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自治体政策と職員に期待すること
豊中市雇用労働政策の調査研究をふまえて

立命館大学産業社会学部教授

櫻 井 純 理

今日の講演のテーマは、社会的排除という問

題の解決 ― つまり、社会参加の保障です。は

じめに、「社会的排除」とか「生活困窮者」の

問題は、何か自分とは遠い「弱者救済」という

話ではないのだ、ということを少しでも伝えら

れたらと思うので、やや長めの自己紹介からさ

せていただきます。

私は、比較的順調に京都大学に合格して、明

るい未来が待っているかと思ったら、そうでも

なかったんですね。大学の同級生 200 人のうち

女子は 6人だけだったのですが、まず、まった

く男にモテない。同級生は、合コン相手を探し

に女子大学に行きます。そのときに、女性とし

て二流の扱いを受けていることを、はっきり思

い知らされました。

それで、いよいよ卒業する 4年生になり、就

職活動を始めました。私の名前は「純理」と言

いますので、男と女かわからない。男と間違え

て、一流企業が説明会の案内を送ってきました。

しかし、のこのこ出かけていくと、露骨にけげ

んな顔をされる。女子はお呼びじゃなかったわ

けです。女性として二流扱いだったのに、就職

の段になると、今度は男性には劣るとして二流

の扱いを受けていることを実感しました。

大学を出てから、ワコールに就職しました。

ワコールは働きやすく、居心地の良い会社でし

た。8 年間、それなりに楽しく、いろいろな経

験をさせてもらうことができ、恵まれた社会人

生活を送りました。しかし、私が就職した時期

は男女雇用機会均等法ができる 1年前だったた

め、女性はすべて一般職で、労働条件には明確

な格差がありました。やはり企業でも差別され

るのだと感じながら働いてきました。

その後、研究者になりましたが、研究の世界

も厳しく、10 年以上も非常勤講師をして食い

つないできました。私が経験した差別の一つひ

とつは、それほど深刻なものではなかったと思

います。それでも、社会のなかで自分が低く見

られている、扱われているという体験は、ボデ

ィブローのようにじわじわと効いてくるもので

す。ましてや、健康や生命が脅かされるほどの

困窮状態に置かれたり、自分の尊厳が保てない

ような就労・生活環境に置かれたりすることは、

どれほどつらいことでしょう。社会的排除や生

活困窮の問題は他人事ではなく、自分自身にも

いつでも起こりうることだという感覚をもって、

この問題を考えることが、まずは必要だと思う

のです。

立命館大学の教授になって、今年で 4年目に

なります。その前の 4年間は、大阪地方自治研

究センターの研究員をしていました。そこで、

地方自治の問題について、現場で頑張っている

職員と研究会などをもちながら、勉強させてい

ただきました。地域で起こっている問題を、そ

れに対して地方公務員がどれだけ一生懸命取り

組んでいるのかを、現場をみたり、話を聞いた

りして学びました。その頃から、地域における、
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とくに雇用・労働を中心に調査・研究をしてい

ます。

自己紹介が長くなりましたが、今日の話の前

半は、豊中市の労働政策についてお話しします。

後半は、この調査研究を通じて、公務労働につ

いて感じたり、考えたりしたことを投げかけさ

せていただきたいと思います。

豊中市での調査研究

－研究の概要と成果－

最初に、就労支援政策とは何かについて、お

話しさせていただきます。

「就労支援」とは、文字どおり、働くことに

向けて支援することですが、私の所属していた

研究会では、西のグループは豊中市で、東のグ

ループは横浜市で調査しました。その 2つのフ

ィールドワークをもとに､『就労支援を問い直

す』(2014 年 5 月発行、勁草書房）を出版しま

した。

私たちの研究グループは、「就労支援」を、

「社会における参加の機会や役割を奪われてき

た人たちを、生きがいが得られるような仕事や

職場に結びつけていくことを目標として行われ

るもの」と定義しています。したがって、「就

労支援」は、「社会的排除」という問題と深く

結びついています。社会において活躍できる場

所や、自分の居場所と思えるような場所をもて

ずにいる人たちを、就労を通じて社会と結びつ

けていく活動です。結びつける仕事は、その人

にとって働きがい、生きがいが感じられるよう

なものでなくてはなりません。

具体的な「就労支援」の内容の一つは、就労

するために必要な力をつけられるように支援す

る活動です。就労できるように、その人に必要

な仕事の知識やスキル、あるいは、毎日、朝起

きて仕事に行けるようにするなど、働き続けて

くために必要な生活習慣等を身につけてもらう

ための支援をすることです。

もう一つは、見落とされがちな点ですが、

「能力」や個性に合わせて働けるような職場と

働き方を創りだす活動です。つまり、誰もが自

分らしく働き続けられるような職場を、地域に

つくり、新しい働き方を提案していくような活

動も含むと考えています。

働く「権利」を保障する就労支援

この調査の過程で、いろいろな人たちと話を

する機会があったのですが、当時、大阪のある

自治体のケースワーカーが、私に、以下のよう

なメールを送ってくれました。

「働く」ということは、単に収入を得る手段

ではありません。とくに私の地区は母子世帯が

多く、育児という就労阻害要因があります。し

かし私は、とくに母子世帯は就労を行なうよう

強く働きかけています。それは、社会的な役割

や居場所があることで、ひきこもってしまうこ

とを防ぎます。そのことは育児ストレスから虐

待事案に至ることを未然に防止する効果があり

ます。また、規則正しい生活サイクルの中で、

生活リズムを安定させること。社会的な役割が

付与されることによって、離婚や子育ての不安

のなかで失われた自尊感情や自信を取り戻すこ

とができます。働き始めた母子世帯の母親は、

一様に表情が明るくなり、うつ症状で保護にな

った者も、通院の必要がなくなった方も居ます。

もちろん、母子だけではありません。稼働年

齢層ではなくても、高齢でありながら働き続け

ている方もあります。その方々は、施しを受け

ているという劣等感や申し訳なさを、働くとい

うことでバランスをとっています。保護を受け

ること＝しあわせではありません。ほぼすべて

の受給者は劣等感にさいなまれ惨めな思いの中

で生きています。保護を受けた後に精神疾患を

患い、症状が悪化するもの。ひきこもりや自殺

を行なうものは後を絶ちません。家庭訪問では、
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私に死にたい死にたいと泣きながら語る受給者

はたくさんいます。中間的就労でもいい、ボラ

ンティアでもいい、何か受給者が生きていて良

いと思えるような機会としての就労は極めて重

要です。与えられるだけでは、しあわせにはな

れないんですね。

どうしてこのメールを紹介したのかといいま

すと、就労支援に対する批判的な見方もあるか

らです。自治体にとって生活保護の給付が大き

な負担になっているため、就労支援で生活保護

の受給者を減らそうとしているとか、自立支援

として、働きたくない人まで、お尻を叩いて働

かせようとしている、といった批判です。「就

労支援」は、本来、そういうものであってはな

らない。「就労」の、「義務」としての側面を強

調するのではなく、「権利」の側面を重視して、

働くことを権利として保障し、就労を通して居

場所を得て、人間として尊重されて生きられる

ことが、本当に大事だと思っています。

豊中市の就労支援の魅力は、「施しを受けて

いる」という惨めな気持ちになっていた生活困

窮者が、働くことで税金を払い、世間に顔向け

ができるようになったと思えるような支援がめ

ざされ、行われていることです。また、このサ

ポートは非常に重要だと担当者が信じ、一生懸

命働いておられるところです。

豊中市の就労支援事業の新しさ

大阪府の生活保護率は 3.39 ％（2012 年 1 月、

大阪府）で、西成をかかえる大阪市の影響もあ

り、全国的に最も高くなっています。2010 年

度に内閣府が、さまざまな生活上の困難に直面

している人に対して、個別的・包括的に支援す

る「パーソナルサポートサービス事業」を設け

ました。大阪府でそれに手を上げたのが、豊中

市と吹田市、箕面市です。豊中市は、大阪府内

でも生活保護率が比較的高く、富裕層が住んで

いる一方で貧困層も多い町です。市内南部地域

には、小さな木造家屋が密集し、火事になって

も消防車が入れないようなところもあります。

就労支援は、必ずしも生活困窮者だけを対象に

するものではありませんが、そういう点では、

就労支援に対するニーズが高かったといえます。

ちなみに、京都市の生活保護率は 3.03 ％と、

政令指定都市の中でも高い方で、就労支援のニ

ーズが大きい自治体ではないかと考えています。

京都市を除く京都府は 1.21 ％（京都府「第 1

回 京都生活・就労一体型支援政策研究会協議

資料」より。2010 年）です。

豊中市が就労支援事業を始めたのは、2000

年代に入ってからです。これは、大阪府が府の

事業として、地域就労支援事業を始めたことが

きっかけです。最初は、試験的に茨木市と和泉

市で実施し、2004 年度以降は府内すべての市

町村で取り組むことになりました。この地域就

労支援事業は、「就職困難者等」を就労に導く

ための事業と規定しています。「就職困難者」

というのは、中高年齢者、障害のある方、シン

グルマザー等をさしていますが、就職困難者

「等」には「学卒無業者」も含みます。当初は、

大阪府の補助金事業で、市町村も府と同額を負

担し、就職困難者からの相談を受け、その相談

者が就職できるように必要なサポートをするも

のとされました。

地域就労支援事業を一般的な労働政策に拡大

当初、同和政策の側面が強かったのですが、

その後、橋下府政になってから、4 事業が統合

された交付金事業に変わりました。したがって、

その交付金の使い方は、自治体によって違いが

出ていると思われます。また、成果配分になっ

たので、頑張った自治体は翌年の交付額が増加

しますが、力を入れていない自治体は、極端に

言えば、やらなくてもいいことになります。そ

の後、同和事業としての性格は弱まり、これを

一般事業として本格化させたのが豊中市です。
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ケースの誘導や連携

1．相談
地域就労支援センター
無料職業紹介・豊中

連携

豊中市パーソナルサ
ポートセンター（TPS）

連携
豊中市社会福祉協議会

2．訓練
　　中間就労

3．企業就労 緊急雇用創出基金事業
活用

無料職業紹介・豊中
やTPSが開拓した求
人とのマッチング 活用

民間企業による
求人開拓事業

市役所内の関係部局や市内外の関係機関
（福祉事務所、国際交流センター、男女共同参画セン
ター、母子福祉センタ等）

①講座受講・実習・
　就業体験ボランティア

②事業所内での実践的
　な就労体験

図 豊中市における雇用・就労支援政策の流れ

働きたいけれども、なかなか仕事に就けない

人の相談を受けて、その相談者が抱えている課

題や就労を困難にしている要因を探り、個別に、

その人にあった働き先を見つけて、マッチング

させています。

無料職業紹介所の開設と、求人企業の独自開拓

豊中市は、2006 年に、無料職業紹介所を開

設しました。自治体の無料職業紹介は、現在は

100 以上の自治体に広がっていますが、その多

くは定住促進や産業振興を業務内容としていて、

豊中市のように多様な就職困難者を対象とした

無料職業紹介は、まだ数が限られています。

この無料職業紹介所をベースとして、豊中市

は、市独自に求人企業を開拓しています。どん

な就労支援でも、出口が重要です。求職者にス

キルを付けても、雇う企業がなければ、いつま

でたっても出口はふさがったままです。どうや

って地域に良質な就職先をつくるか、あるいは

見つけるのかに、豊中市は早い段階で本腰をい

れました。

豊中市における雇用・就労支援政策の流れを

示した上の図を見ていただきますと、まず「相

談」は、市の広報誌を見て、直接来られる市民

もいますが、それは全体の 3分の 1ほどです。

その他は、福祉事務所や国際交流センター、男

女共同参画センター、母子福祉センターなど、

市役所内の関連部局や市内外の関係機関から寄

せられます。この中で一番多いのが、福祉事務

所です。現在、全国の福祉事務所には、自立促

進を支援する専門の就労支援員がいます。豊中

市では、福祉部門の就労支援と雇用労働部門の

地域就労支援事業を連携させて、福祉部門で雇

った就労支援員も、地域就労支援センターのコ

ーディネーターの役割を果たしています。

地域就労支援センターには、数名の就労支援

員がいて、相談は 1 回 30 分から、長くても 1

時間以内。何で困っているのか、どういう仕事

に就きたいのか、これまでの職歴などを、じっ

くり聞きます。その結果、生活規律の訓練が必

要だとか、少し後押ししたら就職できるとか、

「見立て」をして、必要な訓練・実習、教育機

関等につないでいく支援をしています。就労阻

害要因が複雑・深刻で、包括的な支援が必要と

自治体政策と職員に期待すること 11



思われる場合には、先述したパーソナルサポー

トサービス（PS）の支援を活用します。この

支援は、地域就労支援センター、パーソナルサ

ポートセンター、社会福祉協議会の、3 つの機

関がそれぞれの特徴を生かして、三者三様の支

援を行っています。

たとえば、豊中市社会福祉協議会は、小学校

単位の福祉委員会が「何でも相談」という、毎

週決まった曜日と時間に電話で相談を受ける事

業を、システム化しました。また、コミュニテ

ィ・ソーシャル・ワーク（CSW）という大阪

府独自の事業でも、ごみ屋敷のリセットプロジ

ェクトや、引きこもりの若者の支援などに、早

くから取り組んでいました。そういうベースが

あったので、PS 事業でも、地域との結びつき

をどう構築・回復するかという視点に立った支

援が行われています。

就労にいたるまでの中間的就労事業

就労支援事業で最も大事なことの一つは、就

労という出口とどう結びつけるかということで

す。そのため、中間的就労をどのように支援プ

ロセスに組み込むかが重要なポイントのひとつ

です。中間的就労とは、一般的就労にいたるま

でのワンステップとしての中間的な就労、とい

う意味合いです。

ただ、中間的就労を「訓練」のひとつとみる

か、定着して働き続けられる場所として捉える

かには、議論があります。日本の一般企業で正

社員として働くことは、ブラック企業だけでな

く、就労時間が長いなど、大変ストレスが大き

い。就職困難者は、病気をもっていたり、シン

グルマザーで長時間労働は無理だったりと、そ

もそも就労を阻害する要因を抱えています。で

すから、そのような「問題」を抱えた人でも働

けるような「一般就労」のオルタナティブとし

て、中間的就労を捉えるという考え方は必要だ

と思います。

中間的就労の訓練としての側面は、たとえば、

長期間にわたってキャリアが途切れていた人に

は、毎日働いて会社に行くための生活訓練をす

る。挨拶の仕方からはじまって、実践的なスキ

ルも身につけます。また、就労体験をしながら、

チームの一員として働く訓練をする。このよう

な段階を踏まえて、就労に近づいていきます。

豊中市では、交流サロン「楽塾とよなか」を

開設しています。家にこもりがちな長期離職者

が外出し、人と触れ合う機会を提供する居場所

的な事業で、労働会館で週 1 回、2 時間程度、

ゲスト講師の話を聞き、お茶を飲みながら話を

して過ごします。

一般の職場で就労できる状況に近い場合は、

民間企業の現場で 1～ 2週間の実習をします。

物流会社での箱詰めや、クリーニング工場での

タオルたたみ、市のスポーツ振興事業団が管

理・運営する施設の清掃業務などがあります。

本人がこれなら働けると感じ、実習を受け入れ

た企業も雇いたいと思えば、まずは週 3日のパ

ートなどとして働く。実習した企業とは違うと

ころで働くケースもあります。いきなりどこか

の企業で正規労働者として働けるケースは、限

られています。中間的就労事業で最初に注目さ

れたのが、釧路市です。豊中市では、受け入れ

企業の拡大に苦労していて、無料職業紹介所の

登録企業に、市の職員が直接お願いに回ってい

ます。この、市の職員が地域の中で雇用の場所

を掘り起こしていく作業は、非常に重要です。

豊中市は、ハローワークにすべて任せるのでは

なく、地域で仕事の掘り起こしをすることを重

視しています。

自治体の政策と職員への期待

なぜ豊中市が、こういう支援事業をすること

ができたのかというと、そこには精力的に活動

した中心人物がいます。政策が大きく展開する

ときには、核になる人がいて、その人が周りを
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引き込みながら動かします。そういう人を職場

でどう作るのかは、大事だと思います。

民間企業では、ジェネラリストのキャリア形

成であっても、軸足となる専門分野を持たせる

ようにするのが一般的です。たとえばトヨタ自

動車では、逆 T 字型、逆π字型のキャリア形

成と言って、ジェネラルにいろいろなことがで

きるようにする一方、1 つ、あるいはメインと

サブの 2つの突出した職能分野を持たせるよう

にしています。

基礎自治体には、雇用労働政策の経験がほと

んどありません。雇用労働政策は、ハローワー

ク等、国の仕事だと考えられてきたためという

こともありますが、今後、自治体が就労支援に

関わる事業を担うには、人材を育成していく必

要があります。ある程度の期間、その専門分野

に従事して、必要な技能を身につけられるよう

に育成していかなければならないと思います。

じつは、豊中市でもこの分野で働いている正

規職員は 4人で、それ以外の人は嘱託です。就

労支援の分野は、民間も含めて非正規の人がす

ごく多い。嘱託職員や委託企業の就労は、すご

く不安定です。行政の委託が決定する時期が遅

いため、来年も働けるのかはわからない。自治

体は、こういった委託のあり方も考えてほしい

と思います。自治体の職員を専門家として育て

ながら、外の専門家も安定した就労ができるよ

う、工夫できないものかと思います。

それから、委託期間は、短くても 3年は欲し

い。1 年ごとでは、次の仕事があるかどうかわ

からないため、長期的な計画がたてられないし、

とくに就労支援の場合は、雇用する企業への責

任という観点からも問題です。就労支援の実施

団体が 1年だけしか委託をうけていなければ、

信用してもらえないでしょう。「雇ってから問

題がおきたらどうしてくれるのか」と言われた

ら、何も言えません。豊中市は、市の職員もい

ますので、「ずっとサポートします」と言えま

すが、これを全部、民間に委託していたら、そ

うは言えません。就労の専門家を自治体で育て

るにしても、外部へ委託するにしても、支援者

の労働条件とキャリア形成のあり方や、教育訓

練の保障には、重要な課題があると思います。

スーパー公務員は、育てようとしてもなかな

か育つものではないし、個人に依拠した政策は

危険です。スーパー公務員が立派な事業をつく

っても、その人がいなくなれば、むしろ弊害の

方が大きくなるかもしれません。その人が作っ

た仕組みや制度を残していくには、専門性をも

った職員を育てながら、組織としてそれを定着

させていく必要があります。自治体と連携して

事業を行っている団体の人たちからは、「行政

はすぐに担当者が代わるから、一からどころか

マイナスから説明しなければいけない」という

ことを、よく聞きます。

今後、各自治体で就労支援事業が制度化され

ていくと思います。その過程で、それぞれが工

夫をしながら、地域のなかで困っている人をサ

ポートすることが政策のなかに定着し、広がり

をもっていくことを願っています。

（この文章は、 2014 年 5 月 23 日に開催した「総会記念講

演」の講演録をもとに作成しました。）
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