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はじめに

　要配慮者世帯の就業者が持続可能な働き方と暮らし
方を実現する上で重要な要素として，就業先の雇用体
制・就業者の働き方等の「①就業環境」，日常の生活
福祉等の「②要配慮者・世帯支援」及び「③地域社会
の互助体制」，勤務先・居住地の都市基盤整備状況等
といった「④都市・地域環境＝都市整備・まちづくり」
があげられる。これらの環境・体制が満たされ，さら
に，就業者自身が最も関心の高い社会的分野で自己実
現を図ることができれば，まさに理想的である。
　しかし，日本社会全体における財政難と少子高齢化
の進行，それに伴う，各就業先事業所における次世代
の担い手不足や，各世帯におけるダブルケアからトリ
プルケアへの進行（ケアの複合・多重化）等が顕著と
なってくる。その結果，多くの就業者にとって，経済
的・体力的・時間的負担増が継続していくことは，ま
さに全国民共通の「今そこにある危機」である。
　ここでは，①就業環境，②要配慮者・世帯支援，③
地域社会の互助体制，そして，これらの環境や体制を
支える空間づくりとしての④まちづくりといった4つ
の視点（図1）から法制度や施策等の経緯を振り返り，
今後目指すべき都市づくりの方向性について整理を行
っている。
　本稿に関連する主な法制度，施策・取組事例等を年
表に例示したが，紙幅の関係上，すべての法令・計画・

事業等について掲載できないことをご了承いただきた
い（口絵a,b参照）。

1． 個別の民間活動及び公的救貧策の始動期 
　［1800年代以降］

　海外で最も古い保育施設は，イギリス・スコットラ
ンドの「性格形成学院（1816年）」であり，産業革命以
降の労働者（特に，労働力として起用された婦女子）
の生活環境に配慮し，ニュー・ラナーク紡績工場内に
設置された，幼児～成人を対象とする私設学校であっ
た。また，正式な幼稚園の始まりは，「一般ドイツ幼稚
園（1837年）」であり“kindergarden”と名づけられた。
　国内で最も古い託児施設は混血児童の受入を行った
「亜米利加婦人教授所（1871年）」であり，その後，農
繁期の託児機能を担う「下味野子供預り所（1890年）」
や子守学校としての「静修女学院附設託児所（1890
年）」，さらには，紡績工場等の就業者の児童を預かる
「鐘ヶ淵紡績株式会社兵庫工場付設幼児保育舎（1902
年）」（写真1）等，当時の就業・養育環境に対応し，個
別に任意の民間託児施設が設置された。また，国内で
最も古い幼稚園施設は，京都上京第三十区第二十七番
組小学校内に附設された「幼穉遊嬉場（1875年）」であ

要配慮者世帯の働き手を取り巻く就業環境，世帯支援，
地域社会の互助体制，まちづくりに係る法制度・施策の系譜
Progress in Laws and Measures Related to a Worker, Who Needs Assistance to Individual and 
Household, Mutual Aid and Community Development

前川 裕介　　（株）建設技術研究所 東京本社防災室
Yusuke MAEKAWA 

特 集　担い手不足・超高齢化・ダブルケア時代を生き抜く地域づくり 【解題】

図1　要配慮者世帯の就業者が持続可能な働き方と
暮らし方を実現するために必要な4つの視点 写真1　鐘ヶ淵紡績株式会社兵庫工場付設幼児保育舎
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るが，1年半で廃止された。
　この時代の公助による救貧制度として，棄子養育米
給与方（1871年）や三子出産の貧困者へ養育料給与方
（1873年），そして，全国的な救貧制度としては，そ
の後50年以上続く恤救規則（1874年）が定められた。
なお，同時代においては，罹災困窮者支援として，備
荒儲蓄法（1880年）も定められていた。
　この時代は，近代の工業化の流れにおける就労者や
児童の厳しい生活環境を鑑みた，個別の活動（民間の
附設託児所確保）や最低限度の公的救貧策の始動期で
あった。

2．社会保障制度創設期［1920年代～1950年代］

　1920年代以降，職業紹介法（1921年）を皮切りに，
健康保険制度（1922年）や旧国民健康保険法（1938年）
等，戦前の産業発展とともに，現在の社会保障制度の
前身となる法制度が定められた。また，米騒動（1918
年），関東大震災（1923年），昭和金融恐慌（1923年）と
いった厳しい社会情勢の中，生活救護が必要な世帯へ
のセーフティネットとして，恤救規則（1874年）に変わ
り救護法（1929年）が制定された。救護法は，その後，
対象者別の補完施策である母子保護法（1937年）や軍
事救護法（1917年）とともに生活保護法（1946年）へ
と統合された。母子保護法の制定については，1920 年
前後の母子保護論争や母子扶助法制定運動及び母子ホ
ームの設置要望の流れを受けたものであり，母子保護
法制定の同年に東京市下谷の龍泉寺婦人宿泊所に「恵
和母子寮（1937年）」が設置され，その後，母子ホーム
の設置が広まった。東京市においては，既に託児保育
規定（1921年）等が定められており，当時の工場街で
ある本庄区入江町に，公立託児所としては初の「江東
橋託児場（1921年）」（写真2）が設置され，その後，託児
場の設置が進められていた。

　社会福祉については，戦後の混乱期における孤児や
負傷者等に対応すべく，福祉関連法（いわゆる福祉三
法）として，生活保護法（1946年，1950年改正），児
童福祉法（1947年），身体障害者福祉法（1949年）が
制定された。その後，生活保護制度の改善強化に関す
る勧告［49年勧告］（1949年）が社会保障制度審議会に
て示され，生活保護法（1950年）が改正された。49年
勧告では，「防貧自立の機能」が示され，生活保護法
（1950年改正）の第一条においても，「自立を助長す
る」ことが追記されるようになった。
　就業環境については，戦後の戦災復興に併せて，労
働基準法（1947年），職業安定法（1947年），失業保険
法（1947年）が制定された。その後，日本国憲法25条
に基づく社会保障制度の基本的指針として社会保障制
度に関する勧告［50年勧告］（1950年）が社会保障制度
審議会にて示され，国民健康保険法（1958年），国民
年金法（1959年）等が制定された。
　この時代は，戦前から戦後まもなくまでの混乱期に
おける国民全体の苦しい生活環境に対応した，公助に
よるセーフティネットを主とした社会保障制度創設期
であるといえる。

3． 社会福祉制度整備による要配慮者支援と多様な  
就業者雇用促進時期［1950年代～1970年代前半］

　海外においては，国連欧州会議（1958年）にて「バ
リアフリー」，デンマーク1959年法（1959年）にて「ノ
ーマライゼーション」の概念が提唱された。
　国内の社会福祉については，関連する法制度として，
精神薄弱者福祉法（1960年），老人福祉法（1963年），母
子福祉法（1964年）が制定された。いわゆる，福祉三法
から六法への福祉関連法制度の整備時期である。
　就業環境については，雇用・就業促進策として，旧
職業訓練法（1958年）及び職業訓練法（1969年），そ
の後の職業能力開発促進法（1985年），身体障害者雇
用促進法（1960，1976改正），高年齢者雇用安定法
（1971年），勤労婦人福祉法（1972年）が制定された。
就業促進については，戦前の国家総動員法（1938年）
による技能者養成システムから，戦後の高度経済成長
期における能力開発や人材確保といった生産現場の技
術革新や社会ニーズに伴った多様な就業者の継続的雇
用促進へと転換した時期である。
　地域社会の互助体制については，全国社会福祉協議
会からボランティア活動育成基本要項（1968年）が発写真 2　江東橋託児場（乳児室）
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表され，主に高齢者・障害者を対象とした要配慮者支援
に係る地域福祉の推進や学校教育の一環としての地域
ボランティア活動の育成が始動した時期でもあった。

4． 男女共同参画，高齢者・要配慮者の社会参加の
環境整備展開時期［1970年代後半～1990年代］

　海外においては，国連における国際婦人年（1975
年），国際障害者年（1981年）の時代であり，女子差
別撤廃条約（1979年），障害者に関する世界行動計画
（1982年）や障害者の機会均等化に関する標準規則
（1993年）が定められた。ノルウェーでは早い段階で，
育児休業を拡充した労働環境法（1977年）や雇用を含
めたあらゆる性差別を撤廃する男女平等法（1978年）
が制定された。また，労働時間についても，EUにお
ける労働時間指令（1993年）やパートタイム労働指令
（1997年）による労働時間の見直し以降は，ノルウェ
ーのパパ・クォーター制度（1993年）等やスウェーデ
ンの両親休暇法（1995年）による子育て支援の制度が
整備された時期である。
　国内の雇用体制については，女子差別撤廃条約の批
准（1985年）に併せ，男女雇用機会均等法（1985年）
が制定された。さらに，労働者派遣法（1985年），労
働基準法改正（1987年），その後の完全週休二日制導
入（1992年）や労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法（1992年），パートタイム労働法（1993年）等
の制定により，労働時間や休暇取得の考え方が大きく
変化した時期となった。
　高齢者雇用や男女共同参画については，高齢者雇用
安定法（1971年）以降の定年制60歳の努力義務から義
務化への段階的引上げ改正（1986，1994年），育児休業
法（1991年），育児・介護休業法（1997年），男女雇用機
会均等法改正（1997年），男女共同参画社会基本法
（1999年）が制定され，企業向けの均等推進企業表彰，
ファミリー・フレンドリー企業表彰制度（1999年）が
導入される等，「子育て・介護（老老介護含む）を行う
就業者層」の就業継続環境整備が始動した時期である。
　子育て支援環境については，1989年の合計特殊出
生率が1.57となったことが判明した「1.57ショック
（1990年）」以降，エンゼルプラン（1994年），新エン
ゼルプラン（1999年）に基づく少子化対策としての施
策が展開されていった。なお，1.57ショック以降も，
合計特殊出生率の低下はさらに続き，2005年には過
去最低の1.26となった（図2）。

　社会福祉については，ゴールドプラン（1989年）の策
定と社会福祉関係八法の改正［老人福祉法，身体障害者
福祉法，精神薄弱者福祉法，児童福祉法，母子及び寡婦
福祉法，社会福祉事業法，老人保健法，社会福祉・医療
事業団法］（1990年）により，現在の社会福祉関係法の大
枠が整備され，地域・在宅福祉の流れが明確となった。
　地域の福祉活動については，社会福祉事業法改正
（1983年）により，これまでの都道府県社会福祉協議
会に，市町村単位で地域福祉を支援する活動団体（市
町村社会福祉協議会）が追加規定された。そして，社
会福祉事業法改正（1992年）を踏まえた「国民の社会
福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に
関する基本的な指針（1993年）」が示され，社会福祉
協議会がボランティア活動の支援窓口機能を担った。
また，社会保障体制の再構築に関する勧告～安心して
暮らせる21世紀の社会を目指して［95年勧告］（1995）
においては，「地域の特性を生かした保健・医療・福
祉のまちづくりも，市町村が果たすべき重要な役割」
と，これからの「保健・医療・福祉のまちづくり」へ
の流れを示している。
　施設整備については，中央社会福祉協議会における
「社会福祉施設の緊急整備について（1970年）」の提言
を踏まえた福祉施設緊急整備5ヵ年計画（1971年）にお
いて，全国的取組として，社会福祉施設整備による受け
皿の確保（5年で1.4倍以上の定員目標）を掲げた（表1）。

図2　出生数及び合計特殊出生率の年次推移

表1　社会福祉施設緊急整備五カ年計画［定員数］
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　まちづくりの取組については，仙台市における生活
圏拡大運動（1969年）を発祥とし，身体障害者福祉モ
デル都市事業（1973年）及び障害者福祉都市推進事業
（1979年），そして，全国に先駆けて基礎自治体が整備
基準を示した町田市の建築物等に関する福祉住環境整
備要綱（1974年）等，福祉施設の整備と建築物・設備
のバリアフリー化を中心に，「福祉のまちづくり」が始
動した。その後，東京都における福祉のまちづくり整
備指針（1987年）によるモデル地区の取組を契機に，
旧建設省におけるふれあいのまちづくり事業（1991
年），人に優しいまちづくり事業（1994年）といった都
市整備分野における全国的な施策展開が図られた。
　まさに，男女共同参画，高齢者・要配慮者の社会参
加の環境整備と福祉のまちづくり（ソフト・ハード）
の始動・展開時期である。

5． 持続的な就労・居住環境の確保と包摂的な
地域づくりとの取組連携期［2000年代以降］

　海外においては，EUにおける1990年代後半のパー
トタイム労働指令（1997年），有期労働指令（1999年），
労働時間指令改正（2000年）の流れに併せ，欧州にお
ける非典型雇用が一般化した。この頃から，フランス
の時短ワークシェアリングを定めたオブリ法（1998
年），イギリスのワークライフバランスキャンペーン
（2002年），EUのテレワークに関する枠組み協約（2002
年）において用いられた，「ワークシェアリング」，「ワ
ークライフバランス」，「テレワーク」といった概念が，
その後の働き方改革のキーワードとして広く用いられ
るようになった。さらに，国連特別総会女性2000年会
議（2000年）では「男女平等の推進に向けて，男性も
関与し，女性と共同して責任を分かち合わなければな
らないことを強調する」ことが示された。
　国内においては，就業環境について，情報通信機器
を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガ
イドライン（2004年），世界最先端IT国家創造宣言
（2013年），テレワークではじめる働き方改革（2015
年）（図3）等にて「在宅勤務（テレワーク）推進」，仕
事と生活の調和（ワークライフバランス）憲章（2007
年）にて「働き方改革」を目指した社会全体の取組が
明示された。
　男女共同参画については，男女共同参画基本計画
（2000年）の策定以降，子ども・子育て応援プラン
（2004年）の施策推進や女性の再チャレンジ支援プラ

ン（2005年）による再就職・起業支援が展開された。
　就業継続と子育ての両立については，「仕事と子育
ての両立支援等の方針（2001年）」にて待機児童ゼロ
作戦が示され，東京都では認証保育所制度（2001年）
が始まった。その後，新待機児童ゼロ作戦（2008年）
による就学児童の放課後受入等により，就業継続と次
世代育成を目指した取組を展開し，児童福祉法改正
（2009年）による子育て支援事業・家庭的保育事業・
里親制度改正・小規模住居型児童養育事業が進められ
るようになった。
　さらに，「子ども・子育てビジョン（2010年）」では，
男性の育児休暇取得推進，次世代育成支援対策推進法
（2003年）に基づく企業における次世代認証マーク
「くるみん」の周知・取得推進（図4）等，仕事と家庭
を両立できる職場環境づくりが示された。

　同ビジョンでは，ひとり親支援も強化され，その
後，児童扶養手当法改正（2010年）や，ひとり親（母
子・父子）の経済的自立を目指した母子及び父子並び
に寡婦福祉法（2014年）において，父子家庭への支援
も明確に示された。
　また，子ども・子育て関連3法［子ども・子育て支
援法，認定こども園法の一部改正法，子ども・子育て
支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律］（2012年）に基づく，

図3　厚生労働省パンフレット
（右）に示された在宅勤務（テ
レワーク）による「自由な時
間」確保のイメージ（上）

図4　次世代認証マーク「くるみん」（2017年改訂）
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子ども・子育て支援新制度がスタートした。新制度で
は，地域型保育事業（図5）等の多様な保育の選択肢
が確保され，その後，就業先企業における対応策の一
つとして，仕事・子育て両立支援事業［企業主導型保
育事業］（2016年）を活用した従業員の保育施設確保の
取組も始まった。

　育児と介護の両立については，その後の育児・介護
休業法改正（2017）により，2歳児までの育児休業や，
常時要介護状態にある家族の介護休業取得も可能とな
ったが，いずれも「休業」の主たる目的は，保育施設
入所や介護保険サービスを受けるまでの準備期間，つ
まり，仕事と子育て・介護を両立するために体制を整
えるための期間であり，基本は，「就業継続」を目指
した施策であることが，重要な点である。
　まちづくりについては，ハートビル法（1994年）と
交通バリアフリー法（2000年）が統合されたバリアフ
リー新法（2006年）が制定され，地域内の拠点施設や
面的な市街地の移動ネットワークの移動円滑化施策が
図られるようになった。そして，介護保険法改正（2011
年）によるサテライト型小規模多機能型居宅介護事業
（2012年）の水平展開や，超高齢化社会に対応したま
ちづくりを目指した「健康・医療・福祉のまちづくり
の推進ガイドライン（2012年）」策定により，地域にお
ける健康・医療・福祉施策と都市施策が連携した地域
包括ケアシステムの取組が展開されるようになった。
地域包括ケアシステムは，その後，「我が事・丸ごと」
の地域づくり推進事業実施要領（案）（2016年）におい
て，地域力強化推進事業や多機関の協働による包括的
支援体制構築事業による支援体制強化が示された。

　まさに，これからの担い手不足，ダブルケア，超高
齢化社会における，「融通性を兼ね備えた持続的な就
労・居住環境づくり」と「地域包摂的な健康・医療・
福祉のまちづくり」との取組連携期となったのである。

おわりに ～社会参加と相互扶助を「まちづくり」
で対応する～

　奇しくも，国内において，就業環境に係る工場法
（1911年）とセーフティネットに係る救護法（1929年）
が定められた時代は，まちづくりに係る旧都市計画法
（1919年）が制定されたのと同時代である。
　その後，約100年にわたり就業環境及びセーフティ
ネット施策は枝分かれし，各所管省庁根拠法に基づく
計画・事業制度等の行政事務分掌の区分で展開されて
きたが，2000年代以降，ようやく相互連携の兆しが
見られるようになった。まさに，就業者の経済的・体
力的・時間的負担増が進む中「より効率的・合理的，
かつ，継続性・融通性のある働き方・暮らし方のニー
ズ」に迫られての展開である。
　1.～5.で整理したとおり，社会的背景が産業革命で
あれ，大規模災害や飢饉であれ，戦争・敗戦であれ，
経済的恐慌であれ，どの苦しい時代においても，「働
き続け，社会参加を図る努力」と「要配慮者・世帯と
社会・地域・企業・学校・家族との相互扶助の取組」
は両輪で進められてきたことには変わりない。
　今後，更なる財政事情の悪化が続き，担い手不足，

図5　子ども・子育て支援新制度の地域型保育事業
図 6　健康・医療・福祉のまちづくりのイメージ
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ダブルケア，超高齢化社会が進めば，公助による要配
慮者個人・世帯への十分な個別支援は期待できないだ
けでなく，要配慮者世帯の働き手の疲弊も増加する。
　一足早く産業革命，高齢化社会，働き方改革を経験
した海外に習いつつ，今後，国内において早急に対応
すべき取組は「多様な働き手にとって融通性ある就業
継続環境づくり」と「多様な要配慮者とその世帯を見
守る地域の相互扶助関係や仕組みづくり」である。そ
して，これらの環境や仕組みを下支えし，空間的受け
皿となる都市整備やまちづくりに求められているの
は，都市整備や地域マネジメントの中で「地域固有の
働き方・暮らし方に係る多世代の声を集約し，空間整
備に反映していくこと」である。
　例えば，育児休業後の社会復帰の選択肢に，自宅や
近所のシェアオフィスで起業やテレワークができる環
境があれば，働き方の選択肢がどれだけ増えるか。ゾ
ーン30（図7）に指定された小学校周辺地区に宅老所
が立地していれば，宅老所を拠点とした付き添いサー
ビスを行う際にどれだけ安心できるか。ひとり親が災
害時に都心勤務地で帰宅困難となり，子の通園先から
の早期受渡が困難でも，子育てタクシーのお迎えサー
ビスの他に，自宅ペアレンティングホームや宅幼老施
設の一時預り機能・安否確認体制があればどれだけ助
かるか。人口減少・高齢化が進む中山間地集落でも，ひ

とり親が子どもをそばで遊ばせながら身近な地域住民
と一緒に働ける小さな拠点（図8）があればどれだけ安
心か。これらの視点と気づきがあれば，まちづくり計
画や個別施設の計画・整備・維持管理手法検討時にお
いても，新たな技術的提案が可能となるはずである。
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