを

求める声も多い ・障害者の収入アップや生き。

がい、働きがいの実感などに結びつく支援を求

めているなど。母子家庭や若年者、高齢者など

についての就職困難な要因については、報告書

を参照して欲しい。

(3)茨木市における調査とモデル事業の特徴

事業の基本的方向は「茨木市就労支援計画」

（2001年３月作成）では「働く意欲のある市民

一人ひとりが、自らの意思に基づき、その能力

や経験などを生かして、就労を実現できるよう

に『就労支援事業』の展開を図ります。また、

『就労支援事業』を推進することによって、働

く意欲のある人々の就労を実現するとともに、

地域の活力を高めていくことを推進していきま

す 」とある。。

モデル事業を実施する上で、地域就労支援セ

ンターを「豊川いのち・愛・ゆめセンター」に

設置した。就労支援コーディネーターは、茨木

市同和事業促進道祖本地区協議会に委託し、専

任のコーディネーターを配置した。就労支援ケ

ース会議をケースワーカー、ホームヘルパーな

どのフィールドスタッフが参画して開催した。

就労支援担当セクションは、茨木市商工労政課

とした。第３段階は企画・立案である。コーデ

ィネーターを中心に就労支援ケース会議を開催

した。また、基礎的な職業能力の形成のため、

初歩的なパソコン講習を企画した。

この計画にもとづき、第４段階は 実施・遂

行の過程である。相談者の中から３名をパソコ

ン講習の受講に誘導した。さらに、職業カウン

セリングの受検への誘導も行った。

最後の第５段階は評価・レベルアップである。

ここでは、事後的にパソコン講習受講者の就業

状況を把握し、事業の効果を検証した。しかし、

講習は実施しやすいが、職業に結びつく効果に

ついは、やや疑問がだされた。

(4)個別の対応と住民団体との協力の必要性

モデル事業の全体を通じて、事業推進体制に

ついて課題が見えてきた。市町村は職業の紹

介・あっせん機能がないため、雇用が成立しそ

うなときは公共職業安定所（ハローワーク）を

経由する必要がある。このため、ハローワーク

との連携が重要になる。また、コーディネータ

ーがハローワークと必要の都度随時接触できる

関係を維持することが重要になる。

さらに、雇用・就労の実現性を高めるために

は、市町村域を超えた求人情報や就業体験の受

入などの情報が必要である。事業主団体あるい

は企業・事業などとの市町村域を超えた広域的

な連携が必要になる。市町村主事業における広

域連携をどう図るか、今後の課題として明確に

なった。

相談機能については、なによりも、就職困難

者等が雇用・就労につながるかどうかは、コー

ディネーターがどれだけの熱意をもって行動す

るかにかかっていることである。コーディネー

ターをどう育成するかが、課題である。

全体にわたる総括として、就職困難者等それ

ぞれに就労阻害要因やニードが異なるため、一

人ひとりに対応したケースワークが必要である。

このため、従来の行政的な枠組みでは就労支援

には限界があることが明確になった。住民団体

やボランティア団体、ＮＰＯ法人、地域の行政

機関、企業・事業所などの地域資源を活用し、

一体となって取り組む必要がある。行政だけで
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対応するシステムから、ＮＰＯや企業も一体と

なった新しい公共のシステムが求められている。

だが、各自治体において住民団体などとの官

営や社会資源が異なることから、各自治体によ

って対応の仕組み・手法はそれぞれ独自に構築

されるべきものである。これがうまく作用する

と、行政だけに任せない「新しい公共」という

領域を形成することが可能になる。

このような検討を経て、大阪府では「地域就

労支援事業」が開始されたのである。実際に各

地で実施するとなると、当初の予定通りには進

まない。各地の運動実体や行政との関係、企業

の雇用状況、さらに地域住民の意識などによっ

て、調整が必要になった。こうした地域事情に

対応した調整は、大阪府内といえども画一的に

は進まず、当然の修正でもある。

（おおたに つとむ・関西学院大学教授）
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