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表紙写真ひとこと
節句の行事は平安時代、もともと武家にあった端午の結句に向けて玄関に幟（のぼり）や旗
指物を飾る風習がはじまりと言われています。また、端午の節句の厄払いに菖蒲を用いるこ
「尚武」
（しょうぶ）
と呼 ばれ、武家では菖蒲と
とを結びつけ、男児
とから別名「菖蒲 の 節句」

の立身出世・武運長久を祈る年中行事になったと言います。その後、江戸時代中期ごろには、
商人がこの風習を行うようになり、ある町人が幟の竿頭の招代（おぎしろ）
と呼ばれる小旗の

ようなものを中国の登龍門の故事から鯉をかたどったものにかえて掲げたものが広まり、次第
に大型化したものが「鯉のぼり」
とされています。（文責・妹尾）
参考：https://www.tougyoku.com/gogatsu-ningyou-option/koi-nobori/koi-nobori-column/koinobori-yurai-2/
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三多摩図書館研究所

五三頁～一三〇頁

満

戸室幸治

公立図書館の飛躍を求めて ―市民の自立支援と住民自治に貢献する図書館を考える
『図書館研究三多摩』 第一一号

評 石川

ろうか。

の集大成 として の論 文 とい える ので はな か

いわば、 著者の これ ま での 研究 や活 動な ど

住 民 の た め の 学 習 活 動 な ど で 活 躍 し て い る。

方自治・ 住民自 治等 に つい ての 研究 活動 や

も地元の あきる 野市 を 中心 に、 図書 館や 地

して社会 教育の 現場 で 活躍 し、 定年 退職 後

著 者の 戸室 幸治 氏 は、 長年 自治 体職 員 と

指摘し ており 、そ れを 再確 認す る上 で の論

ら図書 館活動 にお ける 行政 資料 の重 要 性を

実践が あげら れて いる 。著 者は 現職 時 代か

例とし ては日 野市 立図 書館 の市 政図 書 室の

て」が 重要で ある こと を指 摘し てい る 。実

にある 「地方 行政 資料 の収 集と 利用 に つい

著者は 、東京 都公 立図 書館 長協 議会 の 提言

の関係 につい て考 察さ れて いる 。こ の 中で

開かれ た政府 、住 民自 治等 の実 現と 図 書館

化を求 めて」 では 、情 報公 開、 市民 参 加、

第 二 章「 公立 図書 館の 本質 的使 命 の具 体

横たわっている。

る中 で、そ れをど うす る か、 大き な課 題が

把 握 し て い るだ ろ う か ？ 様 々 な 課 題 が あ

て、 多摩各 市の図 書館 は その よう な情 報を

わる はずで ある。 しか し 現実 的な 問題 とし

在り 方と図 書館活 動の 在 り方 とは 深く かか

認し なけれ ばなら ない 。 この よう な条 例の

て、 先駆的 ・先進 的な 面 もあ るこ とを 再確

触れ ている 。多摩 各市 は 様々 な条 例に おい

ント 条例、 まちづ くり 基 本条 例等 につ いて

ン条 例、公 文書管 理条 例 、パ ブリ ック コメ

審議 会等の 公開に 関す る 条例 、オ ンブ ズマ

政手続条例、自治基本条例、議会基本条例、

第 一章 では 、公 立 図書 館の 本質 的使 命 を

点整理 となっ てい る。 これ は著 者の 図 書館

第四章 では、今 後の 目指 すべ き方 向― 公

のところで改めて触れる。

考える上 で、参 考と な る論 考と その 根拠 と

研究の 中で最 も重 要な 概念 であ り、 多 摩地

立図書館の具体的取り組みに向けて―では、

公 立図 書館 の本 質 的使 命は 、「 市民 の 自

なる図書 館法に つい て 概観 して いる 。地 方

域に限 らず様 々な とこ ろで 著者 が注 目 され

改め て地域 資料、 地域 資 料サ ービ スの 重要

立支援と 住民自 治へ の 貢献 」で ある べき こ

自治・公 立図書 館・ 情 報公 開等 を考 える 上

ているゆえんである。

の第三条 の規定 につ い ての 重要 性が 指摘 さ

トにまと めてい る。 図 書館 法に つい ては そ

市の情 報公開 条例 、個 人情 報保 護条 例 、行

優れた 条例の 実例― とい うことで 、多 摩各

第 三章で は、各 市にお け る大 きな 成果 ―

を示 してい る。こ れは 公 立図 書館 でな けれ

体的 にどの ような もの か につ いて も参 考例

性を 取り上 げてい る。 ま た、 地域 資料 は具

とを明らかにしようとする力作である。

で参考と なる八 つの 論 考に つい てコ ンパ ク

れている 。これ につ い ては この 書評 の最 後
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ない。多 摩地域 は社 会 教育 活動 や住 民自 治

なら、さ らに困 難さ が 深ま るこ とは 間違 い

破る唯一 の方法 であ り 、こ れが 実現 しな い

定管理問 題など ）が あ る中 で、 それ を突 き

巻く様々 な課題 （財 政 困難 ・人 員不 足・ 指

がなけ ればな らな いは ずで

うな研 究にこ そ、 心血 を注

所の定 款を見 ても 、こ のよ

なけれ ばなら ない 。本 研究

理事を 増やす こと も実 現し

村のすべてのところで会員・

にする ために は、 多摩 市町

活動など で先駆 的取 り 組み があ った 地域 で
ある。

ばできな いもの であ り 、現 在図 書館 を取 り

あり、現 在がそ の好 機 とと らえ る著 者の 視

二〇二三 年開館 予定 の 多摩 市中 央図 書館 が

今 後の 期待 され る 取り 組み 例と して は 、

研究所 や多摩 の住 民団 体な

続的研 究を、 三多 摩図 書館

書館の 在り方 につ いて の継

に弱 くなっ ている 。そ の 結果 、社 会教 育等

第 三 に、 多 摩市 の 中 央 図

取り上げ られて いる 。 大き な関 心を 持っ て

どと共 同で、 本研 究所 も参 画で きな い かと

の理 念や実 践が軽 んじ ら れて いる 。図 書館

点は、きわめて重要である。

見続けていきたい。

いうこ とであ る。 これ はぜ ひ理 事会 等 で検

分館 等の指 定管理 の動 き も出 つつ ある 。そ

本 論文 につ いて の 評者 の感 想は 、次 の 通

討していただきたい。

りである。

出さ ない限 り、地 方自 治 の担 い手 でも ある

の中 で、こ の図書 館法 の 規定 を現 実の もの

最 後 に、 今後 の課 題を 考え てみ よ う。 地

はず の自治 体職員 は動 か ない ので はな いだ

い ず れに せよ 、三 多摩 図書 館研 究 所と の

年の会員 であり 、三 多 摩図 書館 研究 所の 中

方自治 体の現 場で 常勤 職員 の削 減が 進 み、

ろう か。こ の点に つい て 、大 いに 議論 を積

ぜひ著者の戸室氏においでいただき、「自

心的なメ ンバー であ る 。本 研究 所の 池上 氏

図書館 司書等 の専 門職 につ いて も非 常 勤職

み上 げたい 。また 先進 市 の実 践研 究等 につ

にす る困難 さをど う克 服 した らよ いの だろ

も三多摩 図書館 研究 所 等で 講演 活動 もし て

員化が 進みつ つあ る。 その よう な中 で 、行

いて も引き 続き研 究を 深 めな けれ ばな らな

共同・ 協働関 係を 一層 深め てい かな け れば

いる。

政の企 画や財 政を 担う 職員 たち の財 政 至上

い。

著を語る 」等の 研究 会 を多 摩住 民自 治研 究

第 二に 、第 三章 で 指摘 され てい るよ う な

主義が 行政運 営の 第一 （唯 一と もい え る）

うか 。住民 の側か らし っ かり と学 び、 動き

多摩各市 の先進 的な 条 例等 に対 する 日常 的

となり 、社会 教育 をは じめ 、社 会福 祉 やそ

ならない。

な研究活 動が多 摩住 民 自治 研究 所と して 不

のほか の部門 でも 専門 職集 団の 立場 が 相当

所で開い てほし い。 戸 室氏 は本 研究 所の 長

十分であ るとい うこ と であ る。 これ を可 能

2
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ころ である 。左記 にそ の 条文 を参 考資 料と

学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力す
ること。

供すること」が規定されている。このほか、

九

（追記）

社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果
を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及
びその提供を奨励すること。

して掲載する。

八

公立図 書館の 行う べき こと を九 項目 に 示し

時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供するこ
と。

公 立図 書館 につ い ては 、図 書館 法に 基 づ

3

七

社会 教育 の現 場で 働 く自 治体 職員 が この

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、
及びこれらの開催を奨励すること。

ている 。各市 町村 にお いて 、そ れぞ れ の住

分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出
文庫の巡回を行うこと。

いた社会 教育施 設で あ る。 その 図書 館法 の

五

条文 を知ら ずして 現場 に 立つ こと は許 され

他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置
する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に
連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

民・自 治体職 員・ 議員 等は この 規定 を 再確

四

第三条（図書館奉仕）では、その第一に「郷

図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、そ
の利用のための相談に応ずるようにすること。

ない。

三

認しな ければ なら ない 事態 とな って い るよ

図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備す
ること。

土資料、 地方行 政資 料 、美 術品 、レ コー ド

二

うに評 者も感 じて いる 。著 者も 繰り 返 しそ

郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム
の収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料
その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」とい
う。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。

及びフィ ルムの 収集 等 にも 十分 留意 して 」

一

のすべ ての規 定の 重要 性を 指摘 して い ると

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公
衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の
向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げ
る事項の実施に努めなければならない。

必要な資 料を収 集し 、 「一 般公 衆の 利用 に

図書館奉仕
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ー生活の一部になった取組みの魅力ー

山口 渉

（ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会）

マ、アクション、アニメーション、ドキュ

メンタリーなど）、出演者 やスタッ フの

仕事、ロケ地などの切り口 から、思 いも

ているから」ということ になるの でしょ

のは、一言で表せば「や りがいを 実感し

私がここまで実行委員を 続けてこ られた

フ ス テー ジ も、 大 き く 変 化 し てき ま し た。

社会情勢も生活パターン も、自身 のライ

み る と、 こ れま で さ ま ざ ま 出 来事 が あ り、

ば、第三一回目となりま す。振り 返って

せられることが多いとい う面白さ があり

と、話し合った相手の着 眼点には っとさ

が大きく、観た者同士で 感想を述 べあう

ひとつには、映画は受け 手の解釈 の余白

いろいろな観点があるか と思いま すが、

る価値に目を向けてみた いと思い ます。

する前に、映画の存在が もたらし てくれ

映画 祭の魅力と 可能性に つい てご紹 介

れば、「
映 画館や 自宅での 鑑賞で は味わ う

ます。「
な ぜ映画 祭をやる のか」 と問わ れ

できる場が映画祭であると 私は考え てい

ションの魅力を最大限に引 き出すこ との

このような、映画を通じたコミュニケー

に自然とつながっていくものです。

画を語ることは「自分自身 を語るこ と」

ながら映画の感想を述べる 方は多く 、映

ません。また、自身の経験 と重ね合 わせ

コミュニケーションの魅力

映画を通した

交流と学び合いの場としての映画祭

私が ＴＡＭＡ 映画フォ ーラム 実行 委員
会 の 活動 に 関わ っ て 一 四 年 目 にな り ま す。
また、予定通りに今秋に映画祭 ＴＡＭＡ

うが、それぞれに異なる 背景や経 験をも

ます。こうして、一本の 映画から 視野を

ことのできない体験を提供 して地域 を豊

よらない発見と出会うこと が少なく あり

つ市民が集まって創りあ げる活動 に、大

広げ、相互理解を深める きっかけ が生ま

かにするため」ということになります。

Ｃ ＩＮ Ｅ Ｍ Ａ Ｆ Ｏ Ｒ Ｕ Ｍ が 開 催 で き れ

きな魅力と可能性を感じています。

れます。映画のテーマ、 ジャンル （ドラ

4

ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会

映画祭 ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭと

て、映画評論家の淀川長 治氏やお すぎ氏

第一回は複数日にわたる 映画上映 に加え

に す る とい う もの があ っ たと の こ とで す。

て一体となって創り楽し む文化イ ベント

んできた地域性から、住 民の交流 を深め

タウン開発によって多く の方々が 移り住

全国から注目されるようになりました。

キャストらを迎えて開催す る授賞式 は、

設しました。第一線で活躍するスタッフ・

することを目的として、二 〇〇九年 に創

映画ファンの立場から感謝 をこめて 表彰

る〈いきのいい〉作品・監 督・俳優 を、

て 構 成 さ れ る ＴＡＭＡ映 画 フ ォ ー ラ ム 実

ました。その後、市民ボランティアによっ

行二〇周年の記念事業と してスタ ートし

方面の協力を得て対応し てきまし た。ま

保などです。いずれも実 行委員自 らが各

なかで直面する資金面で の苦労、 会場確

す。主には規模の大きな 開催を継 続する

度となく厳しい局面にも 見舞われ ていま

こう してスター トした活 動で すが、 何

ンプリを選出しています。ＴＡＭＡ

公募の一般審査員の投票を 加味して グラ

長編）を実行委員が審査し 、最終的 には

寄せられる応募作品（劇場 未公開の 中・

二〇〇〇年から行っていま す。全国 から

目的とする中・長編コンペティションで、

界 に新 風 を送 り込 む新 しい才 能 の発 見 〟を

多摩 市を拠点 に毎年一 一月に 開催 して
いる映画祭ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ

による講演会が開催されています。

行委員会が主催団体とな って継続 してい

た、この三〇年あまりに 映画上映 環境に

ＮＥＷ ＷＡＶＥを ス テ ッ プ の ひ と つ と し

ＴＡＭＡ ＮＥＷ ＷＡＶＥは、〝日本映画

ＦＯＲＵＭは、一九九一年に多摩市市政施

ます。当初の願いとして は、多摩 ニュー

も変化が起き、フィルム 上映が激 減して

映画祭ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭ

した。

の創り手の交流の場として 発展して きま

て商業デビューした監督は 数多く、 映画
独自の取組みとして、現在の映画祭
ＴＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭの柱になっ
て い る の が 、 ＴＡＭＡ映 画 賞 と ＴＡＭＡ

優らによるトークイベント を中心に 、国

では、上記に加えて映画上 映と監督 ・俳
ＴＡＭＡ映 画 賞 は 、 明 日 へ の 元 気 を 与

内外の幅広いジャンルの作 品を紹介 して

ＮＥＷ ＷＡＶＥです。

えてくれる・夢をみせて くれる活 力溢れ

5

デジタル上映が主流になりました。

TAMA CINEMA FORUMロゴ
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います。

趣味以上・仕事未満の
学びの場（ＦＯＲＵＭ）

映 画 祭 の開 催 に向 けた さ まざ ま な 調 整、
プログラム検討、当日運 営などは 、市民
ボランティアで構成するＴＡＭＡ映画フォー
ラム実行委員会が主催団 体として 担って
います。実行委員は概ね 五〇名程 度、高
校生以上の幅広い年代の集まりです。根っ
からの映画好き、イベン ト好きな ど、個

年間を通じて開催し、役 割分担な どに応

あります。実行委員会は 月二回ペ ースで

得して生まれる新たな取 組みを通 して自

意義に理解を深めるとと もに、周 囲を説

これによって、個々の実 行委員が 活動の

少なくないようです（私もその一人です。

も経験するとハマってしま うという 人は

責任が生じることは確かで すが、一 度で

性豊かで経験も異なる〝 素人集団 〟でも

じて別途の活動があります。

おまけに妻との出会いは実 行委員会 で、

本 的 に実 行 委員 同 士 は 対 等 な 関係 と し て、

とつに経験や知識が求め られます が、基

体的には、多岐にわたる 活動には 一つひ

民館活動的な要素を重視 していま す。具

て大規模に開催するため 、役割に 応じて

ん。多数の参加者（有料 入場者） を迎え

いるというとわかりやす いかもし れませ

かで、趣味以上・仕事未 満の活動 をして

家庭 や職場・学 校とは異 なる 関係の な

実行 委員会の 運営には 特色が あり 、公

話し合い（合議）を原則 にしてい ます。

行事になっています）。

いまは子どもたちも含めて 映画祭は 家族

己実現を図れていると感じます。

第1回 映画祭
TAMA CINEMA FORUMポスター
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症 の 影 響 で 、 ＴＡＭＡ映 画 フ ォ ー ラ ム 実

二〇 二〇年は 新型コロ ナウイ ルス 感染

トを洗い出していったか らだと振 り返っ

すい実行委員会のなかで 多角的に ポイン

難しい課題に対処できた のも、発 言しや

て確実に実施しなければ ならない という

イベ ント運営の 細部まで 慎重 に検討 し

感染症はまだ収まる気配がありませんが、

入したいものです。新型コ ロナウイ ルス

笑ったり涙したりして、映 画の世界 に没

な会場の空気感を受け止め ながら大 勢で

聴する機会が増えましたが 、やはり 大き

最近は 自宅で映 画をスト リーミ ング 視

は感じます。

行委員会の活動も縮小を 余儀なく されま

ています。また、トーク イベント の会場

徐々に制約が取り除かれて いくこと が待

りません。

した。それでも何とか第三〇回 映画祭 Ｔ

開催とオンライン配信の 併用に挑 戦した

コロナ禍で再認識した映画祭の価値

ＡＭＡ ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭを 開催で き

ち遠しいです。

実は、 実行委員 会もオン ライン 開催 が

ことで、これまでは来場 できなか った遠
方 か ら の参 加 者を 得る こ とが で き まし た。

定着しました。おそらく、 この形態 も完

全に元どおりということに はならな いで

アを出し合って実行した りするこ とは、

話し合ったり、課題をク リアする アイデ

みん なでよりよ いイベン トを めざし て

として映画祭への取組みを 継続して いき

ながら、工夫を重ねて、地 域の交流 の場

ＣＩＮＥＭＡ ＦＯＲＵＭの価値 を守り 高め

て い けば い い の だ と 思 い ま す 。 ＴＡＭＡ

まちづくりの一環として取組みを継続

地域コミュニティ活性化 やまちづ くりに

たいものだと考えています。

しょう。それならそれで、 前向きに 考え

関わる第一歩として非常 に大事な 経験に
なるのではないでしょう か。映画 祭への
参加を通して体験を共有 し、隣人 の存在
をあらためて認識することも、何かのきっ
かけになる可能性を秘め ているよ うに私

7

たのは、幸運だったとし か言いよ うがあ

パルテノン多摩（現在、改修工事のため閉
館）大ホールでの上映の様子
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㉞
多摩の社会保障

新型コロナ禍における
失業者と生活保護受給者

満
石川

昨年 四月に第一 次緊急事 態宣 言が発 令
されてから一年が経過し ました。 しかし

の感染者増が止まらず、 三回目の 緊急事

月一二日の間に全国二〇～ 五九歳の パー

野村総 研により 、今年二 月八日 から 二

（実質的失業者一四六万人）

態宣言が検討されていま す。この ような

ト、アルバイト就業者男女 計六万四 九四

各地で新型コロナウイル スによる 第四波

中で、失業者及び生活保 護受給者 数等の

三人を対象としたインターネットアンケー

パート ・アルバ イト女性 のうち 約三 割

ト調査の結果です。

現状を見ます。

失業者及び実質的失業者

（二九・〇％）、男性三割 強（三三 ・九

四二五人に達したと厚生 労働省は 発表し

事を失った人は、見込み も含めて 一〇万

月七日までに「解雇」や 「雇止め 」で仕

コロ ナ禍により 、昨年一 月か ら本年 四

バイトのうち、女性の七割 強（七四 ・七

またコロナ禍でシフト減の パート・ アル

二％、男性四八・五％とな っていま す。

が五割以上減少している」のは女性四五・

少している」と回答。その うち「シ フト

（厚生労働省の発表）

ました。これは、全国の ハローワ ークな

％）、男性の約八割（七九・〇％）が「休

％）が「コロナ以前と比べ てシフト が減

どで把握できた人数であ り、実際 にはさ

業手当を受け取っていない 」と回答 して

かつ「休業手当を受け取っ ていない 」人

調査で は、「シ フトが五 割以上 減少 」

います。

らに多いとみられるとのことです。
それ にしても極 めて少な い人 数です 。
直感的に言って、一桁少 ないと思 われま
す。

を「実質的失業者」と定義 、この調 査と

総務省の労働力調査を用い て推計し たと

8

ころ、二〇二一年二月時 点で全国 の「実
質的失業者」は女性一〇 三・一万 人、男
性四三・四万人、計一四 六・五万 人、直

れを足すと三四〇万人になります。

（労働力調査）

この調 査結果を 見ると、 非常勤 職員 が

前年同月比で一〇七万人と 大きく減 少し

ています。

月から増加傾向に転じてい ます。こ れら

失業率 の推移を 見ても、 二〇二 〇年 一
総務 省の労働力 調査（基 本集 計）二 〇

の結果には、コロナ禍が大 きく影響 して

近の二か月で一割強増加しました。
この ような実 質的失業 者は「 完全 失業

二一年二月分の概要は、 表一およ びグラ

れ ばな らな い の は、 完 全 失 業

者 の定 義で す 。 以下 の 三 つ の

条件を満たす人のことです。

①仕 事が な く て調 査 週 間 中

に 少し も 仕 事を し な か っ

た。

②仕 事が あ れ ばす ぐ 就 く こ

とができる。

③調 査週 間 中 に、 仕 事 を 探

す 活動 や 事 業を 始 め る 準

備をしていた。

完全 失業 者 は 一般 的 な 意 味

で の失 業者 の 氷 山の 一 角 に す

ぎ ませ ん。 た と えば 失 職 し た

に もか かわ ら ず 、仕 事 を す る

9

者」ではありません。二 〇二一年 二月時

（出典） 労働力調査(基本集計)2021年(令和３年)２月分結果の概要 （総務省統計局）

いるものと思われます。ま た注意し なけ

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf

フの通りです。

表1 労働力調査(基本集計)2021年(令和３年)２月分

点の完全失業者は一九四 万人なの で、こ

・就業者数は6646万人。前年同月に比べ45万人の減少。11か
月連続の減少。
・雇用者数は5983万人。前年同月に比べ43万人の減少。11か
月連続の減少。
・正規の職員・従業員数は3556万人。前年同月に 比べ26万人
の増加。9か月連続の増加。
・非正規の職員・従業員数は2052万人。前年同月に比べ107万
人の減少。12か月連続の減少。
・主な産業別就業者を前年同月と比べると、｢宿泊業，飲食サー
ビス業｣、｢製造業｣、｢サービス業（他に分類されないもの）｣
などが減少。
・完全失業者数は194万人。前年同月に比べ 35万人の増加。1
3か月連続の増加 。
・求職理由別に前年同月と比べると、｢勤め先や事業の都合に
よる離職」が18万人の増加。
・完全失業率（季節調整値）は2.9％、前月と同率。前年同月比
0.5ポイント増。
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い る 人の 数 は正 確 に は わ か ら ない も の の、

に働きによる収入の減少 で生活に 困って

失業者もいるのです。し たがって 、現実

前述の野村総研の調査の ように、 実質的

なってしまった人なども います。 さらに

となり、それに完全失業 者一九四 万人を

失業者を①＋②とした場 合、三〇 〇万人

人となっています。この ように、 潜在的

うち、②追加就労希望就 業者は二 一五万

となっています。就業者 六六七九 万人の

人、「介護・看護のため 」一六万 人など

四八万人、「出産・育児 のため」 四四万

相当数いるのではないか 、という ことで

加えると、四九四万人と いうこと になり

のをあきらめた人、専業 主婦（主 夫）に

す。

いわれています。我が国 において これを

一般的に完全失業者数を 上回って いると

護をしていても働ける、 高齢にな っても

病気や障害があっても働 ける、育 児や介

これ は少なめの 推計です 。私 たちは 、

ます。

明 ら かに す るよ う な 調 査 研 究 につ い て は、

働ける社会を目指さなけ ればなら ないか

この ような完 全失業者 でない 失業 者は

私の勉強不足もあり、知 りません 。ご存

らです。これらを加える と、完全 失業者
＋就業希望者＋追加就労 希望就業 者の合

じの方がいたら、お知ら せいただ けると
幸いです。

生活保護受給者

厚生労 働省の被 保護者調 査（令 和三 年

計は、六五六万人に達し ます。こ れが実

所得 が減少して 困るのは 、本 人だけ で

一月分概数）の結果の概要 は、表二 の通

総務 省労働力 調査（詳 細集計 ）（ 二〇

非労働力人口（働いてい ない人） のうち

なく、その家族も困ると いうこと を忘れ

りです。

態に近いのではないかと私は考えます。

の就業希望者（就業を希 望してい るが、

てはなりません。いずれ にせよ、 厚生労

うことです。世帯数が少し 増加して いる

生活保護受給者数は増加し ていない とい

この調 査結果を 見ると、 この一 年間 で

求職活動をしていない者 ）は二四 七万人

万人、それ以外は「健康上の理由のため」

働省発表の数字はあまり にも誤解 を招く

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2021/dl/01-01.pdf

となっています。そのう ち、①「 適当な

（出典） 生活保護の被保護者調査（令和３年１月分概数） （厚生労働省）

もの、と指摘できます。

表２ 厚生労働省 被保護者調査（令和３年１月分概数）

仕事がありそうにない」 とした者 は八五

二 〇 年一 〇 月～ 一 二 月 期 平 均 ）を 見 る と、

・被保護実人員は2,049,630人となり、対前年同月
と比べると、19,008人減少（0.9％減）。
・保護率は、1.63％と対前年同月1.64％と比べると、
0.01ポイント減少。
・被保護世帯は1,638,184世帯となり、対前年同月
と比べると、2,522世帯増加（0.2％増）。
・保護の申請件数は20,061件となり、対前年同月と
比べると、1,341件増加（7.2％増）。
・保護開始世帯数は16,072世帯となり、対前年同月
と比べると、1,213世帯増加（8.2％増）。
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ナ禍による失職や生活困 窮等を報 道して

のも関わらず、また連日 マスコミ でコロ

それも氷山の一角に過ぎ ない）し ている

らです。失業率は継続的 に上昇（ しかし

在も照会を不要としてお り、時代 や現状

合、家族関係が壊れてい る場合な どは現

合や親族が高齢者施設に 入居して いる場

等を示しました。家庭内 暴力があ った場

田村厚労相は扶養調査の 現状と緩 和方針

本年 二月四日の 衆議院予 算委 員会に て

らば、申請者本人の申し立 てを丁寧 に聞

さらに この通知 （事務連 絡）を 見る な

十分留意しなければなりません。

についての扶養義務とされ ているこ とに

夫婦関係と親の未成熟の子（中学生以下）

足性」でいう「扶養義務者の扶養」とは、

平等」を定めており、第四 条「保護 の補

生活保 護法の中 でも第二 条で「 無差 別

いるにも関わらず、なぜ 生活保護 受給者

に合った形で運用できる よう、「 親族と

き、それが事実と思われる ときは、 ほと

ました。

は増加しないのでしょうか。

二〇年間音信不通の場合 」は、一 〇年程

んど扶養調査の必要はない 、という こと

のは、高齢の単身世帯が 増加して いるか

コロナ下で生活保護申請 ・開始世 帯が増

度とすることなどです。

部にすぎません。

活困窮者の大幅な増加す ると、ほ んの一

二一三世帯であり、コロ ナ禍の中 での生

たとしても開始世帯で対 前年同月 比で一

ルが相当に消極的です。 しかし、 生活保

た。保護課からの事務連 絡という スタイ

点について」という事務 連絡を発 しまし

履行が期待できない者の 判断基準 の留意

付、社会・援護局保護課 から「扶 養義務

これ を受け、厚 生労働省 は二 月二六 日

祉事務所のケースワーカー の扶養調 査事

シー（これも権利である） が守られ 、福

ることになり、申請者の権 利やプラ イバ

載をするならば、事実上扶 養調査が 省け

このよ うに丁寧 な面接と ケース 記録 記

こ の 調 査結 果 につ いて の 一部 報 道 で は、

加していることを伝えて いますが 、増え

多摩 市町村の 生活保護 世帯数 ・人 数の

護の決定・保護費の支給 事務は、 国から

務が相当に省力化できるの で、いい こと

なのです。そのことをケー ス記録に 記載

ページ）に掲載しています

の法定受託事務ですので 、この事 務連絡

づくめです。でも、現実の 福祉事務 所で

厚生労働省・各都道府県・各市町村とも、

もう一 点指摘し たいこと があり ます 。

しなければならないのは当然です。

が、やはり生活保護受給 者は全国 と同様

の趣旨はすべての福祉事 務所にお いて十

そのような対応がされてい るとは言 い難

生活保護の扶養調査

表 を 文 末（

に減少傾向にあります。

分に留意され、尊重され なければ ならな

いのが現状ではないでしょうか。
表三のとおりです。

いものです。その主要な 部分は次 ページ
この ようにコ ロナ禍で も生活 保護 受給
者が増えない現状は国会 でも議論 となり
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この扶養調査のことを正 確に記載 してい

るＨＰは皆無です。生活 保護の決 定は法

定受託事務であることを 踏まえる なら、

すべての機関でこのこと を掲載し なけれ

ばなりません。自治体の 住民・議 員の皆

様も、ぜひＨＰ等の点検 と掲載要 請に協

力いただきたいと思いま す。各市 町村が

発行している「生活保護 のしおり 」等に

ついても、同様です。

失業者や生活受給者の

現状をどう考えるか

結論 から言え ば、我が 国の労 働行 政、

社会保障行政が問題だら けで、う まく機

様々な事実を確認し、そ れに即し て政策

能していないということ です。ま た労働

行政と福祉行政の連携も 穴だらけ となっ

当面 、幅広い意 味での失 業に 迅速に 対

づくりを進めなければな りません し、研

労働 行政を含 めた社会 保障の 在り 方を

応する所得補償制度が必 要です。 生活保

ているのです。それによ り、多く の生活

再構築しなければならな いのです が、残

護法は名称を生活保障法 に変え、 扶養義

究者の力も発揮してほしいと思います。

念ながら政府内部からは そのよう な動き

務を求めない等の日弁連 の意見等 もすで

困窮者に対し、無為無策なのです。

は全くありません。国民 ・住民の 側から

１ 改正の趣旨
生活保護法第４条第２項において、扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」もの
と定められており、「保護の要件」とは異なる位置づけのものとして規定されている。
この意味するところは、例えば、実際に扶養義務者からの金銭的扶養が行われたときに、
これを被保護者の収入として取り扱うこと等を意味するものであり、扶養義務者による扶養
の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待
できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会（以下、
「扶養照会」という。）を行わない取扱いとしている。
今般の改正は、この対象者について、今の時代や実態に沿った形で運用できるよう見直し
たものである。
こうした改正の趣旨を踏まえ、各実施機関におかれても、要保護者の相談に当たっては
丁寧に生活歴等を聞き取り、個々の要保護者に寄り添った対応がなされるよう、より一層
配慮されたい。

３ 扶養義務履行が期待できない者の判断基準

に紹介しました。高齢者の 年金制度 も最

低生活を保障できるように しなけれ ばな

りません。そのためにも住 民の側の 学習

からはじめなければなりま せん。こ のこ

とについての皆様のご意見 をお寄せ くだ

さい。

① 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維
持者ではない非稼働者（いわゆる専業主婦・主夫等）、未成年者、概ね 70 歳以上の高齢
者など
② 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない（例えば、当該扶
養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情があ
る、縁が切られているなどの著しい 関係不良の場合等が想定される。なお、当該扶養義
務者と一定期間（例えば10 年程度）音信不通であるなど交流が断絶していると判断される
場合は、著しい関係不良とみなしてよい。）
③ 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害するこ
とになると認められる者（夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等）
（下線は筆者によるもの）
表３ 厚生労働省 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点について
https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
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多摩市町村の生活保護世帯数・人数（東京都福祉保健局福祉行政統計、2021年１月）

資料：(a)総務局統計部、(b)生活福祉部保護課
保護率の単位は‰（パーミリ）
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