八王子自治研究センター総会記念講演にあたって
昨年 11 月、八王子自治研究センター2015 年度総会後に、恒例となっている当センタ
ー顧問の辻山先生による記念講演会を開催しました。この冊子は、その際の講演を編集
したものです。
講演は「戦後の日本社会を少し大きな立場で眺め、その中で自治体はどう歩んできた
のか、そして今どのような状況にあり、何が求められているのか」といったストーリー
でお話しいただくことになりました。
ところで今回は、辻山先生と記念講演の内容について、というよりは地域や日本社会
の今のありようについてかなり議論をさせていただくことができました。その中身は、
たぶん講演内容につながっているものと思います。安倍政権となり、地方分権という言
葉はほとんど聞こえなくなりましたが、地方創生とか社会保障改革、東京一極集中など、
気になる話は事欠きません。しかし｢私たちはいま―戦後日本と市民―｣という日本社会
の時間軸を鳥瞰する、辻山先生の市民的歴史観を少しでも共有できれば、これからの政
策課題や市民自治のあり方を考えていくうえで大きな手掛かりになると思います。
さて、八王子自治研究センターは 1984 年に設立し、昨年 30 周年を迎えました。また
今年は戦後 70 年という日本社会全体の節目の年を迎えています。
八王子自治研究センターが歩んできた 30 年は、行革とバブル、高齢化、人口減少と
いった高度成長から需要減少社会への転換期でした。辻山先生は講演の中で、「定常型
社会」と説明されていますが、その入り口にさしかかっている訳です。
そして大きなひずみも生まれています。一極集中による都市と地方のひずみ、高齢者
と若者の世代間のひずみ、そして格差拡大のひずみなどです。これらのひずみは縺れ合
いながら、労働者にもなりえない新たな貧困階層が年齢・性別を問わずに生み出されて
います。定常型社会の新たな再分配機能を構築し乗り越えなければならない課題です。
その意味で、中央政府の施策を具現化することを主務としてきた自治体から、地域社
会の合意を背景に、地域社会を代弁する基礎自治体(地方政府)に
自立できるのかどうか、これからの 30 年の課題だと考えており
ます。
戦後のあゆみと新たな社会像をたった 1 時間余りで、しかも誰
にでも理解できる言葉で的確に語っていただいた辻山先生への感
謝とともに、当センター会員はもとより大勢の皆さんが本冊子を
ご一読いただくことで、幸甚の至りとさせていただきます。
2015 年 2 月
一般社団法人八王子自治研究センター
理事長

藤岡

一昭
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2015 年度八王子自治研究センター総会記念講演

－戦後日本と市民－
一般社団法人八王子自治研究センター

顧問

辻山

幸宣

（地方自治総合研究所所長）

はじめに
―いまの日本が抱える課題―
□ 人口減少と自治体消滅？－地方創生
□ 所得格差・非正規労働－約 2043 万人 38.2％「丸山真男を引っぱたきたい。
31 歳フリーター、希望は戦争」(赤木智弘)
□ 貧困－（相対的貧困率：1985(12.0)→2014（16.1）OECD 第 2 位）
ワーキングプア（生保基準以下→生保引き下げ）
□ 政府財政の末期的症状－借金残高 780 兆円（税収 16 年分）依存度 43.0
□ 分権後の地方自治体－「分権で誰が幸せになったの」櫻井敬子

人口減少と自治体消滅？－地方創生
「いま、どうなっているのか」ということを、
学問的に解明するのは難しいと思います。例え

フランス語で、700 ページくらいある大著だ
ということです。

ば、高度経済成長期から低成長時代に移り、そ

内容は、過去 200 年間の先進国 20 数カ国の

の後何だかわけがわからなくなって、一時期バ

税金のデーターを分析したものです。この本の

ブルがあり、バブルが崩壊して、その後失われ

紹介に出会って参考になったので、そのストー

た時代が何十年かあり、何が起こって、どうし

リーで今日はお話ししていきたいと思います。

ようとしていたのか、きちんと説明することを

ところで、私事ですが、昨日、地方創生法とい

考えきましたが、やはりすっきりとしたストー

う法律が参議院を駆け足で通りました。他にた

リーは描けていません。

くさん重要法案があるのに、どうしてあの法律

そんな時にある著作の紹介に出会いました。

が通ったのだろうか。いうまでもなく、選挙用

今、世界中で読まれ、特に英語版に訳されて、ア

でございます。今度の選挙は、
「地方･地方」とい

メリカでベストセラーになっている、トマ・ピ

うことが、おそらく政権与党からは叫ばれて、

ケティというフランスの経済学者の著作です。

中身は何もないが、地方を良くするために、こ

「21 世紀の資本論」といいます。まだ、日本語

の政権はまだ 4 年頑張る。

になっていないんですが、年明けには翻訳版が
出版されるそうです。

この地方創生計画は 5 年計画ですので、それ
を売りにして、金は準備する。金を準備すると
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いっても、税金を引き上げないから何処からで

というのですが、参考人の陳述に立った時に思

てくるのということはあるが、金は準備するか

わず「ひと・まち・しごと」と、
「ひと」を先に

ら地方も頑張って事業計画を作ってくれよ。そ

いってしまいました。それが普通でしょう。
「ひ

こへ支援しますよということ。

と」よりも前に「まち」がくるという発想はおか

各自治体は、群がるように、おそらく計画作

しいでしょう。
「どなたがこの法律案の題名を考

りに走るだろうと思います。そして、それを成

えたのか糾明して、ぜひ、この委員会で法律の

り立たせているのは、全国に蔓延している「私

タイトルの修正をお願いしたい」というふうに

たちはいま」という問題。

申し上げました。

「いま、何処にいるんだい？」という主力の
人たちは、政府に提案すれば金が引き出せる、

もちろん、そのまま「まち」が頭にきた法案と
して昨日通りました。

金が引き出せれば、地域がよくなると感じてい

この法案は、先ほどいいましたように、地方

る自治体の理事者側というか偉い人たち、そう

創生の総合戦略を内閣の責任で作る。これを勘

いう人たちの想いが今度の選挙を支配するので

案して都道府県で総合戦略を作るように努めて

はないかと考えています。

くださいね。そして、国の総合戦略とこの都道

なぜ、私が地方創生法案に文句をつけるかと
いいますと、先月の 29 日水曜日の午前中に事務

府県の総合戦略を勘案して、市町村は総合戦略
を作るようにしてくださいね。

所へ電話が入りました。衆議院からでした。
「い

つまり、義務付けではないといい張るんです

ま、地方創生の特別委員会をやっております。

ね。だけど、皆さん、こういう計画作りって、義

明日参考人意見を求めますので、明朝 8 時 40 分

務付けにほぼ等しいですよね。
「いや、うちは、

までに衆議院へ来て下さい。」、こんな乱暴な話

計画はつくらん、金はいらんから」という自治

しをもってきました。

体は、ほぼなくて、全国の自治体が群がるよう

確か、地方分権一括法の時にも、口述人で出

に計画をつくる。

ましたけれど、この時は１週間以上時間があっ

その計画はどんなものか。これまで何回もや

て、私は民主党推薦から出ましたので、民主党

って実を結ばないものが急ぎで出てくるはずだ

から主旨の説明があって、それから各政党の質

と思います。そうすると、上手く成功する見通

問者が質問の主意みたいなものを説明してくれ

しも、しっかりとした日程も組めないままに計

ます。質問に立った時にはこの事を聞きますか

画を出して、金がついて事業をやってしまうと、

ら答えてくださいといったものです。

私は地方消滅を早めるだけだといいました。

今回は、どの政党が推薦したのか知りません

それをしないためにも、過去の「過疎対策」、

が、どの政党からも法案に対する賛成反対の意

「ふるさと創世」、「地域活性化」などたくさん

見表示もなく、質問にたったのは 8 政党の代表

やってきたはずなのに、その政策がやられても

でした。8 人が、入れ替わり立ち代り 3 時間攻

なお、人口減少が続いてきたのは「何故か」とい

めるというやり方で、参考人は、たったの 4 人。

う原因を究明してもらわないと、この法案は通

事前通告もないので、その場で質問されたこと

してはならないと申し上げました。

に答えるという大変過酷なことを強いられまし
た。

見ていると、全政党があまり反対しなかった
ようで、どうも地方という名がつくと、みんな

そういう中で、私が申し上げたのは、この法

弱いのかなと思っていまして、そういうことが

案の正式名称は、
「まち・ひと・しごと創生法案」

まかり通る世の中になっているということを、
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今日のテーマとしてお話したいと思います。
冒頭に、いま私たちが戦後暮らしてきた中で、

「これは犯罪でしょう」と私は、いったので
すが、まあ住民の気持ちを考えると、
「このまち

「わーこんなことになっているんだ」と思われ

は、人口減少に向かっていますよ。やがて、消え

ることを掲げておきました。もっともっとある

るかもわかりませんよ。
」とは、とても長期予測

かもしれません。

でも書けなかったのではという同情はいたしま
すが…。

「人口減少と自治体消滅」。これは、いま話し

いま、大慌てになっている 896 市町村も消え

たことです。まさに、あの日本創生会議の「増田

るという、まあ大胆な数字を出してですね、し

レポート」にいわれるような「自治体が消滅す

かも、消える確率の高い順番から自治体名を公

るんだよ」という話です。
「消滅するとはどうい

表したんですね。創生会議では…。

うこと？」という定義もないですよ。

それを見た金井利之という東大の若い教授は、

単純にいえば「20 歳から 39 歳までの女性が

地方創生という言葉に、創世をもう一つの「早

いなくなる」、「なんで消滅するの？」、
「みんな

逝」
、早く亡くなると当てました。まあブラック

東京へ行っちゃう」、「東京では子を産みにくい

はブラックだけど、ちょっときついなと。

から」、こういう議論なんですね。
自治体は、どうやったら消滅するか、人数の
点から一度計算してみました。そうしたら、自

彼は、この計画にうかうか乗って、大した金
でもないのに、事業費を取ると消滅を早めます
よといったのであります。

治体には、議会が必置ですので、議会議員最低
何人必要かというと、3 人ですね。議長と副議長

所得格差・非正規労働

と署名人 2 名で 4 人ですが、署名人は議長以外

あとは、確認です。所得格差が広がっている。

に 2 人でいいというで副議長が兼ねることが出

非正規労働という言葉が出てきてから、現在で

来ますので最低 3 人です。それに、市町村長必

約 2,043 万人といわれています。これも、後ほ

置ですので 4 人。それから、ここから先は、あ

ど、背景をお話しします。

まり厳密に出来なかったのですが、選挙をやる

それから、そこに書いてある赤木智弘君とい

時の投票立会人みたいな人たちも法律上は必置

う人が、月刊「論座」に「丸山真男を引っぱたき

なんです。住民の中から、そういうと、何人にな

たい。31 歳フリーター、希望は戦争」というタ

るだろう。人口が 10 人を切ると駄目かな？とい

イトルで書いた論文のことです。丸山真男は、

って、これは笑い話です。

日本でトップの政治学者です。この男を引っぱ

しかし、
「益田レポート」は、自治体が消滅す

たきたい！という。そして、このフリーターの

る、消滅すると脅かして、消滅する姿は示して

願いは「戦争」だ。何故かというと、
「このよう

いない。

にきっちりと格差が固定されてしまった社会を

これは、突然出てきたことではなくて、60 年

崩すのは戦争しかないのだ」といったのです。

代から俗にいう過疎化とかいわれて生まれ出て

後で述べますが、実は、先ほどのピケティと

きたものです。すでに 30 年も 40 年も前から、

いう経済学者も戦争と資本主義の発達論につい

もっと大げさにいえば 50 年も前から人口減少

て論及しているのであります。

は起きていたのに、当時の市町村の総合計画を
見てください。人口推計は「横ばい」か「やや上
昇」というふうに書いていたはずです。

この赤木君の論文を読みましたが、確かに胸
打つものがあります。
「フリーター、この人たち
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は、やがて常勤職になって、しかも、出来れば生

その他の借入金を入れると 1,024 兆円というこ

涯そこで勤め上げたいという思いさえも持てな

おわかりですよね。公債残高だけで 780 兆円、

い」ということを強調しているのですね。

とになっています。

いつから、こんなことになったろうかと思わ
せるものがあります。

予算をこれから組みますが、今年度予算は借
金が 43％。皆さんの家計を考えていただいてで
すね、家計で使うお金の 43％を借金でやってい

貧困
それから、
「貧困」。これは、いいですかね。

たら、2～3 年後には、もう誰もが貸してくれな
くなりますよね。そういう状態であります。

相対的貧困率、先進国で日本は第 2 位です。
最も高いのはアメリカです。まあ、相対的貧困
率というのは、金持ちの人から貧乏な人までを、

分権後の地方自治体
そして、この戦後の中で、私たちにとって最

ずっと並べて、その真ん中の値よりも半分以下

も大きな出来事だと感じさせられた「地方分権

の人たち、
全体でいうと 4 分の 1 以下ですよね。

改革」
、もう 14 年経ちましたが、この分権後の

その人たちが何パーセントを占めるかという割

地方自治、あの分権でどうなったのか誰にもわ

合ですが、1985 年には、その数字は、日本は

かりません。

12.0％でしたが、いまは 16.1％ということでア
メリカに次いで２位の貧困率を誇っている。
ワーキングプアの問題もずいぶんと議論にな
りました。

学習院大学の桜井敬子さんというとても元気
な研究者がおられて、
「地方分権って簡単にいう
な！」という論文を書いて、
「分権で誰が幸せに
なった？」と問うています。
以上のような状況はどのようにして生まれ変

政府財政の末期的な症状
それから、政府財政の末期的な症状。これは、
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遷してきたのか、そして「いま私たちは」どこに
いるのかを考えていきたいと思います。
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１．戦後日本の歩み（均衡―断絶―回復論）
（１）戦後均衡（古い公共のもとで）
国際的枠組みーブレトンウッズ体制

だ日本がドンパチ戦争をやっている最中に、連

「こんなことにいつなったの？」。何人かお若い

合国の経済関係の大臣たちが集まって、
「この戦

方がおられるので、
「生まれた時からだよ」とい

争が終わったら、世界の経済をどういう枠組み

う方がおられるかもしれませんが、私たちにと

でやろうか」と、もう、相談していたんですね。

っては、
「大きな峠を越えようとしているんだ」
、

それが、ブレトンウッズ体制というもので、そ

あるいは、
「峠は高みですけど、平らに歩いてい

こで作られたのは、国民経済は、それぞれ国に

って、いま奈落に落ちようとしているのかもし

よって、自立してやってほしい。相互不干渉に

れない」というような大きな変化を感じている

しよう。ドルを基軸通貨にして各国の通貨との

んですね。この事を、ざっと括ってみたいと思

固定相場を形成して世界的な為替管理を行うと

います。

いうものでした。

ヨーロッパの研究者が、日本の高度成長を「ア
ジアの奇跡」と呼んだんですね。「ミラクルだ」
と。それほど成長したのかというと、成長はし
ているんです。

成長と格差抑制の同時実現―再配分型政治
これは、私たちの子どもの頃には、国民経済
という言葉で習ったと思うのですが、国々が自

しかし、後でわかったんですが、その意味は、

立した経済を営む。そして、外国とのやり取り

ピケティによると、この時期、第二次世界大戦

は、為替というもので交換していこうというの

が終わってから 1970 年代の終わりくらいまで、

で為替を固定相場にした。1 ドルが 360 円とさ

1980 年代くらいまで、世界はどこも経済成長を

れました。従って、その頃は、物を作ってアメリ

しているのです。

カへ 1 ドルで売ると 360 円入ってきました。今

そのような中で、何故、日本がミラクルとい
われたのか。実は、経済成長を遂げたら、人々の

は、100 円そこそこしか来ないんですね。この
変化は、やはりすごいと思います。

間に格差が生じるのです。必ずといっていいほ

それと、税制による再分配。例えば、社会保障

ど。成功したものと成功しなかったもの、いろ

が必要だ。貧困者が増えているから、何とかそ

いろな意味での格差が生じるのですが、日本の

こを支援しなければいけない。「お金をどうす

高度経済成長は、そのような意味での格差を生

る」
、
「税金を上げよう」ということをやった。所

まずに成長した。これがミラクルだというふう

得税を上げる。法人税を上げる。上がった税金

に指摘されたんですね。

で分配をする。

どんなことだったんだろうか。それを、
「戦後

それは、日本の場合には、特に、いわゆる過疎

均衡」というふうに研究者は名づけています。

地といわれる地域へ公共事業として再分配され

その要素は３つです。一つは、国際的な枠組み

ることもとても多かったのです。

に支えられた。それが、ブレトンウッズ体制と

その仕組みは、また述べますが、このように

いわれるものでございまして、アメリカのブレ

して、ブレトンウッズ体制というのは、それぞ

トンウッズという村か町があって、そこで、ま

れの国がどういう行政事情に答えようとするか、

5

その時に、税金で引き上げたりすることが可能

ういう業界のなかに、実は地方自治業界という

だった時代だということです。

ものがあって、よくいわれているように、全て

日本は、先ほど述べたように、成長と格差抑
制ということを同時に実現しました。
かつて、北海道大学におられて、今は法政大

の分野で、
「橋もほしい」
、「学校もほしい」と、
どんどん、どんどん、陳情を上げて影響力を行
使した。

学に移られた山口二郎さん、彼がいった言葉で

与党自民党は、影響力を行使するときに約束

すが、
「擬似福祉国家。中身は、何かというと“再

を取り付けますよね。
「次の選挙でもよろしくね」

分配型政治”」。自民党は、実は再配分型政治を

というふうにいうわけです。従って、この構造

やったんだ。地方へ、貧乏人へ、職のない人へ配

が崩れない限り安泰です。だからこそ、38 年も

った。それが、日本の格差抑制ということにつ

政権交代しないできたんだということが、今に

ながったというわけです。

なってわかってまいりました。

これを、アメリカの大学で研究をしていた日

「族議員の研究」という本が出まして、私た

本人の学者が「仕切られた競争モデル」といっ

ちもちょっと勉強になったんですけど、この票

ていた。これが可能だったのは、例えば、国会に

と引き換えに公共事業、開発事業というものが

与党は予算を出さなければいけない。この予算

実現していった。お陰で、社会保障の下支えに

は、何処でつくるかというと、与党の総務会が

なったといわれています。

最終的に決定するのですが、その原案を作るの

何故かというと、公共事業費が全国へ分配さ

が政調会です。そして、この政調会の下に部会

れていくと、そこで働く人たちが発生します。

があります。

農業の機械化が進み、農村人口が過剰になると、

思い起こしてほしいのですが、建設部会、郵

その人たちが工事現場で働いたんですね。その

政部会、文教部会、労働部会、厚生部会、もう各

ようにして、失業を少なくして、東洋の奇跡と

省の出先のように部会があって、そこに所属し

いわれるようなセーフティネットを実現した。

ているのは、議員と官僚と、官僚が部会に入っ

ただし、当然のことながら、この地方自治業

ているわけではありませんが、影響力を行使し

界含めて、建設業界、いろいろな業界がそれを

た。それと業界といわれていますね。それを、俗

やっていくなかで、
「それをやると自然破壊にな

にいう鉄のトライアングルといったのですが、

るだろう」ということを誰も言わなかったんで

ここだけで議論するものですから、例えば「建

すね。どんどんと自然破壊が進んだ。そして、俗

設部会は、厚生部会とかに少し金を回してやっ

にいう土建国家といわれるような国家体制に変

てもいいんじゃないの」ということは絶対考え

わっていった。先ほども述べました自治体の開

ないんです。自分のところの利益を最大化する

発志向、成長志向というものは、実はこの時か

ために予算を作りますので、当然ながら全体の

ら深く根付いていったのだという理解を私はし

調整力がなければ、そのまま総務会を通って、

ています。

国会に原案として提出されるという宿命を持っ

これが、戦後均衡の２つ目の条件です。

ていたといわれています。
これを仕切られた競走モデルといっているわ
けです。

日本型雇用と家族の動員
3 つ目の条件は、雇用と家族の関係です。
「夫

そうすると、ここに上がってくる業界という

の雇用で家族みんなが食えていく」という体制

のは何かというと、建設でしたら建設業界、そ

でございます。あるデーターによると、1970 年
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に高齢者が、自分の子どもや孫と同居している

うことを考えたら 55 歳じゃ、ちょっと大変だろ

比率、そういう世帯を調べてみましたら 80％は

うということです。

子どもと同居していたんです。いまのような高
齢社会の問題ではなかったわけです。
これは、非常に大きい。これが、分解していく

さらに、様々なリスクには、企業共同体が担
うことによって、一種の企業コミュニティとい
うような機能が相当程度発揮された。

わけです。何故か。夫の雇用で家族をという家

私も覚えています。同級生や先輩たちの親が

族手当があり、いまはこの家族手当からも撤退

亡くなって、その葬式に行くと、なんと受け付

していきますしね。

けから、皆、会社の社員たちがやっている。結婚

それから、家族の変化に対応した待遇。子ど

式もそうでした。そのようにして、一種のリス

もが大きくなると、またお金がかかるというこ

クに対応するのも企業コミュニティであったと

とで定期昇給し、そして年功序列で賃金が上が

いう時代がありました。もちろん、健康保険や

っていった。次世代家族が成長するまで雇い続

年金なども企業単位でした。

ける終身雇用。

そして、戦後的均衡への最大の貢献は、家庭

これは、労働力の再任というのですが、ヨー

内で子どもを見る子育て、家庭内で年寄りを介

ロッパでも一般にそのことが承認されていたそ

護する、これは、全部女性の仕事でした。しか

うです。
「次の世代の良質な労働力を作るのは企

も、アンペイド、支払われない労働の人たちで

業の責任でしょう」ということで生活保障では

担ったんですね。現在の社会保障費予算の何割

賃金と終身雇用というものが採用される。

を、ただで家庭で支えてきたかというとものす

日本を調べてみますと、1980 年に大学へ行く

ごいものでございます。そのお陰で政府は、そ

男子の進学率が 40％を超えるんですね。いまは、 のお金を開発へ開発へと向かわせることができ
男女合わせて 52～53％です。大学進学率が 40％

たんです。

を超えたときに経団連は、定年制を 60 歳までに

こういう中で、家庭内役割分担論、女性を家

延長しようという方針を作って、55 歳から 5 年

庭内に固定をする問題、あるいは地域コミュニ

間引き上げるんです。それを、各参加企業に呼

ティが崩壊をしていく。だって、会社コミュテ

びかけて 60 歳定年制が採用された。

ィがあるんだもの。どんどんと崩壊していくよ

単純にいえば、子どもが大学を出るまでとい

うなことが起きたということです。

（注）高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（いわゆる中高一貫型）後期過程及び特別支援学校高等部の卒業生のう
ち、大学・短大に現役進学した者の割合。但し 1980 年までの数字については過年度高卒者分も含む。
（資料）文部科学省『学校基本調査』各年版（総務省統計局「e-Stat」より）
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（１－２）戦後均衡で培われたもの
戦後均衡で培われるもの
□ 毎年上がる賃金―住宅ローン拡大、労働組合運動隆盛（成長感）
□ 地方から都市への人口移動（過疎＋1 次産業高度化：化肥、機械化、事業）
□ 「一生懸命勉強していく大学へ入ればいい就職が待っている」
□ 豊かさ指標の定着―貨幣
□ 生産地と消費地の分離―食品、電気
□ 高度成長が人々を豊かにしてくれると信じるー社会のエンジン論

さて、戦後均衡の中で、培われたものは何だ

田舎にそんなに労働力がいらなくなってしま

ろうかと考えてみたら、結構大事なことなんで

ったものですから、ある意味では、吐き出した

すね。今日いらしている団塊の世代の皆さんに

ともいえると思います。

は、染み付いていることと思います。
まずは、毎年上がる賃金。上がって当たり前

る種の信仰といいましょうか、
「一生懸命勉強し

だと思っていたと思います。従って、住宅ロー

て、いい大学に入れば、いい就職が待っている」

ンがどんどんと広がっていった。借りる時は、

という甘い言葉がずっと人々に浸透していく。

相当負担が重いのですが、
「いや、2～3 年経て

そして、豊かさ指標というものが固定されてい

ば給料が上がって軽くなる」と銀行などもいっ

く。

ていた。もう一つは、労働組合運動が、大幅に
伸びたということですね。

つまり、物や金というもので豊かさを測ると
いう時代になっていく。

おわかりの通り、賃金が上がる、しかも労働

さらに、生産地と消費地が分離され、やがて

運動として獲得したかのごとき側面もありま

これが、過疎過密という問題につながっていく

す。そして、組合員が入る。当然事業活動も大

わけですが、今日の原子力問題もまさしく、こ

きくなりますので、企業も社員を増やす、自治

のことを背景にして立地場所が選ばれていくわ

体は、行政需要が増えますので職員を増やす。

けです。

そして、自治労もやがて、この戦後均衡後半あ
たりからは、100 万という数字を夢見るように
なってくるわけであります。
それから、地方から都市への人口移動です。
これは、よく農家の二・三男は、ふるさとを捨
てて都会へ出たといわれたんですが、実は、捨
てたのではなくて、農業などの 1 次産業が機械
化し、化学肥料などがでてきたものですから労
働人口が過剰になってしまったんです。
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そのようにして、移動がどんどん進んだ。あ
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（２）均衡断絶（70 年代世界同時不況から）
ブレトンウッズ体制の崩壊
結局のところ、
「経済成長が人々を豊かにして

は、360 円からあっという間に、260 円か 240
円くらいまで下がりました。

くれる。経済成長をして、日本全体の富が増え

そのようなことを経験しながら、結局、世界は

れば、社会福祉にも回せるでしょう。子どもの

資本が国境を越えて、どんどんと動く時代に入

保育にも回せるでしょう。」というトリクルダウ

っていった。

ン理論、しずく理論といっていますが、中央に

私たちの子どもの頃は、大人の人がよく海外

どーんと儲けがでれば、それがしずくのように

旅行へ行くと、
「いいな、うらやましいな」とい

社会を豊かにするという理論が定着していった

う話をしながら、群がるように寄っていったも

んだと思います。

のです。

そのようなものが、わりかし、簡単に、あっと

でも、こう聞きました。「そういうけれどさ、

いう間に崩れるんです。これを、均衡断絶とい

大して買物もできなかったんだよ」
。1960 年に

うふうにいっているんですね。

2 万円に増額されるまでは、2000 円という持ち

どこで、断絶したか、つまり戦後均衡がだめ

出しの限度額があったらしいんですね。それで、

になったかというと、きっかけは、70 年代、そ

アメリカへ行ったからといって、そうそういい

して仕上げは 95 年位と考えてよいと思うので

ものがたくさん買ってこれたわけではない。こ

すが･･･。

れが完全解禁されるのは 1978 年です。

1970 年アメリカのニクソン大統領が、世界に

すなわち、このボーダレス経済に移行するこ

向けて発信しましたよね。「もう、これからは、

とによって、資本がどんどんと世界を走り回る

ドルを持ってきても金と交換しませんよ」とい

ようになりました。

ったものですからドルは紙くずになってしまっ
た。なんで、アメリカがそんなことをいったの

オイルショックによる世界経済の落ち込み

かといいますと、ベトナム戦争でお金がかかっ

この変化は、次のように現れてきます。1970

て、かかって、やたらとドルを印刷してしまっ

年のドルショックに続けて、1973 年がオイルシ

た。

ョックです。中東戦争のあおりで世界中に石油

兌換（だかん）の準備金として持っていた金

が行き渡らなくなってしまいました。

の額を、大幅に超えて刷ってしまったものです

日本でも、何故かわからないけれど、トイレ

から、経済が不安定になった時に、
「ドルを持っ

ットペーパーを買いに走ったという摩訶不思議

てこられては困る」
「アメリカが倒産する」とい

な事件が起きた時期であります。燃料がないん

って、
「ドルを持ってきても交換しません」とい

で、世界の生産業が成り立たなくなって大不況

ったものですから世界は大騒ぎになりました。

に陥ります。世界同時不況といわれた時であり

当時いわれたのは、
「これで、金本位制は終し

ます。

まいだ」
「アメリカによる経済というものもお終

不況になると、当然、税金入ってきませんよ

しまいだ」ということがいわれ、固定相場制か

ね。給料も伸びませんよね。国は、税金が入って

ら変動相場制へ、それぞれの国が持っている通

こないので、どうにもならない。さっき、お話し

貨の価値はアメリカが決めるんじゃない、市場

したことを覚えているでしょうか。

で決まるんだということになって、日本の場合

そういう時、ブレトンウッズ体制の下では、
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各国が企業を説得して、あるいは金持ちを説得

これどうなります？「仕切られた競争」は、機能

して税金を上げさせてくれといえばよかった。

しなくなると思うでしょう。だって財政出動す

ところが、このドルショック移行、ボーダレス

る原資がないのですから。

化が進み、
「税金を上げるよ」といったら、企業
は安いところに逃げてしまうようになったんで

ところが、この後もずっと族議員政治は機能
して行くんです。小泉内閣ができるまで。

す。
「もっと安いところがあるからあっちへ行く

どうしてかというと、足りない時は借金する

よ」と、やれ「シンガポールへ行くよ」とかなん

からです。この時から、借金によって政策を運

だとか何処かへ行っちゃう。

営して行くことが一般化していった。

そうすると、国の大きな政策を税制で賄うこ

1975 年には、赤字国債を、ついに特別法を国

とができなくなってしまう。これは、もう独立

会で立法してしまうんですね。そして、これら

国家にとっては大問題です。

の族議員たちは、国に金がないにもかかわらず
やれ「空港だ」
、やれ「新幹線だ」と常に大きい

それ以降、どのようにして政策をやっていけ

ものを要求していって、実現してきた。それが、

ばいいのか、実は、今日までずっと引きずって

今日の約 1,000 兆円といわれる赤字になってい

いる。まあ、それが消費税問題にもきているの

るのですが…。

ですが、少なくとも税金の上げ下げで再分配を
強めたり弱めたり、その政策は取れない。

1975 年から、毎年赤字国債を発行することに
なるんですが、この時は予算の 25％だったんで

ご承知でしょうか、あのスウェーデンは結構

す。そして、1979 年についに第 2 次オイルショ

税金が高いのですが、国民は納得しているんで

ックということで、35％まで借金の依存度が高

すね。

まります。いっておきますけど、今年は 43％で、

だって、やがて国民は、国に全部面倒をみて

もちろん先進国で一番ですよね。

もらわなければいけないのですから、いまから

1970 年代末に、
「国債残高 80 兆円、このまま

ちゃんと税金を納めるのは当たり前だろうと思

では、日本の財政は成り立たないぞ」といって、

っているのですけど･･･。

あの第 2 次臨時行政調査会をやって、大改革を

それにしても、上限があって、有名なテニス

行なったんです。80 兆円ですよ。いまにいわせ

プレーヤーでビヨン･ボルグを引き合いに出し

れば、シャラくさいという金額ですよね。それ

て、税金の税率を語るときに、
「ボルグが逃げな

で、大蔵省も国民もこれは大変だという気にな

い程度まで…」という言葉が流行ったんですっ

って動き出したわけです。

て…。
それは、
「ボルグが外国へ行っちゃうぞ、これ

国際競争力の低下と男女共同への潮流

以上引き上げたら…」ということのようです。

さらに、ボーダレス経済が進んでくると、日本

どうもそれが限度だという話しがあるくらいス

企業も、いままでは、固定相場制で 1 ドルの物

ウェーデンでも逃げるということはあったんで

をつくれば 360 円入ってきた。それが、入って

しょうけど、そのような配慮がされていたこと

こないということになりますと価格競争に入っ

がわかります。

ていくわけです。
何処の商品が良くて安いかということになり

「仕切られた競争」破綻への道
日本でも、国家財政が破綻に瀕しますので、
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ます。そこで、日本は次々と負けていく。何故
か、生産コストが高いので、どうしても価格が
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高くなっちゃう。
「何故？」生産コストが高いか
ら…。人件費ですよね。労働者の賃金だけでな

して登場してくることになります。
そこで、そこでというと誤解があるかもしれ

く、家族の手当までみるという構造で、しかも、

ませんが、女性の労働力を生かしていくため

年功序列で、言葉を悪く言えば、会社にとって

に、家庭内のアンペイドワークから解放しなけ

能力があるかないか関係なく、年を取れば上が

ればいけないということになります。そして、

っていく。給料も年を取れば上がっていく。

女性の社会進出、男女平等参画社会とか、様々

そういうコスト構造だったものですから、これ

なことがいわれるようになります。

はどんどん負けていくなということが危機感と

２．均衡回復―改革の連続（この間の地方分権とはいったい何だったのか）
（１）第 2 臨調における改革（1981 年 4 月）

（２）第 1 次行革審（1983 年 6 月）

さて、このようにして直面した大混乱を、ど

これが、第 2 次臨時行政調査会というもの

のようにして乗り切ったのかというと、次の均

ですが、
「これを引き続きやろう。まだ、増税

衡回復ということであります。何とかして回復

なき財政再建は終わっていないぞ！」というこ

したいんだということで、いろんなことをやっ

とで、1983 年に第 1 次行革審で改革を続行し

た。

ます。この時は、地方行革の推進といって「地

ここからは、私にも分からない動きがでてき
ます。先ほど言いました 1979 年、それまでの借

方の改革もやってくれよ」というようなことを
大幅に持ち込んできたのであります。

金残高がピークに来た。
「もう持たんぞ」という

そこで、何をやろうとしていたのかといいま

ことで、1981 年に第 2 次臨調というものを設け

すと、
「小さな政府の実現」。政府にお金をかけ

るんですね。
「国をあげて改革するぞ」なんてい

るのはもったいない。そこにお金をかけるなら、

う掛け声で始まった。1981 年の 4 月に作って、

もっと民間にお金をかけて豊かにしようとい

様々な政府改革・政策改革をやったんです。改

うことが中心であります。

革の目標は財政再建です。
しかし、増税は出来ません。企業や金持ちが
逃げてしまいます。従って、
「増税なき財政再建」

（３）第 2 次行革審（1987 年 4 月）
さて、そこまでは、私も説明がつくんですね。

というのがスローガンになっていきます。それ

つまり、ここまで、どんと落ちたものは、ここま

を、実現する手法として、様々なことがやられ

で上げようという改革をやらざるを得なかった。

たわけです。例えば、国鉄等三公社の民営化と

そのためには、増税をやらないで財政再建が必

か、行政経費の節減、政府のスリム化ですね。

要ですよ。

政策赤字、つまり米、健康保険、国鉄で 3Ｋと

思い起こしますと、健康保険本人からもつい

いって、構造的な赤字の解消。例えば、市場に回

に診療時の負担金を取るようにした。確か 1 割

れば回るほど、赤字になってしまうということ

負担。これまでは取られなかったんですよ。

から、生産者米価を押さえ込むということまで
やりました。

それが、いまでは本人の負担を 3 割まで取っ
て戻そうとしたんですね。これが、臨調から第 1
次行革審まで位といえます。
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第 1 次行革審が一応終わって、引き続き、少
し間が開きますが 1987 年位には第 2 次行革審

分権をやれ」ということで、あの 2000 年の地方
分権一括法に結びつくわけであります。

を迎えます。ところが、ここで異変がおきます。

何故ここで地方分権が登場してきたんだろう

バブル景気に入ってしまい、ちょっと政府にと

かと、ずっと考えておりましたら、もしかする

っては、邪魔なくらいにお金が入ってくるよう

と、私の仮説ですが、この全体の均衡の回復と

になりました。

いう路線、例えばヨーロッパですと、いち早く

東京都は、当初の歳入見積もりが数千億円も

新市場主義というものが出てまいりましてね。

大幅な増収になってしまいました。見積もり間

「市場を強くしていくんだ」
「政府の機能も市場

違いが、それくらいあった。その金額は、鳥取県

で」という政権が、イギリスでもドイツでもア

の年間予算と一緒だったんですよ。私は、その

メリカでも生まれたわけであります。

時調べてびっくりしました。計算間違えが鳥取

その頃、日本は臨調行革をやっていて、やがて

県の全予算。それくらい都市では、バブル景気

地方分権の答申になる。次に掲げたのは、神野さ

でお金が入ってきて、こんなことになったんで

んが使っている社会のシステム図です。外側の

すね。
「こんなに金があるのに財政再建しなくて

円が世界だとしますと、
「政治システム」つまり

いいだろう」というふうになって財政再建路線

政府の活動、
「経済システム」つまり市場ですね。

を放棄することになります。

そして、
「社会システム」の三つで成り立ってい

そればかりではなく、1988 年には消費税法を

るという。社会システムというのは、お互いに協

成立させ、増税路線も敷きます。企業や金持ち

力したり助け合ったりという分野であります。

と庶民が同じ税率で、どちらかというと庶民が

そこで、なぜ均衡回復という中で分権という

負担する税です。海外への逃避もなく庶民の負

ことが出てきたかというと、分権というのは、

担で再建することを目指したのです。

政治システムの中で出てきた話しですから、こ

「じゃあ終わりじゃないか」
「いいじゃないか」 れまでは、一枚岩で内部関係だったんです。
「もう改革いらないよ」「これでお終しまいだ」

中央政府と地方政府の間で、上から「これを

と思っていたら、ここでやったことが、実は、地

やれよ」といわれたらやるしかなかった。機関

方分権だったんですね。

委任事務があったりですね。

「なんで？」、これまで申し上げてきたように、

分権改革では、一応それを廃止して、他人付

この国の戦後均衡から均衡断絶を迎え、回復す

き合いをさせる。事務の総量は、変わらないか

るための改革はここで一応終わった。その延長

もしれないけれども、お互いに立場を尊重し合

線上に、なぜ地方分権が出てきたのか。私にと

おうよ。そして、国の権限を降ろす。そして、地

っては、大変わかりにくいことでした。
（４）第 3 次行革審（1990 年 7 月）－豊かなく

政治システム

らし実現のための制度改革

（政府部門）

そして、第 3 次行革審を設置して、
「中央から
地方へ」、「官から民へ」というキャッチフレー
ズのもとに進めていった。この第 3 次行革審の
最終答申、
「地方分権の推進」というものを受け
て、国会が全会一致で決議するんですね。
「地方
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社会システム
（協力・協
同）

経済システム
（市場部門）
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方でそれを自発的にやってもらいたい。これが、
地方分権の中身でしたよね。
その先に狙っていた効果は、何かわかりませ

のかもよくわかっていない。
山梨県のある教育委員会は、父兄を集めて誓
約書を書かせて判子を突かせたんですね。どん

んでしたが地方に移ってきた。この様々な仕事

な誓約かというと、
「給食費をきっちり払います。

は、もう政府だけでは大変だから一緒にやろう

払えないときには、子どもに弁当を持たせます。
」

よと、自治体は社会システムとの提携を目論む。

というものでした。給食費を払えない親が、そ

俗にいう「協働論」などというものがでてくる。

の都度、子どもに弁当を持たせるなんて考えら

「新しい公共」といったりもしますね。また、政

れます？

府でやっていたものを、
「いや、俺たちがやるよ

もそれも、全部この給食費滞納問題、地方税滞

り、市場でやってもらった方がいい」という形

納問題、保険料滞納問題など様々な問題として

で市場化を図る。そういたしますと、全体とし

自治体全体をおおった課題でありました。そし

ての政治システムが軽量化されてくる。これが、

て、自治体は何処へ向かったかというと、経営

先ほど言いました中央から地方へ、官から民へ

改善に向かったんですね。そして、一部にいわ

ということではなかったかと考えています。

れるようになったのが「公務員のための自治体

子どもがどんな思いをするか。これ

当時から、ずっと影響をもってきた西尾勝教

か」ということです。
「職員と議員たちのために

授が、こういっているんですね。
「地方分権改革

経営を改善して行く。そのために強力に徴収す

で、ずいぶんと制度の改革をしたじゃないか。

る」と批判の的になった。

今こそ、その改革の中身を生かすべきだ。改革
を生かすように地方公務員は向かわなければな

さて、そこで、いよいよ終わりに向かいます

らない。」といっているんですが、何を生かすか

けど、その前に、先ほどのトマ・ピケティのやっ

よくわかりませんよね。いったい、何をくれた

たことに触れます。一番評価されたことは、こ
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の 200 年間の税の統計を取っ
て次のことがわかったんで
すね。資本収益率が、経済成
長率を上回っているんだ。そ
れは資本主義の原理だと。し
かし、唯一の例外があるとい
うことを発見したのです。下
の図です。純資本収益率が
1913 年から 1950 年のところ
に１度谷間があるでしょう。
この谷間が、第 1 次世界大戦、
第 2 次世界大戦の時だったと
いうんです。この時は、なん
と「格差がぐっと縮まったん
だよ」といっている。
どうして、格差がなくなったのかといいます

りあい労働分配率も高く、そして、経済成長率

と、トマ・ピケティによるとこうです。所得と富

が資本成長率よりも上回っていた時代というふ

の格差は 21 世紀にさらに拡大していくけれど、

うにいえるのであります。

例外は、1910 年代から 1970 年代初頭までの 60
年間です。

それが、いまはなくなった。何が起きている
かというと、
「弁護士になったらいいな」と、私

何故か。資本が崩壊したからです。市場が戦

は高校生の時は思っていましたが、いまの弁護

争で崩壊しているでしょう。それだけじゃなく

士さんたちは、調査によると年間所得 200 万円

て、建物や工場も物理的に崩壊したところもあ

以下の人が 7,052 人もいるそうです。これはプ

る。戦時調達という形で、税金も取る。そして、

アですよね。全体の 25％は、年間所得が 200 万

株式なんかも消失してしまう。そして、戦争が

円以下だ。じゃ、訴訟がないのかというと、そん

終わったと思ったら、戦後インフレが襲ってき

なことはないので、総訴訟件数は増えていませ

て、企業の優位、つまり資本化の優位は、この時

んけど減ってもいない。2000 年に 156,000 件だ

に一気につぶれたんだという理解であります。

ったものが、161,000 件になっている。もっと

しかし、1950 年代後半からその先は一気に回

も、件数の伸びのうち、大半は過払い請求の事

復して、ついに、準資本収益率の方が、生産高の

件だといわれています。いずれにしろ、年間所

成長率を超えていっているという時代に入った

得が取れていない。それは、どうしてかという

んです。要するに、資本を持っているものが投

と、資本が自己増殖するように金が流れている

資して、利益を上げる方が一生懸命働いて、生

からであって、人間には流れてこないんだと、

産を増やして利益を上げるよりも有利に儲かる

そういう時代に入っていった。

という世界です。これが資本主義の主流になっ
ている。
私たちが経験した、あの「戦後均衡」といわれ
る時代というのは、世界的にも同じような、わ
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それでも、世界に比べると、日本の場合は、
「うんと格差が広がっている訳じゃなくて、所
得の低い層が増えているよ」という分析もある
んですね。
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4 図をみてくだい。これで分かるように、右の

であります。

方に行って 1000 万、1200 万という可処分所得

ピケティは、いま、注目をされているわけで

を取っている層は、別に 1997 年から 2006 年の

すけど、彼は、こういった改革論を出していま

間に増えている訳ではないのです。

す。

全体として、ここに書いてある通りに「みん

何とか改革しなければいけない。皆さん、ど

な仲良く貧困社会」という、そういう社会が到

ういう改革しますか？ 「資産課税」です。資本

来しているのか。しかし、感覚的には、やはり、

をもっている人たちが投資をして、そこでまた

一部の金持ちがという感じがありますね。

稼ぐわけですから、その稼いだ資本に税金をか

その事を調べてみましたら、アメリカは上位
1 割の金持ちが、残りの 90％の人たちの総所得
金額と同じだけ独占しているんだという事がい
われています。イギリスでは、それが約 50％、
つまり 1 割の人の所得が 5 割の人々の総計と同

ける。日本がやったらどうなります。日本の資
本家は、何処かへ逃げますよね。
従って、ピケティは、全世界が声を合わせて
増税することを提案しています。
どんなふうにしたら、それが実現できるのと、

じ。日本とドイツは、また、その半分で 25％と

私は現実性がないなと思っているのですが…。

いうふうにいわれています。だからといって、

いずれにしても、そのような全体的な危機の

日本がいい社会といっているのではありません

中にあって、私たちは、これからどう生きてい

よ。みんなで仲良く貧困社会へ向かっているの

くかということを選ばなければいけない。
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３．バブル崩壊以後の世界（1991年転換期）－失われた30年に
□ソ連崩壊・冷戦終結、湾岸戦争、日本経済成長停止、以後ずっと
□戦後高度成長時代の終わり
□公害問題→環境問題（市民が被害者→市民が加害者）
□住宅ローンの負担感（非正規と住宅ローン、リーマンショック）
□いい大学出てもいい就職が待っているわけではない
□終身雇用放棄(日経連「日本的経営」1995 年)
□土建国家の崩壊（地方公共事業衰退、95 年 6.4%→05 年 3.5％＝小泉改革）
□1997 年共稼ぎ世帯優勢
□1998 年自殺者三万人突破 2003 年 25000 人、（漫画喫茶、ネットカフェ）

最後に、バブル崩壊後をどう考えるか。

わけではない。ましてや、終身雇用などという

ソ連が崩壊し、東西冷戦構造が終結する。湾

ものは夢の夢だ。」というふうになっています。

岸戦争が起きる。日本経済は成長が止まった。

1995 年、日経連は、日本的経営という本を出し

以後すっと止まったまま。

まして、これまでのような終身雇用政策は取ら

アベノミクスといわれるが、そもそもかつて

ないと宣言したわけです。

のような成長が戻ってくるのか。戻すべきなの

そして、土建国家の崩壊、公共事業が地方で

か。戦後均衡といわれた時代の高度経済成長時

展開されませんので、どんどん地方の経済が疲

代は終結している。

弊した。1995 年には、6.4％が公共事業でしたけ

公害問題が、環境問題と呼び方を変えたこと

れども、2005 年にはなんと 3.5％にまで減らし

もあります。つまり当時は、「市民が被害者だ」

た。半額にしていますね。これが、小泉内閣の姿

といっていたんですけれど、
「いや、市民が環境

でございました。

にとって加害者なんだ」というような捉え方が
出てきた。
「住宅ローンの負担感」の高まりは相当あり
ますね。この問題は、非正規雇用者はローンが
組めないということにつながるんですね。

そして、ついに 1997 年には、共稼ぎ世帯が上
に出たということ。そして、1998 年には自殺者
が 3 万人を突破している。
私たちは、これらをどう考えたらいいんだろ
うかという時に、内山節という哲学者が、世界

そうすると、日本の金融に伸びが出ませんの

の 7 月号だと思いました、次のように書いてい

で、何とかして終身雇用じゃない非正規の人た

ます。
「戦後世代の第一世代たち（私たち団塊の

ちにも住宅ローンを出せるようにしようという

世代のことなんですけど…）、この世代は（彼の

ことになる。

ほうがだいぶ若いんです）、こういうことを肝に

ひとつ間違えたら、例のアメリカにおけるサ

銘じていて、まだ頭が転換していない。それは、

ブプライムローンのように、大恐慌につながっ

『非正規は、勉強しなかったから非正規にしか

てしまう可能性があるんですね。

なれていないんだろう。負け組みだよ』という

そういったことも含めて、私たちはいま、新
しい状況にぶつかっている。
「いい大学を出ても、いい就職が待っている
16

ふうに思っている。これが戦後第一世代の精神
構造だ。従って、
『経済成長なくして社会は維持
できないんだ』という。こういう連中が、若い人
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たちが、例えば一定の年齢になっても『車の運

極の願いですよね。それで、安心できる生活が

転免許を取ろうとしない』
『アルバイトしてでも

したいんだ。私も賛成だけれども、そのために

車を買おうとしない』
（従って、日本の国内消費

は、腹をくくる必要性があります。
」ということ

は車も冷えているわけでありますけれど…）、そ

をお話ししました。

のような新しい世代の感覚、
『農業を目指すこと

「高い暮らしができる。これが両立するとは

を一生懸命考えている世代』、そして『正社員に

限りませんよ。少なくとも、現在、享受している

なることを特に望まない世代』、『フリーターで

幸せとか、利便とか、利益、そういったものの約

何処が悪い』、こういう新しい世代の変化に不快

3 割は捨てる覚悟が必要です。

感さえ持っている」と。

成長は、そのままにしておいて、安全だけを

そして、いま、いわれたように、農業の企業参

実現させることの難しさ、これは、私たちが高

入ということに対して、苛立つ人たちが出てく

度経済成長という異常な時代に培った感覚では

る。「田舎のしがらみが嫌で都会に出たくせに、

ありませんか」ということを申しました。

企業のしがらみは平気なのか」というふうに内
山さんにいわれた時に、私たち同世代はどうい
うふうに感じたのでしょうか。
いま、新しい社会を展望する時に、このよう
な世代を乗り越えていく。そういう戦略が必要
なのではないかという彼の考え方のようでござ

そして、「私たちはいま」、そのことを自分な
りに放棄するかどうかということを考えなけれ
ば、12 月の選挙では、投票の視点を失うことに
なるだろうと思っています。
「何に投票するんだ」、「何を拒絶するんだ」
ということが、わからないということになって

います。
私は、そういう意味で、かつて新潟県の柏崎

しまう可能性がある。私は、その事を、今一番危

市で、東京電力の第 7 号原発が停止していたの

惧しているわけでございまして、何だかわけの

を再稼動するかどうかという市民シンポジュウ

わからない自分の呟きみたいなものをいってし

ムに出て、基調講演を行いました。

まいましたが、時間にもなりましたので、以上

その時に、こういいました。
「この 7 号機を始
め、原子力発電所を廃棄する、それが、皆さんの

で終わりにいたします。いろいろなご意見を聞
かせてください。

「これまでと同じように、豊かで、利便性の究

辻山

幸宣さん

公益財団法人地方自治総合研究所所長
地方自治総合研究所研究員、中央大学法学部教授、中央大学大学院公
共政策研究科客員教授などを経て現職。著書に『地方分権と自治体連
合』（啓文堂）
、『住民・行政の協働』（ぎょうせい）などがある。
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2015 年度八王子自治研究センター総会講演（資料）
私たちはいま－戦後日本と市民－
八王子自治研究センター顧問 辻山 幸宣
はじめに－いまの日本が抱える課題
□人口減少と自治体消滅？－地方創生
□所得格差・非正規労働－約 2043 万人 38.2％「丸山真男を引っぱたきたい。
31 歳フリーター、希望は戦争」(赤木智弘)
□貧困－（相対的貧困率：1985(12.0)→2014（16.1）OECD 第 2 位）
ワーキングプア（生保基準以下→生保引き下げ）
□政府財政の末期的症状－借金残高 780 兆円（税収 16 年分）依存度 43.0
□分権後の地方自治体－「分権で誰が幸せになったの」櫻井敬子
１．戦後日本の歩み（均衡－断絶－回復論）
（１）戦後均衡（古い公共のもとで）
①国際的枠組み－ブレトンウッズ体制
国民経済自立

国際決済（ガット）為替管理

税制による再分配
②成長と格差抑制の同時実現－再分配型政治
財政出動型予算－「仕切られた競争」モデル
票と引き替えに実現される部分利益（幅広い施策）
公共事業によるセーフティネット
「東洋の奇跡」
＊自然破壊、土建国家、自治体の開発志向
③日本型雇用と家族の動員
夫の雇用で家族を（家族手当）1970 年同居高齢者世帯 80%
家族の変化に対応した待遇（定期昇給・年功序列）
次世代家族が成長するまで雇用（終身雇用）－80 年男子進学率 40%、定年延長 60 歳
リスクに企業共同体で（健保・葬祭・結婚）
社会サービスは家庭内で女性が
＊役割分担論、地域コミュニティ軽視
（１－２）戦後均衡で培われたもの
□毎年上がる賃金－住宅ローン拡大、労働組合運動隆盛（成長感）
□地方から都市への人口移動(過疎＋1 次産業高度化：化肥、機械化、事業)
□「一生懸命勉強していい大学へ入ればいい就職が待っている」
□豊かさ指標の定着－貨幣
□生産地と消費地の分離－食品、電気
□高度成長が人々を豊かにしてくれると信じる－社会のエンジン論
18
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（２）均衡断絶(70 年代世界同時不況から)
①ブレトンウッズ体制の崩壊
金本位制の終わり（ドルショック）
為替変動相場制へ
資本の越境（ボーダレス経済）２．均衡断絶(70 年代世界同時不況から)
①ブレトンウッズ体制の崩壊
金本位制の終わり（ドルショック）
為替変動相場制へ
資本の越境（ボーダレス経済）グローバル化
②オイルショックによる世界経済の落ち込み
経済成長の終わり
国家財政の危機
③「仕切られた競争」破綻への道
財政危機でも止まらぬ宿命（ダム・道路・埠頭・橋・空港）
借金大国への道（1975 年に一般会計で赤字国債：依存度２５％）
（1979 年第 2 次オイルショックで依存度 35％）
④国際競争力の低下
生産コスト（人件費圧力）の高さ
⑤男女共同への潮流
家庭内労働

アンペイドワークからの解放

女性の社会的進出
２．均衡回復－改革の連続（この間の地方分権とはいったい何だったのか）
（１）第２臨調における改革（１９８１年４月）
①土光の条件
ａ．必ず実行する
ｂ．
「小さな政府」をめざす
ｃ．増税によらず財政再建
ｄ．３ｋ赤字の解消
ｅ．地方自治体も例外なし
②第２臨調の改革手法
ａ．シーリング（予算要求上限枠）の設定
ｂ．民営化

国鉄

ｃ．行政経費節減

電電 専売
補助金 定員 給与 ムダ

ｄ．政策赤字解消 コメ逆ざや 健保自己負担
ｅ．行政組織改編 総務庁 内閣機能強化
ｆ．地方行政経費圧縮

「標準行政」
「選択と負担」
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（２）第１次行革審（１９８３年６月）
①地方行革の推進
地方の自主的領域に言及（新々中央集権主義）
②民間活力の重視
③地方自治制度改革－アメと鞭
議会関与承認

機関委任事務に検査・検閲 監査請求

監査範囲拡大

機関委任事務も対象 行政監査も

監査の自立 職員ＯＢの就任制限 常勤監査委員
機関委任事務の団体事務化
罷免制度の廃止

（統制のとれた分権）

職務執行命令訴訟

（３）第 2 次行革審（８７年４月）
①バブル経済（1986 年 12 月から 1991 年 2 月までの 51 か月間に日本で起こっ
た資産価格の上昇と好景気）で「財政再建路線」の放棄－なぜか「国・地方関
係」がテーマに
＜課題＞
ｱ.広域行政

ｲ.政治改革

ｴ.地域活性化

ｳ.一極集中是正

ｵ.中央官僚制の改革 （集権の限界、縦割の弊害）

＜制度構想＞
連邦制 道州制 ３００市 廃県置藩 特例都市構想
＜答申＞
都道府県連合－広域連合、市町村連合・都市連合－〃
地域中核市
（４）第３次行革審－豊かなくらし実現のための制度改革
①理念
「官から民へ」「中央から地方へ」
（規制緩和）

（地方分権）

②地方分権改革の構想と現実
パイロット自治体 経済特区 （開放区）－ﾌﾘｰｺﾐｭｰﾝ
法令・補助等各種規制から自由な試行的・実験的自治
－一律の分権への抵抗／意欲と力のある自治体に先行させる
→恒久的制度化
官僚の抵抗にあい後退－制度改正を伴わない運用の改善
細川部会長辞任－「実行の時代」
「政治の手による改革」日本新党
－総理大臣
③最終答申－「地方分権の推進」
戦略と手順を明記
（５）衆参「地方分権決議」1993 年 6 月

20

2015年度八王子自治研究センター総会30周年記念講演■「私たちはいま」

３．バブル崩壊以後の世界（1991 年転換期）－失われた 30 年に
□ソ連崩壊・冷戦終結、湾岸戦争、日本経済成長停止、以後ずっと
□戦後高度成長時代の終わり
□公害問題→環境問題（市民が被害者→市民が加害者）
□住宅ローンの負担感（非正規と住宅ローン、リーマンショック）
□いい大学出てもいい就職が待っているわけではない
□終身雇用放棄(日経連「日本的経営」1995 年)
□土建国家の崩壊（地方公共事業衰退、95 年 6.4%→05 年 3.5％＝小泉改革）
□97 年共稼ぎ世帯優勢
□1998 年自殺者三万人突破 2003 年 25000 人、
（漫画喫茶、ネットカフェ）
（1）高度成長世代（内山節）
非正規は「勉強しなかったから」
経済成長市場主義
新しい世代の変化に不快感
農業への企業参入→｢脱出してきた農村社会を肯定｣いらだつ人々が歓迎
―――民主党政権を支持――――
「田舎のしがらみがいや」で都会に→企業の
は平気？ 自立した個人は幻想でしかなかった
(2）新しい社会を展望する
定常型社会
自然や農村的共同体と結ばれる生き方
「逆都市化」現象
右肩上がりの経済に疑問

成長無くても生きていける

支え合う社会、助け合う社会づくり
「人口減少」「消滅自治体」「地方創生」のかけ声に追随しないあり方
都市への集中を抑制→地方の持ちこたえ 地産地消・都市は高いが当然
原発廃棄のシナリオ－３割減の生活受容
(3)自治体に横たわる課題
①あたらしい公共の設計
②自治体立法の現状
「乾杯条例」「犬猫餌やり禁止条例」「空き家条例」
「ゴミ屋敷条例」
（郡山市ゴミ屋敷騒動）
住み良い環境をつくる条例（騒音おばさん対策）
③私たちに何ができるか－市民の責務とは
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特定非営利活動法人

代表

こすもす

佐久間

寛子

特定非営利活動法人（以下は、NPO 法人
という。）
「こすもす」の佐久間と申します。
辻山先生のお話を聴いて、「これからど
う私たちが地域で活動していけばいいの
かな」と考えながら、私ども NPO 法人『こ
すもす』の活動をご紹介させていただきま
す。
『皆で働き分かち合う』ことを目的に
NPO 法人『こすもす』の活動は、まちづ
くりを進めていくという先見性があって、

そして三つ目の目的は、具体的にどん
な事業をするのかと考えた時、現在パン
の製造販売をしております。

今の活動をしているという訳ではなく、第

そして、そこが居場所となるためにカ

一の目的は共に働くということで、これか

フェでランチと喫茶を提供しています。

ら高齢社会の中で高齢者の皆さん、そして、 食品を扱うので、安全な食材が必要とな
年齢にかかわらず若い人たちもともに働

り、
「食の安全の啓発」ということにも取

いていくということで、一緒に力を合わせ

り組んでいます。

ていかないと地域の中で暮らしていけな
いのではないか･･･。
それは、また、障害のあるなしにかかわ
らず社会参加をしていくということで、
『皆で働き分かち合う』ということを目的
として始めた NPO 法人です。
その中で、次の目的は、第一の目的のた

22

始めてから丸 7 年たちますが、3 年先
の見通しをつけなければならないという
ところに来ています。
経営は本当に大変なのですが、その中
で私たちはワーカーズコレクティブとい
う働き方、お互いに運営し働く、「雇う、

めの「居場所づくり」となるような活動を

雇われる」という関係ではないやり方で

したいということで始めました。

進めています。

地域からの発信■皆で働き分かち合う

『こすもす』だったら安心という活動づくり

中で、あきらめないでまたチャレンジして、

先ほどの辻山先生の基調講演の中で、内

一般就労につながった方もいます。今いろ

山節さん(哲学者)の話にもありましたが、

いろな制度が動いてますが、たとえば貧困

「稼ぐ」ということだけではなくて、とも

問題もそうですが、社会的に私たちのとこ

に「はたらく」ということをどうやって作

ろを卒業しただけでは生活できないとい

っていくのかということも取り組んでお

うことが経験上分かってきたので、一緒に

ります。

働くことで、ともに働くことで何とか生活

今の事業形態は、どこの福祉制度にも当
てはまらない中でやっています。

していく、そして自信が持てる。もしかし
たら自分に適した仕事が見つかるかもし

10 代の若い方が参加する場合もありま

れない、とにかく一緒にいる場所を持ちな

すが、75 歳になる方も一緒にパンを作って

がら働き分かち合う場所をつくるという

働いています。障害者手帳を持っている精

ことが、新しい制度につながっていくとい

神や知的障害の方も一緒に働いています。

う、(社会に向けた)一つの提案として取り

同一賃金といいますか、皆で分配して働い

組んでいるというところです。

ているということになります。
その中で見えてきたことは、障害者手帳

ところで法人の年収益は 1400 万円ぐら
い、経費率は 1/3 ぐらいでやっていますが、

があってもなくても、なかなか就業につな

そこから人件費など生み出すことが非常

がらない若い方が多いということです。

に厳しいのでとても大変なのが現状です。

スタッフは 18 人程でシフトを組んでい

皆さまからのご支援もほしいところです

ます。そのなかに、20 代の方が 5,6 人いま

が、私たちの様な働き方や取り組みも、一

す。大学在学中から私たち「こすもす」で

つの提案としての意味もあるのかなと思

パン作りをしている方もいます。

い、これからもやっていきたいと思います。

そして、その方たちは、人とのコミュニ

今後ともよろしくお願いします。

ケーションが苦手だったり、アルバイトな
ど探しても結局断られてしまう。ブラック
企業で賃金未払いの被害にあうなどし、人
に対する不信や不安により引きこもりに
なってしまい、
「こすもす」だったら大丈夫
かもしれないということでご家族や友人、
中間就労支援グループなどから照会があ
って、ここで働いています。
この活動を社会に向けた一つの提案に

JR 片倉駅から徒歩３分です。
〒192-0914
東京都八王子市片倉町440-15メゾンパークス
電話/FAX ： 042-686-2622
http://cosmos.chu.jp/index.html

気軽に雑談ができるようになる、その
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特定非営利活動法人

八王子ワークセンター

事務局長

稲田

広子

人々や団体の努力で創設され、大きな公
共事業として制度化されました。
今思い返してみれば、まずは実態をつ
くるということが大きな役割でもあった
とあらためて感じたところです。
八王子ワークセンターの創設
さて、八王子ワークセンターは、八王
子障害者団体連絡協議会と八王子通所施
実態づくりから始めることの大切さ

八王子ワークセンターの稲田と申しま

設連絡協議会が中心となって 1997 年に
設立されました。

す。今、佐久間さんからお話がありました

それぞれの団体の代表や事務局長がワ

が、以前、佐久間さんが代表、私が事務局

ークセンターのボランティア理事となり、

長としてホームヘルプ事業を立ち上げま

八王子の障害のある方の就労と社会参加

した（八王子ワークセンターとは、別団

を支援することを目的として事業を開始

体）。

しました。

当時は、家政婦紹介所がホームヘルプ

当初から見ると、規模は大きくなり、

事業を担っていたのですが、私たちの世

現在、従業員は 90 人ほど、売上高も伸び

代の老後はどうなるのだろうかというこ

てまいりました。

とを考えた時に、今でこそ「もう一つの公

資料の法人パンフレットを見ていただ

共」といった言い方をするのですけど、

くと分かるように、障害のある方々が笑

「とにかく実態をつくっていこう」
、私た

顔で働ける場を提供したり紹介したりし

ちがホームヘルプをしていけば制度とし

ています。

てつながっていくのではないか、実態を
つくりロビー活動をして制度をつくって
いく。
その後、介護保険という制度が多くの
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事業は、大きく分けると「障害者個人
の方を支援する事業」と「障害者団体を
支援する事業」を展開しています。

地域からの発信■集まれば大きな力

「障害者個人の方を支援する事業」は、

トルとかプラスチックを資源として

就労を目指す方への支援と定着のための

出されていると思いますが、それを

支援を『八王子市障害者就労・生活支援セ

仕分けしているのが「リボーン」で

ンターふらん』が行っています。仕事の探

す。市内で集められたプラスチック

し方、履歴書の書き方、面接の受け方の相

などは、ラインが 3 本あり手作業で

談をお受けします。又、就職はゴールでは

仕分けをしますが、なかには、アイ

なくスタートです。新しい職場では仕事

ロンがあったり注射針があったりと

やルール、人間関係など、習得しなければ

んでもないものが混じっています。

ならないことがたくさんあります。職場

かなり大変な仕事なのです。是非皆

になるべく早く慣れ、長く働き続けてい

さんしっかりと分別して出すように

くために、様々な支援を行います。

してください。(拍手)
ペットボトルのシールは、八王子

○

就職された方が、長く仕事を続けら

市の場合、はがさなくていいのです

れるよう余暇活動の場を提供する

が、はがすと中がきれいかどうかわ

『地域活動支援センターわくわく』

かるのではがしてきれいな状態で出

があります。働く中でいろいろなこ

すようにご協力ください。(大拍手)

とがあり、つらい思いもしながら働
き続けなければならない訳で、ちょ

○ 一般企業での就労が困難な方に働く

っとホッとしたいなとか皆で顔を合

場を提供する福祉的就労の場として

わせて話をして働き続けるといった

『ワークポートかてかて・はっち・

場所です。実は今日も、わくわくの皆

クリエイト』があります。ワークポ

さんは朝 7 時に集まってお台場の大

ートかてかては障害者団体支援事業

江戸温泉に行って楽しんでもらって

（かてかて）の補助作業、ワークポ

いるところです。

ートクリエイトは、クリエイトホー
ル 1 階で喫茶店をやっています。

○

働くということがキーワードなので
すが、そこに繋がる意味もあるので

又、2004 年市職員組合から、障害者団

すが、子どもたちの『放課後デイサー

体が作る商品の販売や各団体の障害者の

ビスわくわく』を、去年立ち上げまし

研修の場として市役所売店を提供して下

た。私は、今、そこの管理者として毎

さり、実績が増え躍進して 2007 年 8 月

日現場で働いています。

には、
『市役所売店はっち（ワークポート
はっち）
』として八王子市職員等事業本部

○

障害者の一般就労の場として『プラ

とパートナーシップ協定を結び協働で運

スチック中間処理事業所リボーン』

営しています。現在は、障害者団体が作

があります。スタッフは 50 人以上い

る商品のショールーム的な存在となり、

てその半数以上が障害のある方たち

複数の団体の障害者の就労に向けたステ

です。皆さん八王子の方でペットボ

ップアップの場となっています。
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オの会場はそれほど広くはないので、そ

集まれば大きな力
「障害者団体を支援する事業」は、
「か

の中から 30 点ほど販売会場に展示して
あります。30 点選ぶのに地域の民生委員

てかて」と言います。
現在、身体・精神・知的の障害の種別を
問わず 65 団体が加盟しています。

や社会福祉協議会の皆さん達に審査員に
なってもらい選びました。自主製品もい

各団体が作った製品を道の駅だとか八

いものがたくさんあります。福祉だから

王子市役所の中にある売店などに、一団

ということで買ってもらうのではなく、

体で商品を出すということはなかなかで

いい製品だということで買っていただき

きません。そこで、ワークセンターを通じ

たいと思っています。

て集まった商品を「かてかて」という、い

八王子周辺の方言で、まぜごはんを「か

わばブランド名を付けて販売しているわ

てめし」ともいいます。そこから「まぜ

けです。実は、今日から八王子駅ビルのセ

まぜ」という意味で作った造語です。障

レオで、フロアーの一部を借りて販売し

害のある人もない人も「まぜまぜの社会」

ております。是非皆さん寄ってみて下さ

をつくろうという意味で使っています。

い。各団体では、障害者の皆さんがいろい

街の中で障害者とともに一緒に暮らし

ろな作業をするのですが、同時にアート

ていきたいということを申し上げて報告

活動もやっておられます。今回、絵の募集

とします。

をしたら 101 点応募がありました。セレ

ワークセンターのご紹介
事業目的：障害のある人の働く場を広げ、等しく就労の機会を提供するとともに、社会参加を通じ
て自立と生活の向上に寄与する。
事業内容：作業所等の団体支援を中心におこなう工賃向上推進事業と個人への支援を中心にお
こなう就労支援事業を展開。2004 年 10 月からは、ペットボトル中間処理事業所リボーンを通して
事業所として直接障害者雇用もおこなっています。
今後の課題：
工賃向上推進事業





新規事業者開拓
新規委託事業の開拓・開発
自主製品の質の向上と販路拡大

就労支援事業





職場実習受け入れ事業者の開拓
生活支援センターとの連携強化
地域ネットワークの強化

〒193-0835

東京都八王子市千人町二丁目７番５号
●ＪＲ中央線西八王子駅北口より徒歩５分

＊ご協力ください：ワークセンターでは、企業開拓等の事業をお手伝いいただける方や仕事を提供して
くださる事業者の方を募集しています。
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地域からの発信■若者プロジェクトから見える子ども・若者の貧困と支援

2015 年度八王子自治研究センター総会・地域からの発信

一般社団法人

八王子自治研究センター

事務局長

佐藤

千恵子

八王子自治研究

した。このプロジェクトは、現在、貧困状

センター（以下、

況にありながら自立をしている若者たち

「自治研」という） が集まる『クロ茶会』と、高校生５人が集
の佐藤です。

まってわいわい意見交換を行っている『優

自治研では、子ど

笑（ゆうしょう）☆ミーティング』の２つ

もや若者が夢と

があります。

希望のもてるま

この２つの活動は、無理をせず、自分た

ちづくりを目指

ちのスタイルで楽しく進めることをコン

すために、様々な角度から研究活動や取

セプトに活動を行っています。

り組みを行っています。
地域で子どもや若者を支え・育んでい

子どもや若者の中には、家族の問題や地

くためには、行政も含め子どもや家庭の

域のつながりの希薄化の中で、孤立し、支

支援に係る多くの人たちが手と手をつな

援を得られず苦しんでいる人たちがいま

ぎ、子どもの権利を守る視点から子ども

す。孤立・貧困などに苦しむ若者と一緒に、

や若者施策を考えることが大切です。

自治研では、相談場所と仲間づくりを目的

特に、子ども・子育て・若者の自立など

に活動しています。

の課題について検証していくためには、

そして、若者や高校生に寄り添い、それ

当事者からの発信が重要になってくると

ぞれの抱えている課題を共有しながら検

考えています。

証を重ねていくと、乳幼児期から学齢期、
義務教育から青年期、自立へ「つなぐ」支

≪一人で悩まない、いつでも相談できる

援が必要とされることがはっきり見えて

居場所づくり≫

きました。

自治研では、高校生や若者の課題につ
いて当事者が集まり、自分たちが発信し

地域で暮らす子どもや若者が自立する

たい声を自分たちで伝える運動につなげ

ためには、貧困や虐待、不登校、ニートな

るために若者プロジェクトを立ち上げま

どの困難に陥った時でも、身近に相談が
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出来る場所、また、ほっとできる空間と時

その人に沿った支援プログラムを立て

間、そして的確に支援が出来る人材が求

ながら、その人が中心に自立の道を探るこ

められています。

とがとても重要だということが、自治研活

そして、自尊心を失っている子どもや
若者には、自尊心を回復させる環境を整

それは、言葉を変えると、困難な状況に

え、さらなる支援として学習支援や就労

ある子どもや若者が求めている支援は、

支援とつなげていくことが自立支援の大

「尊厳」つまり自分という存在を自分が認

切なポイントになっていきます。

められる感覚を持つという過程がとても

厳しい社会状況だからこそ、子どもは

大切だということです。

子どもの権利の推進を前提に、
「社会で育

自治研では、この 4 月から施行される生

つ」、
「社会で育てる」という認識を持ち、

活困窮者自立支援法と子どもの貧困対策

「子どもの居場所」
「若者の居場所」を確

推進法が、名前だけにならないように、
「生

実に確保するという課題を、真剣に考え

活困窮者支援政策研究会」を立ち上げ、事

なくてはなりません。

例を検証しながら、当事者に届く、また、

地域で暮らす子どもや若者の中には、

支援を「つなぐ」施策のあり方を八王子の

今も「虐待される」
「家族から家を追い出

まちづくりの一つとして提言を出してい

される」、「家族の借金で家がなくなる」、

きたいと思っています。

「ひとり親の死」などで窮地に追い込ま
れている事例が数多くあります。

若者プロジェクト

高校生たちが集まる
「優笑☆ミーティン
グ」学校の事、将来の
ことなど、皆真剣に語
り合っています。
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動でも見えてきました。

今後とも、皆様のご協力をお願い致しま
す。

～若者からの発信～
話を聞いてもらえるというのはいいことかもしれ
ない。自分の辛い気持ちを一部でも共有してもらえ
ると気持ちがラクになる。
自分にはそこまでの気持ちに至る過程があるわけだ
けれども、中々そこまでは理解してもらえないとこ
ろもある。それでも話を聞いてもらえたか そうで
ないかで差というのはでてくるものだった。一人じ
ゃないと感じることもできた。どんな重い話でも聞
いてくれる人、話した内容、考えがその話した人の
全ての考えではないと前提で聞いてくれる人、そん
な人が自分の話を聞いてくれる。それはすごく幸せ
なことなのかも。
（自筆）

