


昨今の市町村行政を取り巻く社会経済情勢の急激な変化や更なる地方分権の進展な

どに対応しながら、市町村は、グローバル化の進む社会環境において、今までの行政

手法だけでなく、海外の先進事例を学ぶことにより、多様化する住民ニーズに対応し、

迅速かつ効果的な住民サービスと、主体的に創造性が発揮できる、何よりも国際感覚

を備えた幅広い見識と、柔軟な発想をもった人材が求められております。

（財）大阪府市町村振興協会では、こうした人材の育成を図るため各種の研修を実施

しており、その１つとして昭和63年度から海外研修を実施しております。

この研修では、諸外国の先進事例等について調査研究することにより施策反映の一

助として、これからの自治体職員にふさわしい国際的視野と見識を併せ持った人材を

育成するとともにネットワークの構築とコミュニケーション能力の向上を目的に行っ

ているものです。

今回は「地域福祉とまちづくり」をテーマに10月１日から10月９日までの９日間、

福祉の先進国として名高い北欧諸国のうちデンマーク、スウェーデンの２カ国を訪問

し、教育、高齢福祉、障害福祉、児童福祉などの現場を視察してまいりました。

現地での研修は、おおむね天候にも恵まれ、団員の熱心な取り組みと事前研修での

十分な下準備によりスムーズに行うことができ、また、訪問先では、多くの人々に接

し、異国の風土、文化に直接触れることができ、文献等では得られない貴重な体験を

することができました。

団員の皆様には、今回の成果と貴重な体験を活かし、地域住民の生活向上や福祉の

増進に向け、これからの市町村行政の推進役として、より一層ご活躍されることを期

待いたします。

最後に、今回の研修に数多くの指導助言をいただきました野村武夫先生（京都ノー

トルダム女子大学　生活福祉文化学部教授）をはじめ、現地研修で熱心にご説明いた

だいた方々、また、事前、事後を含め９カ月に亘る研修にこころよく送り出していた

だいた職場の皆様方に厚くお礼申し上げまして、ご挨拶といたします。

団長あいさつ

平成20年度市町村職員海外研修

団　長 福　本　芳　次
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現地調査の概要
Ａ　班

平成20年10月２日（木）

デンマーク王国　ネストヴェド市

マースクガーデン

2007年の大規模な行政改革により合併したネストヴェド市は、市域を

７つの地区に分割しており、マースクガーデンは、その１地区のうち

北西地区にある高齢者センターである。入居者は60世帯、ショートス

テイ12世帯となっている。30年前に建設されたもので、在宅での介護

ができない高齢者や認知症の人などが入居し、６つのユニットに分け

それぞれ責任者を置いてユニットケア方式で運営している。

高齢者施設の入居状況と運営について

福祉大国デンマークにおける高齢者施設の現場を視察し、入居実態と

高齢者福祉の取り組みを学ぶ

福祉・医療・教育を税で賄っている。デンマークの福祉施策は、高齢

者・障害者住宅法の施行によって新たな特養施設の建設が凍結され

た。それまでの在宅介護から住まいという考え方に変化してきた。

施設ではなく「家」として、入居者の住まいであるという基本を踏襲

し、「人」として入居者の人生を共有しその人にとって必要最低限の

ケアを行っている。スタッフの労働環境にも配慮しながら、限られた

予算内で独立採算制の運営が行われている。

国や市で定められたサービス基準を遵守し、入居者や家族の意見が反

映されるシステム作りがなされている。スタッフ一人ひとりに課題を

持たせ、働き甲斐のある労働環境を提供するなど、スタッフの育成に

も力を入れている。独立採算制での運営であるが赤字は出ていない。

住まいが狭く、これでは21世紀の高齢者には不適当であるということ

から、来年６月にセンターを閉鎖し新たなセンターに移転が決まって

いる。利用者やスタッフの環境の変化による新たな問題に対処する努

力が必要になる。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月２日（木）

デンマーク王国　ネストヴェド市

ネストヴェド市　社会福祉課

2007年１月１日に近隣の５市と合併

現在、人口８万人（デンマーク国内12番目）

面積は、648km2

コペンハーゲン市より車で１時間程度、内陸部になるがフィヨルドに

よる運河と港湾施設、海水浴場がある

「高齢者福祉施策の現状について」

高齢者福祉サービスの状況を調査する

自宅で生涯を終えたいと思うひとがほとんどであり、サービスは訪問

介護が主体である

福祉における統合政策。

訪問ヘルパーの充実とシステム化による効率化。

高齢者・障害者の自立心を目覚めさせ、サービス利用者が必要として

いるものを提供者が認識しやすい。

また、弾力的な人員配置を行い効率化を図ることができる。

訪問介護が主体であり、利用者サービス提供体制の維持と現場リーダ

ーの育成。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月３日（金）

デンマーク王国　エルシノア市

エルシノア市　児童・青少年課

人口；60,844人、世帯数：約28,000世帯

就学前児童対象施設；47施設。収容人数；約7,500名。

市立学校；15校。対象児童・生徒数；約7,500名。

学校運営等における「理事会」が果たす機能について

学校運営等における「理事会」が果たしている機能から、学べるもの

は何かを調査する。

比較的小規模の自治体でコペンハーゲン市の衛星都市の1つであり、

大阪府下の衛星自治体と類似している。

完全独立採算制で施設の運営を施設長に委任しているが、「理事会」

で学校運営をチェックしている。

生徒代表が理事会に参加することにより、生徒たちの意見を学校経営

に反映することが可能となった。

今の保護者は世代が若い。しつけは親がするものであるが、施設にお

任せの風潮があり、その点が課題となっている。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月３日（金）

デンマーク王国　ヒレロド市

GRUNDTIVIGS（グルントヴィ）国民高等学校

グルントヴィが提唱した「生きるための学校」運動により創設された

国民高等学校のひとつで、1856年に設立された。全寮制の成人教育施

設である。

教育理念の源を探る

どのような教育をすれば、国民は個人を尊重し、民主主義社会の一員

として、社会のために一生懸命働く事に誇りを感じることができるの

かを調査する。

鉱物資源の乏しいデンマークは、資源は人であるとして教育に力を注

いだ。そのひとつが国民高等学校である。設立当初は農業に従事する

若者が対象であった。

18歳以上の成人に、４カ月又は８カ月の全寮制教育を、教育費無料、

寮費半額自己負担で実施するが、資格は一切取れない。国会議員の講

演など、生きた（語りかける）言葉で学ぶ教育を行い、学生達に社会

の状況を伝えると共に、国を支える意欲を沸き立たせる。

資格が取れないということは、資格を取るための専門的な勉強をする

必要がなく、今後進む予定の専門分野以外の分野を学ぶことができる。

それが、人生の充電につながり、自己を成長させるとともに、社会人

として広い視野を持った人間形成につながっている。そして、全人的

な素養を持ったこれらの人達の多くが、社会を支えるリーダーとなっ

ている。

政府内に充電期間を設けずに早く資格を取って働いてもらいたいとい

う意見があるので、国民に、この学校が存在することの大切さを伝え

続ける必要がある。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月６日（月）

スウェーデン王国　スンドベバリィ市

スンドベバリィ市　高齢者・社会福祉課

市町村合併により生まれた自治体である。就労移民の高齢化が進み、

現在の高齢化率は約19％（大阪府とほぼ同じ）である。一時期、福祉

事業の民営化を進めたが、現在は公営福祉が主流である。

高齢者の意思表示と介護のあり方

高齢化率が大阪府とほぼ同じ自治体において、高い福祉を可能にして

いる理由は何か。また、そこから学べるものは何かを調査する。

中小企業が多数あり、そこに就労するため多数の移民が移り住んでき

た。その後、労働者世代の高齢化が進み、結果的に高齢化率が19％と

いう高齢化都市となった。

サービスはすべて在宅期間を長くするためのものとして、位置付けら

れている。これからの高齢者住宅施策は「住んでいる人の快適さを重

視したもの」と考えている。

高齢者住宅という受け皿と、維持できる経済力(年金)により「安心し

て住める」ことを現実のものとしている。

施設運営では財政的理由でグループホームが不足している状況であ

る。また、現在従事している職員の高齢化による人手不足も課題にな

っている。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月６日（月）

スウェーデン王国　スンドベバリィ市

スンドベバリィ市　ハルメスデイケアセンター

首都であるストックホルム市の近郊にある衛星都市。

面積　8.9km2 人口　35,500人

障害者福祉の現状

スンドベバリィ市における障害者に対するサービスの状況と、地域で

生活する障害者にデイケアサービスを提供するセンターの運営状況を

調査する。

比較的小規模の自治体で、大都市のベッドタウンであり、大阪府下の

衛星自治体と類似している。

障害者に対するデイケアサービスの提供。

地域で暮らす障害者が日中いきいきと生活する機会が提供できてい

る。

現在デイセンターのスタッフは２名で、マンパワーの面で不足してい

る。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月７日（火）

スウェーデン王国　ソルナ市

ソルナ市　児童・教育行政部

スウェーデンの首都ストックホルム市に隣接する人口６万３千人余り

の市。近年、ニュータウン開発により人口が増加傾向にあり、ストッ

クホルム県内でも成長性が高い市の一つ。

生活大国スウェーデンの就学前・義務教育の現状

福祉先進国スウェーデンを支えるひとづくりの一翼を担う就学前・義

務教育の現状を調査する。

転入などによる年少人口の増加のため、教育施設の増設などの対応が

必要となっている。

就学前教育　１歳児～５歳児が通う幼児教育

義務教育　　６歳（０年生）～15歳が学ぶ一貫教育

学童保育　　義務教育に通う児童の放課後活動の保障

義務教育では、知識教育に偏重することなく、一人の良識ある市民と

して成長することが大切にされており、成熟した民主主義国家をつく

る基礎となっている。また、過去に合計特殊出生率の低下が進行した

が、充実した子育て支援施策などにより、現在では1.80まで改善して

いる。

現在、校長が市内の各教育区における就学前教育と義務教育双方の責

任者となっているが、極めて重い責任の上、所管範囲が広すぎること

が課題となっており、それぞれに責任者を置き、負担の軽減を図るこ

とが予定されている。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月７日（火）

スウェーデン王国　ソルナ市

Bargartorps国民基礎学校

1960年代初頭に０～６学年の学校として設立。2001年より７～９学年

を増設し、現在は０～９学年までの義務教育施設となっている。全校

生徒350名のうち、３分の１が移民者の子どもで、20カ国にわたる母

国語教育が行われている国際色豊かな学校である。

義務教育期における民主主義教育のあり方

義務教育の現状を調査する。

この学校のあるソルナ市は、首都ストックホルムの近郊という立地条

件から、ニュータウン開発等に力を入れている。今後、人口増加に伴

い、全校生徒も500名～600名へと増加すると予測されている。

校長・副校長以外の先生でいくつかの班を編成し、学校で起こりそう

な問題ごとに対策チームとして活動行う。また、授業についてもグル

ープ単位で担当し、生徒が抱えている問題の早期発見に迅速な対応が

できるような仕組みである。

教師個人で取り組むよりも、チームとして取り組むほうが、生徒が抱

えている問題を早期に発見できると共に、多角的に問題点を捉えるこ

とができ、解決へのアプローチも的確に行える。

この学校のチームに適した人材の確保をすることが、今もこれからも

課題である。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月２日（木）

デンマーク王国　コペンハーゲン市

知的障害者日中活動施設アクティブセンターベバリエット（Voeveriet）

知的障害者の日中活動施設として、保護された作業所とデイホームを

運営している。利用者数は65名、職員数は14名である。

知的障害者日中活動施設に見る障害者福祉の現状

高い税負担をしてまで高福祉を行うことについて、市民は実際にどう

感じているかをコペンハーゲン市の障害者福祉施設を訪問し探る。

アクティブセンターベバリエットは、コペンハーゲン市内にあり、デ

イホームと保護された作業所が併設されている。作業所の作業内容は、

機織、裁縫、伝統的な作業所の作業、キッチン、園芸、ジョブブティ

ックとなっている。

デイホームでも保護された作業所でも、全ての人間に対して尊厳の念

を持ってケアすることを大切にしており、障害のある人がその日の状

態に合わせて日常生活を送ることができるよう配慮されている。

徹底した地方分権によって市が一体的なサービスを効率的に提供し、

それが障害者に対する尊厳の念を持ってなされることによって、障害

者が普通に暮らせるまちづくりを可能にしている。

重度の知的障害者については、尊厳の念を持ってケアをしていても、

なおジレンマがあり、外に出てしまう人には対策のためナンバーロッ

クが必要なこと。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題

Ｂ　班
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平成20年10月２日（木）

デンマーク王国　グロストラップ市

森の幼稚園　スコバネヘーベン（Skovbo/rnehaven）

この幼稚園は、園舎の隣に国有の森があり、通園している子どもが20

人、保育士が３人である。

自然と密着した保育・教育の実践

子どもたちは森の中で遊ぶことから、自然の厳しさ、やさしさ、大切

さを学ぶとともに、自由と自己責任のつながりに気付き、人間性を高

める教育について調査する。

この園舎の隣の国有の森は誰でも自由に散策することが許されている

ので、自然の中での教育にこの森を活用している。

毎日、子どもたちの意見や希望を聞いてプログラムを決める。週に１

日だけ自然について学習する。

子どもの頃から自然の厳しさ、やさしさ、大切さを学ぶとともに、自

由と自己責任のつながりに気付き、人間性を高めていく教育が可能。

遊びの中から何をいかに学ばせるかが難しいと考えられる。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月３日（金）

デンマーク王国　コペンハーゲン市

高齢者福祉施設　ボーミパーケン（Bomi-Parken）

ボーミパーケンは、日本の特別養護老人ホームに相当する施設でプラ

イエムという。46部屋の個室があり46人が入居している。市の判定委

員会が施設への入居が必要と認めると入居することができる。

プライエムに見る高齢者福祉の現状

福祉先進国のデンマークの高齢者福祉施設を訪問し、高負担高福祉で

世界一住みやすい国の居住を重視した施設の現状を考察する。

1975年に設立し保護住宅・通所施設を併設している。

高齢者福祉の３原則である「生活の継続」、「自己決定」、「残存能力の

活用」を重視している。

施設の職員の能力アップと快適な職場環境づくりに努めている。

自立した日常生活を快適に送ることができるよう個人の利益に焦点が

当てられているので、入居者や家族との信頼関係が構築されている。

居住面積を30㎡から65㎡に増築しリビングと寝室に改装し２部屋確保

するなど施設整備を図り、より快適な生活が営めるよう図っていく。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月３日（木）

デンマーク王国　コペンハーゲン市

コペンハーゲン市庁舎　財政課

デンマーク王国の首都。デンマーク東部のシェラン島の東海岸に位置

するデンマーク最大の都市で、デンマークの人口の１割に当る52万人

が暮らしている。

コペンハーゲン市におけるまちづくりの取り組み

住むには高くつくが世界で一番暮らしやすい都市コペンハーゲン市の

実態と課題を調査し、何が高福祉を支えているのかを探り、日本での

施策に活かす。

高い税負担と徹底した地方分権

徹底した地方分権によって市が一体的な社会福祉サービスを効率よく

実施している。また、教育では社会がどのような人間を育てたいかを

明確にしている。

住むには高くつくが世界で一番暮らしやすい都市の実現

予防医療は無料ではないため手遅れになりやすい。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月６日（月）

スウェーデン王国　ストックホルム市

ストックホルム市庁舎

人口約79万5000人、面積は188km2、14の島で成る街である。

1997年から分権を進め、現在は14の区を設置し、区が独自の予算を組

み社会福祉を実施している。

ストックホルム市におけるまちづくりの取り組み

ストックホルム市における福祉政策を中心に、市民満足度の高いまち

づくりについて学ぶ。

地方分権が進んでおり、市は児童福祉・高齢者福祉・学校、県は医療

ケア・交通政策、国は法律制定・社会保障とそれぞれの役割が決まっ

ていて、互いに干渉しないという仕組みができている。

高齢者福祉と障害者福祉を最重要課題と決定し、税収の確保のために

どうすれば納税者人口の減少に歯止めがかかるのかを考え、児童福祉

を充実させてきた。

児童福祉を充実させてきた結果、ここ数年ベビーブームが巻き起こり

出生率が上がっている。

経済の緊急事態時における政策

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月６日（月）

スウェーデン王国　ストックホルム市

シニア住宅

レイメッシュウッデ（Reinersuede）

ストックホルム市が経営している「ミカサ」という住宅会社が、以前

のサービスハウスを改築し、2006年から65歳以上の元気な高齢者を対

象としたシニア住宅として出発した住宅。９棟、143世帯、162名が入

居可能。

サービスハウスからシニア住宅への転換

在宅ケアへの転換が進められる中、比較的元気な高齢者がどのような

住宅に住んでいるのかを調査する。

ストックホルム市については、人口推計から高齢者の割合が減少する

とのデータがあること、そして在宅ケアへ転換が進められていること

から、サービスハウスの運営方針を転換する必要が生じたもの。

高齢者が安心安全に生活できるように、バリアフリー化やユニバーサ

ル・デザインが見えない形で設置されている。

バリアフリー住宅として長年住み慣れた自宅を売却し引越しをしてく

る。

居住者が実際に住宅を使用してはじめて不便に感じた部分のバリアフ

リー化を進める必要がある。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月７日（火）

スウェーデン王国　リーディンゲ市

保育学校　ウールオクスキュールステューベン

（Ur och Skur Stubben）

この保育学校は、自然と密着した保育・教育の実践のために「ムッレ

教室」という特色のある活動を実施している。

スウェーデンにおける児童福祉サービス提供の最前線

児童福祉サービス提供の最前線である保育学校の取り組みについて調

査すること通じ、スウェーデンの児童福祉・子育て支援施策について

学ぶ。

野外生活推進協会と契約を結び、ムッレ教室をはじめとする野外活動

のプログラムを実施している民間経営の保育学校である。

ムッレ教室の目的は季節や天候に関わりなく行われる野外活動を通じ

て、子どもたちが興味を持ちながら自然との共存について学ぶこと、

また、自然についての知識を身につけることにある。このため、どの

様な天候でも子どもたちに自然の中で楽しみを見つけ、感じさせるた

めに、雨が降る日も雪の降る日も森の中で活動を行っている。

「忍耐力・集中力が強くなる」、「自然の中では空間が十分にあり、そ

れぞれが自分の場所を自分で見つけることができるので自ずと静かに

遊ぶようになる」、「面白いものを見つけると仲間に教えるなど良い意

味でのふれあいが出てくる」といった効果が挙げられる。

受入児童数は現在20名程度であるが、受入数を増やすためには職員増

や施設拡張の必要がある。特に、野外活動という特別な目的があるた

め、職員の確保が重要となってくる。

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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平成20年10月７日（火）

スウェーデン王国　ストックホルム市

高齢者デイセンター　シニアトレッフェン（Senior träffen）

認知症デイセンター　ボーベルグマンガーデン（Bo Bergmanga゚rden）

・高齢者の通所介護施設

・市への申請、ニーズ審査官の調査等を経て、通所サービスが必要と

判定された高齢者が通所する施設

・地域の高齢者の交流スペースも設けている

デイケアセンターに見るスウェーデンの高齢者福祉の現状

スウェーデンの高齢者福祉の現場を視察し、現状と役割、効果を確認

することによって、日本との比較、考察を行う。

1991年に開設された施設で、オステルマルム地区に住む高齢者が通所

している。

・個別性の高いケア（７～８人程度のユニットケア）の実践

・認知症ケアに力を入れている（職員の専門資格の取得等）

・地域との交流の場の提供（オープンセンター）

・認知症ケアの充実により、評価を受けている

・労働環境の充実・改善にも力を入れており、休む職員や、職員の入

れ替わりが少ない

・地域に開かれた施設として定着している

2009年６月から、サービスの選択制が導入される予定。運営費の交付

方法も変わる。（選ばれるサービスの提供、質の向上が必要である。）

訪 問 日

訪 問 都 市

現 地 調 査 先

現地調査先の概要

調 査 概 要

（1）研 修 テ ー マ

（2）調 査 目 的

（3）調査先の背景

（4）調査先の施策

（5）施 策 の 効 果

（6）今 後 の 問 題
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Ａ班　生活大国を支えるひとづくり …………………… 022
～デンマーク・スウェーデンにおける福祉・教育の現場から～

Ｂ班　福祉大国を支えているもの ……………………… 062
～デンマーク・スウェーデンの福祉の最前線から～

地域福祉とまちづくり

現地調査報告

※デンマークには、日本にはないペタゴーという特有の資格があり、この報告書の中に
も多く出てきますので、最初にペタゴーについて説明します。

ペタゴー（paedagog）
保育所（幼稚園）、デイケアセンター、知的・身体障害児（者）施設、学童保育、アル

コール依存症の施設などでケアワーカーとして働く職員の総称。主な仕事は、子どもや
支援の必要な人たちへの指導や助言。近年では学校教育現場で、授業を担当したり、子
どもの様子について教師と話し合ったりするという役割を持つ者もいる。高等教育（大
学）レベルの専門教育を３年半（15カ月の実習を含む）受けて、資格を得る。ソーシャ
ル ペタゴーとも呼ばれる。

※本報告書では為替レートを次のとおり換算しています。
・１デンマーククローネ（DKK）＝約22円（外務省公式HP確認2007年11月時）
・１スウェーデンクローナ（SEK）＝約18円（外務省公式HP確認2008年４月時）





Ａ　班

生活大国を支えるひとづくり ………………………………………………… 022
～デンマーク・スウェーデンにおける福祉・教育の現場から～

・高齢者福祉の現場から ～施設ではなく「住まい」の現況～

・必要なものから必要とされるものへ ～福祉政策は人材育成から～

・グッドチャイルドライフの実現に向けて ～デンマークにおける事例を中心に～

・充電してパワーUP ～人を育てた成人教育施設～

・現代福祉のアーキタイプ ～高齢者の意思表示と介護のありかた～

・スウェーデンの障害者福祉 ～デイケアセンターの現場から～

・生活大国スウェーデンの就学前・義務教育 ～子育て施策とひとづくりについて～

・「個」の尊重を重視した義務教育 ～他人との競争がない教育現場から～
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2006年に英国の大学が行った幸福度調査による

と、デンマークが１位で、スウェーデンは７位、

日本は90位だったということである。一人当たり

の国民所得などの経済的な尺度で見ると、両国と

もかなり高い水準にあり、ほとんど差はないのに

もかかわらず、なぜこれほどまでに幸福度に差が

あるのであろうか？

いうまでもなく、人が何をもって幸福と感じる

かは属する文化圏によって違いはあるだろうし、

完全に正確な結果が導き出される調査とは言えな

いことは確かなのであろうが、それを差し引いて

も90位という順位はあまりにも低すぎるように思

える。

我が国では今からほんの70年ほど前には多くの

国民が満足に食事をとることすらできなかった経

済的にどん底の時期があり、その後はひたすら経

済的な成功を追い求めてきた。そして先人たちの

努力によってそれを勝ち得た。しかし現在、経済

的成功＝幸福ではないことはほとんどの人が実感

していることだろう。

日本は「経済大国」であるが「生活大国」では

ないとはよく言われていることである。一方、デ

ンマーク、スウェーデンの両国は「スカンジナビ

アモデル」と言われる高負担高福祉の社会民主主

義体制でありつつ、同時に国民の幸福度が高い

「生活大国」であることはよく知れ渡っているこ

とである。

今回の研修テーマは「地域福祉とまちづくり」

だ。まちはひとがつくるものだし、ひとが集まっ

てできるものである。すなわち使い古された言葉

ではあるが「まちづくりとはひとづくり」なので

ある。一人ひとりの国民が力強く幸福な生活を送

ることができれば、それがよいまちづくりにつな

がるということなのだろうと思う。

国民の幸福な生活を支えるために、人々のライ

フステージの様々な局面において有効な施策を実

施することは行政の大きな役割だ。そこで、われ

われは今回の視察先を、デンマーク、スウェーデ

ンが世界的にみて特に優れていると言われている

教育・福祉の現場にすることとした。教育現場を

選んだ理由はまちづくりの基本となるひとづくり

に大きく関わってくることだからである。

児童福祉についてエルシノア市（デンマーク）

を、学校教育についてはソルナ市（スウェーデン）、

成人に対する教育についてはホルケホイスコーレ

（国民高等学校・デンマーク）、障害者に対する支

援についてはハルメスデイケアセンター（スウェ

ーデン）、そして高齢者福祉に関してはネストヴ

ェド市（デンマーク）とスンドベバリィ市（スウ

ェーデン）をそれぞれ視察先として選択した。ど

の場所も今回研修に参加するわれわれの所属する

大阪府下の衛星都市と似たような規模の、それほ

ど大きくはない自治体だ。

状況が許せばデンマーク・スウェーデン両国の

違いについても詳しく検証したかったのだが、今

回は限られた日程でもあったので、日本とデンマ

ーク・スウェーデン両国との違いを主に検証して

みようということになった。

いじめに苦しむ子どもたち。子育てに不安を抱

える親たち。マンパワーの不足に悩む教育現場。

長時間の勤務や様々なストレスに苦しむ労働者た

ち…。我々がふだんの業務を通じて見聞きする日

本の福祉・教育の現場は実に様々な問題を抱えて

いる。

デンマーク、スウェーデンではこの種の問題は

起こっていないのだろうか？また、もしそれを克

服したのであれば、いかにして克服したのであろ

うか？

生活大国を支えるひとづくり

～デンマーク・スウェーデンにおける福祉・教育の現場から～

Ａ　　班
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【視察日程等】

デンマーク
平成20年10月２日（木）

《午前》マースクガーデン
《午後》Naestved市社会福祉課

平成20年10月３日（金）
《午前》Helsingor市児童青少年課
《午後》Grundtvigs Ho/jskole
（グルントヴィ国民高等学校）

平成20年10月4日（土）
《午前》基調講演
《午後》高齢者住宅見学

スウェーデン
平成20年10月６日（月）

《午前》Sundbybergs市
高齢者・社会福祉課

《午後》Sundbybergs市
知的障害者作業所
ハルメスデイケアセンター

平成20年10月７日（火）
《午前》Solna市児童教育行政部
《午後》Bagartorps国民基礎学校

認知症患者用の人形 公衆トイレ 街中にあるレンタル自転車 Copenhagen中央駅構内
の障害者トイレの介助人

介護用デジタルペン 高齢者住宅の一室 小学生の教材 子どもが描いた家族の絵
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高齢者福祉の現場から
～施設ではなく「住まい」の現況～

訪問日　２００８年１０月２日（木）
訪問先　ネストヴェド市 マースクガーデン
説明者　ソニア・ムナ氏
通　訳　小島ブンゴード孝子氏

１．はじめに

日本の高齢化率（65歳以上の高齢者人口が総人

口に占める割合）は、出生率や死亡率の低下、少

子化等の要因により上昇し、2008年には22.0％を

記録した。今後の推計では、30％超になると予測

されている。一方、デンマークの高齢化率は2007

年では15.4％で、やはり上昇傾向にある。1960年

代にはプライエムと呼ばれる日本の特別養護老人

ホームに似た施設や保護住宅が建設され、その後

1979年に政府に高齢者政策委員会が設置され、こ

れらの施設について議論された。

委員会報告書において、高齢者ケアにあたって

は、①自己決定（いつでも自分らしく生きる）②

継続性（住み慣れた地域で暮らす）③残存機能の

活用（できないところだけ支援する）という「高

齢者福祉の三原則」が示された。これを基盤とし

て、「社会支援法改正法」や「高齢者・障害者住

宅法」の施行により、新たなプライエムや保護住

宅の建設が凍結された。以後、同法によって多く

の高齢者住宅が建設されたが、以前のプライエム

は内部改修などが行われ介護型住宅や特別養護老

人ホームのユニットケアに似たものへと変化して

いるものが多くなっている。

今回の海外研修におけるテーマである「地域福

祉とまちづくり」について、前述した三原則がデ

ンマークでのハード面における高齢者施策の中

で、どう反映されどう変化してきているのか、地

域福祉の中にどう取り入れられているのかなど、

実際の現場を見て高福祉の実情を肌で感じ取り、

日本の施設との差異を考察してみたい。

２．現地調査先の概要

デンマークでは2007年大規模な行政改革によ

り、それまで13の県と271の市が、５のリジョン

と98の市になった。我々が訪問したネストヴェ市

においても周辺の４市との合併が行われ、人口は

４万人から８万人に増加した。当然高齢者人口も

増加することから、市域を７つの地区に分割しサ

ービスを提供している。１地区の人口は約15000

人で、介護等の利用者が約800名、そのケアに従

事する人は約280名である。このマースクガーデ

ンはその１地区のうち、北西地区にあたる。

この地区にはこのような高齢者の福祉センター

が２カ所あり、ここは約30年前に建設されたが、

各地区の高齢者ケア施設の中でも比較的大きい施

設に分類される。入居している世帯は60世帯で、

ショートステイも12世帯となっている。入居者は、

在宅がどうしても無理だという方がほとんどで、

弱視の方や身体的な要介護度の高い方、認知症の

方もおられるとのことである。このセンターには

デイサービスの機能もあり、判定を必要とするが

在宅の方でもリハが必要な方、社会的に引きこも

り気味の方などニーズがある方などが通所でデイ

サービスを受けることができる。

私たちが説明を受けたセンターのカフェテリア

のキッチンでは、入居者全員の食事を作っておら

ず、入居者の方の食事は市の中央で作られて運ば

れてくるそうである。このカフェテリアは、日帰

センターのカフェテリアにてレクチャーを受ける
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りでセンターに来られる方や地域の高齢者の方、

一定の条件を満たした年金受給者や、高齢者・障

害者の方でここで食事をしたい方などが自由に利

用できるそうである。入居者の部屋は全部個室で、

当然各々にトイレ・シャワーも完備されている。

ソニア氏から、このセンターが2009年６月に閉鎖

され、現在建設中の新しいセンターに移転すると

聞かされた。新しいセンターは、ここも含めて市

内の二つの古いセンターを閉鎖し移転するとのこ

とである。入居される世帯は96世帯となるが、規

模的にも大きくなることで13世帯程度入居世帯が

減少するが、市としてトータルすると入居が必要

な戸数は変わらないとのことである。また、二つ

のセンターが移転した後は、別のセンターは売却

され、このセンターは個室が狭いことから、24室

はショートステイ専門とし、あとはトレーニング

やアクティビティのため残すとのことである。売

却したもう一方のセンターも利用は決められてい

て、内部を少し改造してアルコール依存症のよう

な一時的な治療が行えるものに利用されるとのこ

とである。

このセンターは30年前に建設され古いとはいえ

大きな傷みもなく内装もきれいで、まだまだ使用

できると思うが、移転の最大の理由は21世紀の高

齢者には不適当であるとのことであった。今の21

世紀に住む人にとって一部屋というのは駄目だ、

これでは「家」ではないという考え方なのである。

ここは施設ではなく、部屋といってもここでは入

居している人の「家」「住まい」と定義している

のである。日本では、有料老人ホームは別として、

この考え方はできないだろう。入居している人す

べてに個性があり、一人ひとりの人生があるのだ

から、施設であれば時間割といったものがあるが、

ここは今では自分の家だから、一人ひとりの人間

らしさ、人らしさを活かした支援を行うのが当然

であるという考え方である。これは、前述した三

原則がまさに息づいているという証なのである。

３．センターへの入居

センターに入居する場合は、本人でも家族でも

あるいは家庭医からでも、入居が必要だという人

はまず市の福祉課に連絡をする。次に、市の判定

委員がサービス内容を判定し、それをサービス提

供者に渡し実際にサービスが開始されるという、

一つのシステムとして確立されているのである。

日本では、65歳以上の方がこういった施設を利用

しているが、ここに入居するための年齢制限とい

うものはなく、支援を必要とする人であれば入居

は可能である。市内には同じようなセンターがあ

るが、入居の判定を受けた人は自分が入居したい

センターを特に指定しなければ、ニーズの高い人

から空きができたセンターにすぐ入居できる。し

かし、どうしてもこのセンターに入居したいとい

う場合は、希望するセンターに空きができるまで

待たなければならない（ウエイティングリストに

登録される）。また、たとえリストに登録されて

いても、自分よりもっとニーズの高い人や措置入

居者が出れば、入居の順序は変更されることにな

る。

デンマークでは、利用者一人ひとりの目標とな

るサービスプランはサービス提供者が立てると法

律で決められており、そのサービスの品質基準が

設けられている。基本的なベースとなる部分は国

が、市では市なりの高齢者福祉のサービス基準が

設けられているのである。ただし、サービス提供

者を誰にするかを決めるのはあくまで利用者であ

り、ここに自己決定の原則が踏襲されているとい

センター内１階の廊下　車椅子の通行は容易で手摺前に
はトレーニングマシンやテーブルが置かれている
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うことである。

４．センターの運営

センターは基本的に高齢者専用であるため、入

居している人の年齢も高く、またここが終の棲家

ということから、80歳以上の高齢者と複合の障害

を持った人に一番マンパワーが必要となる。セン

ターの規模も比較的大きく、在宅での介護ができ

ない人、ショートステイの人、認知症の人やその

中でも異常行動・徘徊など特に症状が厳しい人な

どが入居されていることから、ケアスペースを６

ユニットに分けそれぞれ責任者を置いてユニット

ケア方式で運営されている。

センターの運営に要する予算は具体的な教示は

なかったが、予算のほとんどは人件費であるとの

ことである。北西地区ではこれが約7200万DKK

（約15億8400万円）で、このセンターではトータ

ル予算が約１億DKK（約22億円）弱で、そのう

ち人件費が85％（約8500万DKK（約１億8700万

円））を占めるとのことである。やはり人件費は

日本と同じようにウエイトが大きいのである。予

算のほとんどが人件費であるが、社会全体からす

ると介護の仕事に就く人たちの給料は決して高く

ないとのことである。年間予算の収入部分は、入

居者数や利用者の要介護度によって変化するため

流動的な部分が大きい。支出については当然人件

費が大きいため、サービスに充当できる予算の範

囲内で、利用者からの要求をどう賄うかが大きな

ポイントとなる。決して儲ける必要はないが、赤

字を出さない経営は非常に至難である。

運営を預かるリーダーは、市と契約を結び、配

分された予算内で契約に基づいたサービスを提供

しなければならないため、公務員といっても経営

者の資質が強く求められるのである。公的なサー

ビス機関であるが要は独立採算制なのである。職

員は公務員であり経営者なのだ。

職員が働き甲斐の持てる労働環境づくりという

のも重要で、デンマークでは離職はいつでも自由

にできるが、体を壊して働けなくなって離職する

人はいないそうである。それは、労働環境が法律

で保護されており、それぞれの施設でも非常にこ

だわりを持っている。体を壊さない作業方法や精

神的にも崩れないようなケアなど、利用者と同じ

くスタッフも大切な資源であるとの考えから、十

分気を配っているとのことである。説明をされた

副センター長のソニア氏は言う。上司として職員

を監視するというのではなく、職員と信頼関係を

結ぶことが重要であり、一人ひとりに課題を与え

て責任を持ってもらう、働き甲斐を作ってやる、

そしていいところは褒める、そういうことを心が

けている。インセンティヴというのがなかなかむ

つかしいが、一人ひとりの個性や能力を活かして

やること、個とチームの連携（ただ単にチームワ

ークということではない）を図りながら、それを

うまく伸ばしていくことが職場環境の活性化につ

ながり、よりよいサービスが提供できるのだと。

仕事に対する誇りと情熱、重責、働き甲斐を痛感

したところである。

また、ボランティアの活用について、デンマー

クでは専業主婦は基本的にはいないし、働ける年

齢の人は皆働いているのである。だから、日本の

ボランティアとは大きく違い、要介護度の高いこ

ういうセンターにおける専門のスタッフが行って

いるところにはいないということである。専門の

仕事（職）を犯す（手助けをする）といったこと

はない。年をとっていても元気な余裕のある人が

ボランティアとして、高齢者の話し相手になると

か、入居者と趣味が同じであるといった専門職で

はない「人」としての活動という構図であり、そ

ういう人をゲットするのは課題ということになる

といえる。

センターの運営に対する市や国の監査、情報公

開などについても説明を受けた。センターの予算

執行状況などは全部公開することとなっている。

しかし、入居者からセンター運営に係る予算執行

での細かい注文をすることはできないということ

であった。これは、市議会で決定された予算配分

の使途はセンター長に委ねられている（前述の独
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立採算制による経営）からで、これを変えるべき

だという市民がいたなら、ヒアリングなり集会で

の意見、あるいは高齢者審議会というところを通

じて、市議会に訴えるという形がとられるので、

個人的にセンターの運営に口出しすることはでき

ないとのことであった。

市民のニーズを汲み上げるということは運営に

は重要なことであるため、この北西地区では利用

者（本人）とその家族で構成されている審議会と

いうものが設けられている。また、このセンター

においてもユニットケアということから、ユニッ

トごとに利用者と家族の会というものを設けて、

当然スタッフも加わり利用者の意見を汲み上げる

という方法で運営に対する意見等を反映させてい

る。地区の審議会ではセンター運営の大枠を決め、

ユニットごとでは日常生活や食事の内容に至って

まで細かい意見やニーズを聴取する場を設け、利

用者の立場に立った運営の推進が図られていると

いうことである。一方、サービス基準の遵守につ

いては国と市併せて年３回の監査が行われてい

る。あらかじめ内容を通告した予告監査と何も予

告しない不意の監査が実施されている。監査内容

には、医療的なことも含まれるので公医（家庭医）

も検査員になっているし、予算の執行状況はもと

より生活環境や労働環境、利用者の満足度やスタ

ッフの状況まで全部ヒアリングが行われ、ただ単

に書類点検だけで済むというものではない。高負

担（高税率）であるがゆえに、執行状況に対する

監視の目はどこよりも厳しいということである。

５．「家」と施設内の状況

（１）高齢者のユニット

弱視の方５名と介護が必要で入居されている方

のお宅を２カ所拝見させていただいた。このユニ

ットでは12名が生活されていて、スタッフは日勤

で４名程度、一人約1.5人を担当し、深夜は４人

で６つのユニットを掛け持ちされている。ほとん

どが介護の資格を持っているとのことである。

一人目は95歳、二人目は90歳の女性でどちらも

高齢でしたが快く歓迎してくれた。年齢を聞いて

驚いたが、楽しく笑いながら話をしてくれた。大

きさは約10畳ぐらいで、ベッドは介護を要するた

めセンターのものである。

各個人の住まいには、以前から使用していた家

具や調度品、室内に飾っていた家族や孫の写真、

生まれ育った農場で働く両親を描いた絵など、親

しくしていた必要最低限のもので埋め尽くされて

いる。入居者の生き様、長い人生の縮図がここに

息づいているのである。ここはまさしく「家」な

のである。とても狭いとは感じなかったが、もっ

と広いところはたくさんあるそうだ。日本の特別

養護老人ホームや介護施設との差を痛感した。

また、部屋にはテラスもあるのだが、すぐ隣は

ごく普通の住宅地で、どちらからも見通せるよう

になっている。日本では、高い塀があったり目隠

しがあったり何かとプライバシーに気を使うが、

９５歳の方が入居されている「住まい」

９０歳の方が入居されている「住まい」
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そういうことは一切垣間見えなかった。通常目に

する一般の住宅環境と何ら変わるものではなかっ

た。

（２）認知症のユニット

次に、認知症の方が入居するユニットに案内し

ていただいた。入居者は12人いるのだが６人に分

けてケアをしており、他のユニットに比べるとマ

ンパワーを多く入れているとのことであった。入

居者を拘束もしていないし、部屋には鍵もかけて

いない、徘徊しにくい工夫もされているとのこと

である。認知がかなり厳しく生活ができない方が

多いので、一人ひとり全部ケアされている。訪問

した日は６人の方は数泊で旅行に出かけていると

のことであった。普通のホテルに宿泊することで

ケアできる環境が整っていないところで生活する

というのは自分の可能性を再発見できるのである。

スタッフと入居者が24時間一緒に過ごすこと

で、その方の人間性というのがよく理解でき、お

互いにとても有意義な旅行なのである。また、こ

のユニットでは週１回食事を自分たちで作るそう

である。食事を作る工程での音や臭いが記憶を蘇

らせる一つの手段になるのである。日本では施設

の外に出ることはあっても数泊の旅行などはとて

も考えられない。ケアスタッフの資質や環境の違

いを強く感じた。ケアを担当するスタッフは、入

居される人の背負ってきた人生や家族の生い立ち

などを入居される前に共有し、理解したうえでケ

アにあたっているとのことである。

（３）理学療法、作業療法室

スタッフがチームを組んで午前と午後で人を入

れ替えている。認知症の方も含め全員同じことが

したいわけではないので、それぞれの人生や趣味

にあわせてやりたいことをさせているそうであ

る。グループでのトレーニングもおこなっている

とのことである。

（４）事務室

職員の事務室は、それぞれのユニットごとにあ

り、同じ姿勢で何時間も座っているということは

よくないので、立っていても仕事ができるように

すべての事務机の高さが電動で調節可能である。

労働環境を整備することは労働環境法で決められ

ており、職場にあうものでなければならない。

我々の事務机とは比較にならないほど大きく椅子

も疲れないようなホールド感のあるものだった。

どういう職場環境を作るのかということも、セン

ターの責任者が決定するのである。

６．おわりに

センターの廊下に手摺は付いていたが、その前

にはテーブルが置かれていた。ユニットのフロア

ーの真ん中には鉢植えの花がきれいに咲いてい

た。市内のレストランやホテルの入り口にも車椅

子用のスロープは見当たらない。旧市街地などは

きれいな石畳になっていて中世の面影を彷彿とさ

せる。しかし、石畳の道やホテルに入るスロープ

がなければ、車椅子ではさぞ通行に支障があるだ

ろうと思っていた。このセンターに車椅子で来ら

れる方を見て納得した。デンマークでは、車椅子作業療法室内部のトレーニング器具

センターの事務室にて　上下する事務机
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を自分で操作して移動するということは皆無で、

必ず介護をしてくれる人がいるから段差の解消は

無用なのである。日本では、スロープのない施設

などはほとんど見かけない。日本とはまったく逆

なのには驚いた。

現在、日本のどこの市町村でも特別養護老人ホ

ームや介護老人保健施設、デイサービスセンター

や有料老人ホームといった、高齢者向けの施設が

やたらと目に付くのである。狭い殺風景な部屋に

閉じ込められている白髪の女性、点滴のチューブ

を引きずりながら廊下を徘徊する男性、毎日車椅

子で送迎車に乗せられてデイサービスに通うお年

寄り。帰国してから、このような光景を見るたび

に、このセンターで我々を歓迎してくれた入居者

の方の笑顔を思い出すのである。日本もデンマー

クも、経済大国に違いないが、高齢者がおかれて

いる環境の差はとてつもなく大きく、この差を埋

めることは日本では相当むつかしいと感じた。

デンマークがどうして福祉大国となり得たのか

は、国の歴史と国を造ってきた人の歴史を理解し

なければならない。日本からも毎年多くの福祉関

係者、議会議員、行政の職員が、高齢者福祉施設

の実態としてこのセンターを視察に訪れるそうで

ある。そして、デンマークの高福祉は全て税金で

賄われていてすばらしいものであると、実際に目

にした現実が多く報告されている。誰もが目に映

る入居されている住まいを見て、在宅で生活がで

きなくなればこうして暮らしたいとか、サービス

を受けたいと思うに違いない。しかし、現在の日

本と比べると、とてもここまでのことを国が公共

サービスとして賄うことはできないと痛感するに

違いない。そこには、日本とは桁違いの高税率が

あるからである。所得税の限度額は59％、日本の

消費税に相当する付加価値税は25％、自動車取得

税はなんと180％なのである。高福祉を公共で賄

うことの選択による納税なのである。高福祉だけ

が大きくクローズアップされがちだが、それには

国民がいかに高額な納税をしているかということ

を決して見過ごしてはならないのである。そして、

デンマークが長い歴史の中で「人」というものを

国の資源として捉え、いかに育成してきたかを考

えてほしい。さすれば、高福祉を維持できる所以

も自ずと納得できるのではないかと思うのであ

る。

日本は、終戦後めざましい発展を遂げ、高度経

済成長を経て世界でも有数の経済大国となった。

一方デンマークは、過去に数度の敗戦から復興し、

今や福祉大国として世界に名を馳せている。国の

成り立ちは違うがいずれも世界に名立たる大国で

ある。しかし、日本の福祉・医療などの社会保障

制度は、デンマークとの大きな乖離をまざまざと

見せ付けられた。デンマークを訪問して、日本が

取り入れようとするのは、高福祉の実情ではなく、

どうすれば高負担としての高福祉が供給できるか

である。

国民が働いて税金を納めることに変わりはない

が、社会保障費や教育費に対する国の負担額は日

本とデンマークでは相当大きな違いがある。日本

国民が汗水流して働いて納めた税金が、新聞やテ

レビなどで取り沙汰されるような無駄なものであ

れば、納税意欲も殺がれ怒りしか残らないだろう。

国民が血眼になって税金の使い道を監視し意見を

出し、本当に納得のできる、納税者が報われる使

い道が確立できたなら、日本人の幸福度も少しは

上位になるのではないだろうか。そして、老後を

この「家」で暮らしている方のように、安心して

穏やかに暮らせるのではないだろうか。

マースクガーデンにて集合写真
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必要なものから必要とされるものへ
～福祉政策は人材育成から～

訪問日　２００８年１０月２日（木）
訪問先　ネストヴェド市　社会福祉課
説明者　ローネ・ニールセン氏
通　訳　小島ブンゴード孝子氏

１．はじめに

今回訪問したネストヴェド市は、中心に教会が

建ちそこから、放射線状に道路が広がっている、

歴史的には古いということで、道路の舗装が石畳

であるところもあった。平日ということもあって

か、人通りはあまりなく車もさほど走っている感

じはうけなかったが、建物もレンガ造りが多くヨ

ーロッパ特有の中世のなごりある風情を感じた。

しかし、高齢者や障害者のために特別に整備さ

れた風景は、まったく見あたらず、大阪の方が、

平日でもそれなりに人通りがあり活気がある風景

がみられ、高齢者の方もよく歩いているように思

われた。高層マンションがなく平屋建ての庭付き

の家が多く、家でのんびりとお昼を楽しんでいる

のかもしれない。公園や広場は芝生が生え、大き

な木がたくさん植わっており時間が許すならゆっ

くりと寝そべりたいなと思わせる落ち着いた感じ

のまちだ。

ここは、視察受け入れを多く行っており、市長

も日本に来られたことがあるほど親日家であり、

「社会福祉とまちづくり」という大きなテーマか

ら社会福祉課の話を聞くこととなった。高福祉と

いわれるサービスはなんなのか、サービスの向上

とバランスそのコーディネイトや障害者、高齢者

の要望の受け入れ方法や異なる事業所間で連携・

協力するための工夫など質問項目を事前に送付し

自治体としての高福祉社会に関わる手法や考え方

を学びたいと考えた。

２．高齢者福祉施策について

今回、ローネ・ニールセン氏に市の高齢者福祉

施策についての現状について伺った。

ニールセン氏は、老人ホームアシスタント(現

在、廃止)の資格を取得後、1987年より福祉の仕

事を始められた。その後、福祉関係の仕事を行い

ながら、看護師の資格も取得し、現在、ネストヴ

ェド市のチームリーダーとして活躍されているキ

ャリアウーマンである。

現在、ネストヴェド市は、合併に伴い７地域に

分かれておりチームリーダーは、その１地域の人

員配置を主な仕事としている。各地域には、別紙

で紹介されたマースクガーデンのような高齢者福

祉複合施設が１カ所以上設置されており、これら

とは別に、高齢者住宅と在宅介護の３種類がある。

ニールセン氏担当の地域で、市の提供するサー

ビスを受けておられるのは、200世帯820名であり、

これを220名のスタッフによって運営しているの

である。

市のサービス提供としては、マースクガーデン

のような同じ建物内に24時間365日間、スタッフ

が常勤している施設がサービスの一番濃い部分で

ある。介護士だけでなく、作業療法師・理学療法

師・看護師がスタッフとして働いている。ちなみ

に、介護士は、専門職であり、社会保健ヘルパー

（日本では、介護福祉士）と社会保健アシスタン

ト（日本では、準看護師）の資格が必要とされる。

次に、高齢者住宅について、複合施設と隣接す

るところもあれば、まったく孤立した場所に建設

されているところもある。上記の施設と同じく在

宅介護が難しく在宅での生活が困難な方が入居者

ではあるが、夜間勤務のスタッフを減らすことが

可能であったり、スタッフの地域循環訪問であっ

たりなど、完全看護までは行わなくても可能な運

用設備となっている。そして、在宅介護が存在す

るのである。

サービスとしては、パーソナルケア・家事支援

これらは、民間の参入も認められている。そして、

リハビリ・看護の４つのカテゴリーに分かれてい
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る。どのサービスを受けるかは、市の判定員が決

定を行う。概略の流れは、病院、家庭医、家族ま

たは本人より市の福祉課等に連絡が入る。

市は、サービスコンサルタントに要請し、そこ

が介護を受ける本人への訪問を行う。この面接結

果は、判定委員会へ送られ判定員によってサービ

ス内容が決定される。判定委員会は２種類あって、

前者のような、在宅では生活が出来ない方の高齢

者住宅や施設への入居を判定するグループと、介

護サービス内容の判定を行うグループである。判

定委員は、５～６人で看護師、作業療法師、理学

療法師等の熟練者がメンバーとして構成されてい

る。

この判定委員会制度であるが、不正がある可能

性もあり、判定委員を監査することが必要ではな

いかと思った。しかし、判定委員会への不服申し

立ては、いつでも簡単にできる。また、利用者へ

十分なサービスが提供されていれば、そんな必要

もなくなることになるのか。時間の関係により詳

しくは聞けなかったのは残念である。このように

決定された介護サービスに基づいて、リーダーが、

人員配置を行っていくことになる。

３．サービスについて

では、どのようなサービス提供されるのかとい

うと、技術的には、日本とさほど変わりはない。

ただ、専門職として受ける方の人生にまで踏み込

んで理解を持って仕事にあたっている。デンマー

クの高齢者達は、出来るだけ自宅に住みたいとい

う希望が強く、そのため、自宅で介護が難しい方

でも希望に添うように努めている。また、在宅で

の終末を望む方もほとんどで、病院に搬送するこ

とはほとんどない、その為、終末まで在宅で過ご

せる手助けをしているのである。この点では、日

本の高齢者とのギャップはあまりないと感じた。

自分が高齢者になった時を想像すると、自分も自

宅に住みたいと思うからである。ほとんどの方が

そう思っているのではないのかと思う。しかし、

今の日本では、人生まで踏み込んで話を聞くこと

が人員的に不可能であることは、だれもが分かっ

ていることではある。そこに、デンマークとのギ

ャップが生まれてきている。

これらサービスを提供するためには、家族の精

神的なフォローも不可欠であり、その為に家族の

協力が必要である。デンマークでは、親と子が同

居していることは少ないが、それでも家族の協力

は必要である。高齢者は、身体的・精神的に失う

ものが多くなってくるものである。失って取り戻

せない、元には戻らない、それはその人らしさが

失われていくことでもある。段々失っていくもの

が増えていく本人と近くまたは、遠くで見守る家

族の心理的負担をケアすることも必要である。そ

して施設で生活させることなく、出来るだけ一般

生活を行ってもらう、つまりその人のアイデンテ

ィティを維持する為に、出来ないことを補佐し、

自立支援を行うこと。これらを統合してよりよい

サービスに繋げていくことが重要である。これら、

在宅ケアは、高齢者だけではなく、障害者や一時

的リハビリ利用者にもサービス提供される。

４．障害者福祉と統合

ここで、少し障害者福祉についても触れておき

たい。行政区分は日本と同じになっている。けれ

ど、支援の方法が少し違うのである。

デンマークでは障害者の生活は、ひとりでは出

来ないところもあるので、その出来ないところを

支援する。その点は、高齢者福祉の在宅ケアと同

ネストヴェド市庁舎（議会庁舎）



Ａ
班
　
海
外
研
修

32

じであり、在宅ケアを行う境界は、そこには存在

せず、高齢者であろうと障害者であろうと、ひと

りの利用者としてサービスを受けることが出来

る。そして成人の精神や知的障害の場合、主に看

護師や介護士が付くのではなくて、理学療法師や

作業療法師と、特にペタゴー（社会教育者）とい

う資格の専門家が支援を行うのである。

デンマークでは、昔から統合という言葉が使わ

れている。施設に入るのではなく、出来るだけ一

般住宅で一般の人たちと一緒に同じように生活し

ていくことを統合と言っている。それを、指導・

教育するのがペタゴー（社会教育者）である。通

訳の小島氏は、日本には無い制度だと言われた。

たしかに日本では、マンションに精神障害者がひ

とりで住んでいる環境は少なく、隣にどんな人が

住んでいるのかさえ分かっていないときもあるく

らいである。隣人の協力もなかなか得られず、サ

ポートもなしに自立して生活ということは、非常

に難しい。その溝にペタゴー（社会教育者）とい

うサポートがはいることでより自立した生活を送

ることが可能となる。また、怪我などのリハビリ

などで、一時的にでも在宅ケアが必要な方でも、

サービスを受けることが可能である。

５．人材確保と職場リーダー

これら福祉政策のことは、基本的に、市議会で

決定される。市議会についても特筆すべき点は多

岐にある。ここでは割愛させてもらうが、日本と

同様に予算の枠の中で福祉施策が行われている。

それは、無駄を省き効率的にサービス提供してい

くことが求められる。その一方で、福祉施策の中

心は高齢者や障害者である利用者で、充実したサ

ービスが常に求められる。そしてデンマークでも

先に少し述べたが民間参入も一部可能となった。

まだ、浸透はしていないようで、ネスドヴェド市

での利用者は60人程度である。しかし、選択は利

用者であり今後民間との競争となってくる。今ま

での評価を得る為には、それだけの仕事をしてい

かなければならない。

そのための重要な課題は、人材の確保である。

それは、人件費が福祉予算に占める割合が約７割

ということからも分かるように、施設の建設だけ

でなく、基本は在宅サービスにおける人的サービ

スの充実である。今まで書いてきたように、人的

サービスを充実させることが福祉施策を充実させ

ることに繋がっていると考えられる。そして人的

サービスの充実に伴う女性の雇用は、今まで、家

事の一部として女性への大きな負担であったもの

が、女性の新規雇用も生み出すだけでなく社会で

の地位や貢献を高くしていると考えられるのであ

る。日本とまず違うところは、やはりパートでは

なく正規職員として雇用していることである。日

本では派遣社員やパートでの雇用が多く、賃金も

安くならざるをえない。福利厚生や安定収入も望

めない、その上重労働となると人手不足になるの

は当然の結果である。そこに、サービスの充実だ

けを求めるのは、無理である。

では、それ以外に人材確保のためには、何をす

ればよいのか。若者が職業としてどうすれば福祉

を選択するのか。それは、ひとりひとり働く人に

とっての働きがいがある職場であることである。

こうして視察してきた中で、全般的に日本との大

きな違いが、人材確保への取組であることが見え

てきたのである。そして、雇用形態や給料面だけ

でなく、仕事へのモチベーションが重要でありそ

のためには、職場環境の充実とチームワークが大

きく求められてくるのである。そのためには、適

ネストヴェド市風景
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正な人材配置と人材育成が重要である。それは、

リーダーに負うところが大きいのである。ニール

セン氏は、リーダーは、やりなさいと命令されて

なるものでもなく、誰でもがやりたいと言ってな

れるものでもない。リーダーとしての統括マネジ

メントの資格・現場（介護等）経験を３年以上積

んだ上で、応募した者の中から採用されるもので

ある。公務員であっても、仕事はチームワークで

あるから、介護の資格だけでなく、チームをまと

めていくためのリーダーシップをとれる人でなく

てはならないと言われた。デンマークでは、現在

リーダーとしての学士を取らなければならない。

以前の採用で持っていない人は、2012年までに学

士を取得しなければリストラになる。失業補償が

充実しているとはいえ、かなりドライである。

これからもわかるように、重要視していること

は、リーダーシップをとれる人材育成がどれだけ

大事であるかということである。日本においても

取組は行われている。2008年11月13日付の産経新

聞に「効率と魅力は両立するか」という見出しで

掲載があった。そこには、練馬区社会福祉事業団

では、人材育成の必要性から敬遠しがちな研修を、

工夫を凝らし内部職員で担ったり、資料を事業団

で行うことや全てを委託にせずに独自で行うなど

のこころみにより職員の人材育成に取り組んでい

る。しかし、このように教育・研修計画をたてて

積極的に行っている事業団は半数程度である。

６．おわりに

福祉のまちづくりを考えるに、施設サービスを

ただ拡充していくのではなく、訪問介護サービス

の充実が重要である。そのためには、職員の人材

育成が重要である。では、なぜ訪問介護サービス

による人的サービスなのか。

デンマークを訪問して感じたことは、良い介護

サービスで、必要とされるものそれは、利用者が

社会で自立して生活するための手助けであった。

まず、利用者側の必要性がありそこには、利用者

側の主体性があった。ひとりひとりが、自分で出

来ることは自分で行い出来ないところを補う。利

用者の人生や生活を知り、ひとりひとりと向き合

うことが相互通行となり、そこから良いサービス

が生まれてくる。そこには、民主主義が息づいて

いるのである。そして全てのひとが自分の人生に

ついて考えることが出来る社会であること。「自

己決定」「自己能力の活用」「社会との統合」、デ

ンマークでは、長い年月をかけて行ってきたこと

だが、日本で出来ないかというとそうではない。

福祉に関してだけでなく、ひろく社会で生活をす

る人々がこれらを考え自己を育成していくこと

が、福祉の充実に繋がると考えるのである。

参考文献

ハル・コック（訳　小池直人）『生活形式の民主主義』

花伝社　2004年

小池直人『デンマークを探る』風媒社　2005年

小池直人　西英子『福祉国家デンマークのまちづく

り』かもがわ出版　2007年

清水麻子「効率と魅力は両立するか」産経新聞

2008年

議会場での集合写真
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グッドチャイルドライフの実現に向けて
～デンマークにおける事例を中心に～

訪問日　２００８年１０月３日（金）
訪問先　エルシノア市　児童・青少年課
説明者　マリアンヌ　ペアソン氏
通　訳　小島ブンゴード孝子氏

１．はじめに

日本で、義務教育を規定した小学校令が交付さ

れたのは1886年のことである。

京都は、幕末の騒乱により下京が焼け野原にな

った。それに加え、「東京遷都」により京都御所

を中心に二万人もの人口が減少し、京都の街は火

が消えたようになった。そのような状況の中、京

都府は京都の再建策として、未来の京都を担う子

ども達の教育に力を注ごうと、小学校令が公布さ

れる遥か以前の1869年に、日本で最初の小学校を

建設している。デンマークも日本と同様、少資源

国である。そのため、ひとを重要な資源として位

置付け、義務教育はもちろんのこと、高等学校や

大学の授業料など教育に要する費用全般を無料に

するなど、教育に力を注いでいる。現在、デンマ

ークの学校運営等における「理事会」の機能に注

目し、その現状と教育制度全般について調査を行

った。

調査先の選定にあたっては、コペンハーゲン市の

衛星都市の１つで人口規模が約６万人と、大阪府

下の衛星自治体と類似しているエルシノア市を選

定した。また、調査は、事前に文献等から知り得

た知見を基に質問事項を送り、それについての現

状説明を受ける形で行った。

２．エルシノア市の概況

市議会議員は25人。議員は、６つある委員会

〔財務委員会（中央委員会）、環境委員会、社会保

障・保健委員会、就労・産業委員会、子育て・教

育委員会、文化・余暇委員会〕のいずれかに所属

する。何か問題が発生した場合、具体的な解決策

を行政が委員会に提示し、それについて委員会

（議員）で議論され、政策が決定される。

（１）教育・子育て委員会

教育・子育て委員会の委員数は７名。この委員

会と行政は４週間ごとにミーティングを行ってい

る。デンマークは、地方分権の先進国と言われて

いる。児童福祉と義務教育には、国の基準に基づ

いた予算が交付されるが、運用は市に一任されて

いる。また、ソフト面では子育てや教育に関する

法律に基づきながら、地域独自の取組が行われて

いる。教育・子育て委員会で取組んでいる大きな

施策は、①教育、②子どもの危機管理、③いじめ

である。

（２）情報公開

デンマークの法律は、基本的な事項だけを規定

し、細部については市の判断に委ねている。その

ため、国は、他市との違いが判るようにインター

ネットのホームページを利用し情報公開するよう

に規定している。国が標準的なホームページのフ

ォーマットを造り、必要最低限の情報は公開され

るようになっている。また、それ以外の情報は市

独自で公開されている。

（３）他市との連携

地方自治が発達しているからといって、市独自

の施策だけを行っているのではない。グッドチャ

イルドライフの実現に向けて、市単独では実施がエルシノア市　庁舎（児童・青少年課）
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難しい施策も他市と協力することによって可能と

なる。現在、県がなくなったが、県に変わるリジ

ョン区域内の市で連携しながら、いくつかの事業

が行われている。例えば、エルシノア市には10年

生（４に後述）が設置されている学校がある。デ

ンマークにも校区はあるが、この学年は、近隣市

と協力しあいながら運営しているため、近隣市の

生徒も通学が可能となっている。

また、いろいろな障害を持った子どもがいるた

め、１つの市だけでは十分な対応が難しい。そこ

で、近隣市と協力しあいながら障害児教育を行っ

ている。リジョン内の教育局長が定期的に（２カ

月に１度ぐらいの割合）ミーティングを行い、お

互いの市で実施している施策について情報交換を

行っている。

３．就学前の子どもたちの福祉について

デンマークでは、就学前の子どもたちの保育を

保護者に保障している。そのため、出生届を出す

と同時に復職の時期を申告してもらい、行政サイ

ドは子どもの受け入れに向けて準備する。

就学前の子どもたちを受け入れる施設には色々

ある。エルシノア市には保育所（０～３歳）、幼

稚園（３～５または６歳）、統合デイケアセンタ

ー（０～５または６歳）、保育ママの４種類・47

施設あり、それら全ての収容人数は、約7500名で

ある。就学前の子どもたちは、統合デイケアセン

ターであれ保育ママであれ、保育時間は朝７時か

ら夕方５時までである。

専業主婦は基本的にいないが皆無ではない。そ

のため、その必要性は非常に少ないがその子ども

のための屋内施設（遊び場）は設置している。専

業主婦がそこを訪れ、他の同じような親との交流

の場にもなっている。なお、施設の利用について

は制限がなく、失業中の父親が子どもを連れて行

っても良い。

（１）統合デイケアセンター

デンマークは少子化ではないが、特殊出生率も

1.8前後で頭打ちの状態である。将来の人口推計

から、保育所と幼稚園を別々に設置運営している

と子どもの出生数の増減にうまく対応できないこ

とが判明した。そこで、保育所と幼稚園を統合し

融通性の高い統合デイケアセンターで就学前の子

どもを一元的に保育することになった。そのため、

旧の基準で造られた保育所や幼稚園を今の基準の

施設になるように改修が行われている。ガードマ

ンの配置等、施設のセキュリティについては、ま

だデンマークでは必要としていない。

（２）保育ママ

親が復職できるために、ウエイティングリスト

を０にすることが保障であり、保育ママもそのた

めの施策として位置付けられている。現在、保育

ママは70人。210人の子ども（7500の内数）を保

育している。出生率が横ばいの状況であるため、

保育ママを増やす方向にはなっていないし、実際

その数は減少している。保育ママは、特別な資格

を必要としない。ただし、市から指導を行うし、

必要な施設（遊び道具、おもちゃやベッド等）も

提供するし、定期的に監査も行っている。

特別な資格がいらないといっても、子育ての経

験や子どもと関連した仕事の経験がない人には任

せられない。保育ママを始めるまえに、４週間の

研修は必須となる。また、自宅で子どもの保育が

可能であるかどうか（家族とか、間取りとか、人

柄等について）専門の市職員による現場調査が実

施される。保育ママは１人で最大４人の子どもを

世話することが出来き、４人の中には自分の子ど

会議室の展示品（子どもが描いた作品）
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もが３歳以下であれば保育することが出来る。つ

まり、４人保育している仕事に対してその分の給

料が市から支払われるが、保育ママ自身の子ども

も保育しているため、その保育料を負担すること

になる。

市は、常に保育ママをフォローし、指導し、チ

ェックしている。新たに保育ママに子どもを預け

る親がいれば、担当職員が立会うことになってい

る。保育ママは自分の家で保育をしているが、子

どもももっと多くの子ども達と遊びたいとか、保

育ママも四六時中一人で保育をすることは、たと

え市からのフォローがあるにしてもつらいことが

ある。そこで、保育ママ用の施設（屋外で遊べる

庭もある）を市が提供している。そこに週１回、

市内の保育ママと子どもたちが集まり、いつもよ

り多い人数で遊ぶことによって集団生活を体験し

ている。

子どもに怪我はつきものである。保育中の事故

（怪我や骨折等）については、責任は追求されな

いし、親も責任追及しない。ただし、保育ママが

しなければならないことを怠ったために起きた事

故（重大な過失があった場合）は、責任が追求さ

れる。

市は、保育ママの体調が悪い場合やバカンス

（有給休暇）に備え６～７名のペタゴー（保育士）

を待機させている。この人たちが保育ママに代わ

り保育する体制が構築されている。また、保育マ

マの家については、一部公共性があるということ

で税額控除を行うなど、保育ママのなり手を側面

から援助している。

（３）理事会

各施設は完全な独立採算制で運営されている。

園長は最高経営責任者（CEO）で、経営に関する

全責任を負っている。各施設には、会社の取締役

会にあたる「理事会」が設置されている。

理事会は、保護者代表と職員代表で構成されて

いる。理事会には園長はオブザーバーとしての参

加となり、議決権はない。理事会の決定事項につ

いては、大きく２つある。一つは、各施設の運営

に関する大枠の年間予算を決定することである。

もう一つは、園長の人事権である。施設の運営に

失敗し、赤字を出せば理事会で解任されることも

ある。なお、園長以外の職員の人事権は理事会に

は無く、園長の専権事項となっている。

収入は、市から公立・私立に関係なく園児数に

比例して配分される。教師は、公立の施設でも園

長の判断で施設ごとに採用されため、転勤はあり

えない。要するに、園長は市が、教師は施設ごと

に採用されている。また、理事会と行政が定期的

にミーティングを持ち、園における要望等の情報

を共有できるようになっている。

４．義務教育の子どもたちの福祉について

デンマークでは、小さいころから自分の将来に

ついて考えるよう教育している。学校は、１年生

から９年生が義務教育であるが、それ以外に０年

生と10年生という学年がある。０年生は、就学前

の子供で、学校に入学する前に学校の雰囲気に慣

れてもらうために設置されている。10年生という

のは留年生ではない。将来のビジョンが定まって

いない生徒を高等学校に進学させるのではなく、

将来を１年かけて見つめ直してもらうために設置

されている。将来のビジョンが定まっていない生

徒を高等学校に進学させると落ちこぼれるかもし

れない。そうならないように10年生が設けられて

いる。また、デンマークでも日本と同じように校

区はあるが、校区を越えて通学できる場合もある。

この場合、希望先の学校が定員に達していなけれ

ば通学可能となる。いじめについては、ガイドラ

インを持っている。そのため、具体的な事例につ

いてはそれに基づき対処することになる。と同時

に、いじめが出来にくい環境をいかにつくるかを

行政や学校で心がけている。

（１）学童保育

就学中は、学童保育（１～３年生）と学童クラ

ブ（４年生以上）がある。

０年生（就学前児童）と学童保育（１～３年生）

を担当するにあたり、幼児教育者の資格が必要と
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なる。以前は、学童保育を担当する施設（学校以

外の場所）があり、そこにはリーダーがいて放課

後を過ごしていた。今では学校と学童保育を完全

に統合したことにより、放課後も引き続き学校で

学童保育を行うようになった。学校の校長が、学

童保育の責任者でもある。

グッドチャイルドライフ（子どもが主人公）を

実現するためには、継続性が必要不可欠である。

学童保育を学校とは違う別の施設で行っている

と、子どもにとっては場所と人との継続性が損な

われる。そのため、学校と学童保育を統合するこ

とにより継続性を持たした。施設面でも、教室で

学童保育ができるような仕様になっている。学童

保育を担当しているペタゴー（幼児教育者）も週

に５時間ぐらい授業に参加している。最後の授業

にペタゴー（幼児教育者）がいて、授業が終わっ

ても自然な流れ（境目をなくしている）で学童保

育が行われるようになっている。子どもにとって

一番充実した毎日を送れるように、ペタゴー（幼

児教育者）と教師が常日頃子どもに関する情報を

共有するように努め、仕事を連携して行っている。

例えば、授業中の様子を見ていた教師が、ある児

童は今日何かイラついているようだとかいうよう

な情報をペタゴー（幼児教育者）に伝えたりとか、

学校での教師と保護者との面接（三者面接もある）

時に、低学年の時は、ペタゴー（幼児教育者）が

立ち会ったりしている。

学童保育の場合、何時に子どもが来て何時に帰

ったかの管理をしているが、学童クラブ（フリー

タイムクラブ）は、時間の管理は行っていない。

市内には学童クラブ（有資格者が指導）が９カ所

ある。

（２）料金について

デンマークでは、授業料は大学まで無料である。

しかし、就学前教育と学童保育は有料（表１参照）

で、実際にかかる費用の1/4を保育料として利用

者に負担してもらい、残り3/4は税金で負担して

いる。なお、保護者負担額は、収入や預けている

子どもの人数により減額されたりする。

（３）障害児教育

いろいろな障害のある子どもがいるため、１つ

の市だけでは十分な対応が難しい。そこで、近隣

の市と協力しあいながら障害児教育を行ってい

る。

障害児については、どんな状態の子どもであろ

うと、みんなで共同の責任を負って支援している。

そのため、障害児でも普通の学校への通学が可能

であれば受け入れている。エルシノア市では、支

援を専門とするチームがあり、ペタゴー（支援教

育者）が配属されている。このチームの人件費は、

市から支出される。ただ、障害の程度によっては

支援学級、若しくは専門の設備のある学校へ通学

してもらっている。

対人関係を築けない児童（別に病気でもなけれ

ば身体的に障害があるわけでもない）を対象に、

ファミリークラスという授業を設けている。この

授業は、保護者と児童が一緒になって週に１日程

度授業に参加してもらい、いつもの家庭内とは違

った子どもの一面を保護者が垣間見ることが出来

るというものも行われている。

（４）理事会

義務教育施設であっても、就学前の施設と同じ

ように完全な独立採算制で運営されている。校長

は最高経営責任者（CEO）で、経営に関する全責

任を負っている。各学校には、会社の取締役会に

あたる「理事会」が設置されている。

就
　
学
　
前

就
学
後

対象年齢 保護者負担額
（最高負担額）

就学前（０～３歳） 2,620 DKK/月
（57,640円/月）

就学前（３歳以上） 1,290 DKK/月
（28,380円/月）

保育ママ 2,325 DKK/月
（51,150円/月）

学童保育
（１～３年生）

1,180 DKK/月
（25,960円/月）

学童クラブ
（４年生以上）

0430 DKK/月
（9,460円/月）

表１　料金表
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理事会は、保護者代表（理事長兼務）、生徒代

表、職員代表および市会議員で構成されている。

ここで注目すべき点は、就学前施設とは異なり、

生徒代表が理事会に参加していることである。自

分たちの学校の運営に生徒自らが参加する、ユー

ザーデモクラシーが貫かれている。就学前施設と

同じように、理事会には校長はオブザーバーとし

ての参加となり、議決権はない。理事会の決定事

項については、就学前施設のそれと同じである。

５．おわりに

わが国の学校運営においても、デンマークの理

事会に類似した制度として、学校運営協議会（以

下、協議会）がある。協議会とは、教育委員会が

個別に指定する学校ごとに、当該学校の運営に関

して協議するためにおかれる機関のことである。

協議会の委員は、当該学校の所在する地域の住民、

当該学校に在籍する児童・生徒の保護者、その他

教育委員会が必要と認める者で、教育委員会が任

命する。地域社会が運営に関わる公立学校（コミ

ュニティ・スクール、地域運営学校）においては、

中核をなす制度であり、2004年9月9日に「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」（昭和31年

法律第162号）の一部が改正され、法定の制度と

なっている。

協議会は、当該学校の運営に関する事項につい

て、教育委員会または校長に対して、意見を述べ

ることができる。また、当該学校の職員の採用そ

の他の任用に関する事項については、職員の任命

権者（任命する教育委員会。以下、任命権者）に

対して意見を述べることができ、任命権者は、当

該職員の任用にあたっては、協議会から述べられ

た意見を尊重するものとされている。

また、法律の規定は無いが自治体独自で学校の

教育活動の改善や特色作りに役立てられるよう、

保護者や地域住民が校長の求めに応じて参画し、

意見交換を行うための組織として「学校協議会」

を設置した学校もでてきている。

このように、全ての学校ではないが、保護者や

地域住民の意向を的確に把握した学校運営を行う

試みが始まっている。これからの学校においては、

デンマークのそれと同じように、保護者や地域住

民との協力・連携を促進し、教育活動や学校運営

の改善を図ることが大切であり、求められている。

デンマークにおける教育制度は、わが国のそれと

は根本的に違うため、どちらの制度が良いとか悪

いとかといった単純な比較は不可能であり、無意

味であろう。ヒアリングを通じて感じたことは、

『子どもが主役』であるということであり、主役

を盛りたてる行政組織が水平的であるということ

であった。

わが国では、就学前の幼稚園は文部科学省、保

育所や児童手当等は厚生労働省が所管している。

そのため、普通、手続きを行う窓口は２つになる。

しかし、手続きする人の利便性を第一にすべきで

あるとの考えから、報告者の勤務する大阪狭山市

では今年度から就学前の子どもについては、全て

教育委員会で所管するようになった。今後、地方

分権の進行と比例して、行政組織によりいっそう

の柔軟性が求められるであろう。そのとき、縦割

り組織から横割り組織に変化していくであろう

し、しなければならない。

【参考文献】

小島ブンゴードほか、『福祉の国からのメッセージ：

デンマーク人の生き方・老い方』、丸善、1996. 8

小島ブンゴード、『福祉の国は教育大国：デンマーク

に学ぶ生涯教育』、丸善、2004. 3

エルシノア市　庁舎にて集合写真
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充電してパワーUP
～人を育てた成人教育施設～

訪問日　２００８年１０月３日（金）
訪問先　GRUNDTVIGS国民高等学校
説明者　Ole Vind（オーレ・ビント）氏
通　訳　小島ブンゴード孝子氏

１．はじめに

面積は北海道の半分、人口はたった547万人、

石油のような特別な資源もないデンマークが、福

祉大国といわれている。

そして、福祉にかかる財源は、日本と比べて格

段に高い税金（平均で50％程度の所得税と25％の

消費税）だ。「老後に受けることのできる福祉サ

ービスはそんなに大きな差はないのに、なぜ、国

民は一所懸命に働くの？」「なぜ、こんなにも高

い税金で国民は黙っているの？」という疑問をい

だき、いろいろと調べていくと「教育」にそのヒ

ントが隠されているようである。そこで、Ａ班で

は、デンマークの教育理念がよくわかる学校を視

察したいと希望した。その結果、視察先として決

定したのは「国民高等学校」であった。

現地に到着し、ビント氏から説明を伺った。ビ

ント氏は、この学校の中で一番長く（33年間）勤

務しており歴史が専門の教員である。

２．GRUNDTVIGS国民高等学校の概要

（１）全寮制の成人教育施設

GRUNDTVIGS（グルントヴィ）国民高等学校

は、デンマーク独特の学校で、グルントヴィ

（1783－1872）が提唱した「生きるための学校」

運動によって創設された国民高等学校のひとつで

ある。提唱者であるグルントヴィが70歳の時に募

金を集め、1856年にコペンハーゲンの北西部ヌア

プロに建てた学校で、1937年にヒレロドにあった

国民高等学校と合併し、現在ヒレロドにある。こ

の学校の教育制度ができた頃は、デンマークがデ

モクラシーの国として、つまり、民主主義の国と

してスタートしたのとまったく同じ時期である。

全寮制の学校で、校舎と寄宿舎が一体となって

いるので、定員は寄宿舎が受け入れることのでき

る60～70名。昔から教員も同じ所で住むというこ

とになっていて、今も多くの教員が、近くの教員

用住宅に住んでいる。

この学校に入学できる条件は、17.5歳以上であ

ること。従って、ここの学生は、義務教育と中等

教育（高校レベル）を必ず受けているのである。

１月から始まる春の４カ月コースと９月から始ま

る秋の４カ月コースがあり、また、春と秋を合わ

せた８カ月コースもある。学生達は、コース在学

中に、次の進路を考えて、大学に進むとか、専門

学校に進むとかを決定するのである。また、夏に

は全寮制の１週間短期コースが８回から10回あ

り、テーマを決めて実施している。こちらは、仕

事をしている人でも夏休みの間に学べるので人気

がある。

（２）充電をする学校

この学校に、資格を取るために入学してくる学

生はいないし、資格を取ることもできない。まさ

に、充電をする学校である。

寄宿経費の半分は生徒が負担することとなって

いるが、授業料は国が全額負担し無料である。

現在、デンマークの文部科学省では、充電期間

校庭と校舎
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を少なくして、早く資格を取り、社会人として働

いてもらいたいという考えがあり、国民高等学校

のあり方を検討すべきだという意見もある。しか

し、資格がすべてではなく、社会にとってプラス

になる教育を残すべきという考えがデンマークに

ある以上、これからも存続されるであろう。

日本と同じく、子供たちに知識を教えて、生産

性を上げることのできる人を育てるという教育が

デンマークにもあり、特に高等教育（大学レベル）

になれば、的を絞った専門の勉強をしている。し

かし、専門分野を追求していくと、深い井戸に入

ったようになって周りが見えなくなり、視野も狭

くなる傾向があるので、国民高等学校の良さも出

てくるのである。

（３）教育の狙い

国民高等学校の教育には２つ大きな特徴があ

る。

一つ目は、自分で何を学びたいかを決めること。

だから、学生達は授業を自分で決める。今後高等

教育の道に進み、専門性を帯びてくるであろう人

は、目指している分野でない分野を選ぶ傾向があ

る。全人的に優れた素養を持つということが大切

で、それが、この学校の教育の狙いである。

もう一つは、社会の状況を見極めること。だか

ら、政治に関してのディスカッションなどで社会

を学ぶということも大切な柱である。授業で地区

のディベート（注）に出かけたり、広い視野で語

ってくれる人を呼んだりして学んでいる。言い方

を変えれば、デモクラシーとは何かを学ぶことが

狙いである。だから、国は贅沢だと思ってもお金

をかけているのである。

つまり、１つの柱は自分。自己成長、自己発展

のための教育。もう一つの柱は社会。デモクラシ

ーの理解を深め、社会の中で自分の置かれている

状況を理解して動ける人間になることを学ぶため

の教育である。

（４）外国籍の学生も在籍

現在、60人の学生が在籍し、内12～13名は外国

籍である。全寮制なので、国籍は問わずに入学で

きる（ただし、デンマーク語が話せることが必須）

が、学校が国に公認されて補助を受けるためには、

過半数はデンマーク人であることが必要である。

外国籍の学生は、２つのタイプがある。１つは、

海外でデンマーク語を学び、もっとデンマークの

社会を知りたいと思う学生。現在、東海大学の北

欧文化科でデンマーク文化を学び、留学している

学生も在学している。もう１つのタイプは、海外

に住み、親族がデンマーク人で、デンマークの血

が流れており、デンマークのことをもっと学びた

いという学生である。

（５）国会議員も講演

今のところデンマークの政治家は、このような

伝統的な教育を残すべきだと考えている人が大半

である。国会議員の講演も多くあり、若者達にこ

れからの国を支えてもらいたいという想いで、自

分の見解を語りかける。依頼すれば、よほどのこ

とがない限り来てくれるのだ。国に公認されてい

る国民高等学校の数は現在約80校だが年々減少し

てきている。特徴がなくて運営が苦しいところも

あるが、ここは、コペンハーゲンからも近く、歴

史的にも由緒があり人気がある。

現在、学校は独立行政法人で、卒業生代表の委

員会があり、その委員会が理事を選出する。理事

会があり、理事会が校長を雇用する。他の職員の

雇用権限は校長にあるが、校長が独断で採用や解

雇を決定したことはなく、他の職員の意見などを

聞き、決定するという。

日本からの留学生も一緒に講堂で集合写真
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（６）のびのびと学習

ある教室では、パソコンを使った画像処理の授

業が行われていた。学生達ののびのびとした姿が

印象的であった。学生の寄宿舎は、１人部屋と２

人部屋。トイレ・シャワーの有無等で多少の差が

あるものの、１週間で約1000DKK（約２万2000

円）の個人負担が必要である（この中に食費も含

まれる）。料理は作ってもらえるが、その他はす

べて学生で行う。班に分かれての清掃当番もある。

学生の2/3は女性。現在、最高84歳の学生もいる。

廊下の壁には「ジャーナリズム」についての数

名のレポートが掲示してあった。

昔は講堂が一番の中心で、100年前なら、講演

が毎日２回、３回と行われていた。今は、全校生

徒が集まっての講演は週２回程度だ。講演テーマ

も学生達が決めており、ビント氏もここで、歴史

や社会についての講演をされている。

３．グルントヴィが目指した教育とは？

150年前は、すべての国民が読み書きできた訳

ではないが、聞くことはできたので、そこからス

タートさせたのだ。グルントヴィが目指した教育

は、まさに、生きた（語りかける）言葉で学ぶと

いうものだった。

全国で最初の国民高等学校は、1844年に設立さ

れた。最初の学生は若い男性のみで、1866年から

は、女性も入学できるようになった。

当時は就労者の８割が農業従事者で、７年間の

義務教育を終えると、農業従事者として一生働く

のが普通だった。しかし、国民高等学校ができて

からは、志を持った成人達が来て学び、また地元

に戻って働くようになっていった。国民高等学校

のおかげで、多くの国民が広い視野を持つことが

できたのだ。

当時は、男で、農業従事者で、キリスト教信者

だったという共通項がたくさんあったが、今はそ

うではない。しかし、伝統は残っていて、毎日朝

礼があり、15分の間に簡単なスピーチをして、１

曲か２曲の歌を歌う。最初は、教員がスピーチす

るが、慣れてくると学生が行う。自由選択の授業

であり、みんなが一緒に揃う時が食事の時間以外

には少ないので、朝礼には大きな意味がある。

デンマークが農業国から工業国に変化しつつあ

った1968年に大学で大きな学生運動が起こり、学

生が組合を作った。そして、教育の民主化が進み、

男女平等、フリーセックスという概念が生まれ、

アルコールも自由。とにかく自己管理・自己責任

でやるという現在の風潮となった（しかし、ビン

ト氏は何でも自由というのは問題があると思われ

ている）。そして現在、この学校の寄宿舎は、女

子寮・男子寮の区別はなく、また修学コースの区

別もない（以前は、夏は男子コース、冬は女子コ

ース等と分かれていた）。

農業従事者が就労者の４％を切った今、国民高

等学校の対象者は変わったが、グルントヴィが目

画像処理の授業風景

ジャーナリズムについてのレポート
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指した教育は今でも残っている。グルントヴィは、

できる限り一人ひとりの自由・個性を最大限に引

き出し、権威は必要だが、最小限度に留めること

を唱えていた。それが、今のデンマークの教育

（幼児教育を含む）において、できるだけ権威的

な部分を最小限にして、自己を伸ばすという方向

になっているのである。

毎日毎日忙しい仕事をしていた若者達に「もっ

と国をみてくれ、みんなデンマーク人なんだ。デ

ンマークの文化を背負っているんだよ。国をどう

するか考えるのはお前達だろう」と問いかけるん

だとビント氏は熱く語られた。

４．おわりに

高等学校を卒業してもまだ進路が決まらない人

や、進むべき道は決めているが少し違うこともや

ってみたい人、就職した後で自分はこの仕事に向

いてないと考えるようになった人などが学び、人

間性・社会性を高める「国民高等学校」は日本に

はない学校であった。

過去に何度も国の財政が破綻寸前となったデン

マークの政府が「資源は人である」ということに

気づき、生まれた学校である。優秀な教育者が地

方に出て行き、農家の人達と寝泊りを共にしなが

ら語り合う教育を施した。

個人を大切にしつつ、自分あっての社会、社会

あっての自分ということを学ぶ教育が、デンマー

クの教育に脈々と引き継がれている。デンマーク

には道徳の時間などという授業はない。あらゆる

機会を通じて、これらの精神を教えているのだ。

その結果、デンマークの人たちは、社会の役に

たち、この国を支えているということに誇りを持

って一生懸命に働く。税金が社会のために使われ

るのであれば、高い税率であっても納得する。そ

の結果、福祉大国が誕生したのである。

もちろん、税金の使われ方に対する関心は高く、

政治への関心も高い。選挙の投票率はいつも80％

を超えている。

日本では、特に社会性を養う教育に課題がみら

れるのではないだろうか。第二次世界大戦前の

「お国のために」という教育がもたらした結果が

トラウマとなり、社会のために、国のために役に

立つことのできる人間を育てる教育が出来ていな

いように感じる。鉱物資源のないデンマークが、

国の存続の危機に見舞われた時に、人を資源と考

え、社会のために誇りを持って働く人達を育てた

ように、財政危機に見舞われている日本も、まず

社会性を持った人を育てる教育に力を入れるべき

ではないだろうか。

（注）一定のテーマについて、賛否二つのグループに

分かれて行われる討論のことである。
講堂で説明をされるビント氏
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１．はじめに

平成20年度の高齢社会白書によると、2005年時

点で我が国の高齢化率は20.1％、スウェーデンは

17.2％であった。社会福祉だけでなく地方分権の

進んだ北欧において、どのような高齢者ケアがな

されているのか。ストックホルム県のスンドベバ

リィ市から報告したい。

スンドベバリィ市は、スウェーデン最小（8.9km2）

の市（コミューン）で1960年代後半に大規模な市

町村合併により生まれた自治体である。人口は３

万5500人、そのうち、高齢者の人口は7000人とな

っている。人口の規模は大阪府に比べてはるかに

小さいものの、高齢化率は19％で大阪府と同じよ

うに高い数値である。

それにもかかわらず、スンドベバリィ市は高い

福祉の水準を維持している。年々高齢化が進む我

が国がスンドベバリィ市から学べることはなんで

あろうかを考察してみた。

２．スンドベバリィ市の概要

スンドベバリィ市において高齢者の多い理由

は、1930～1950年代に中小企業が多数あり、そこ

に就労するために多数の移民が移り住んできたた

めである。そして今、その労働者世代の高齢化が

進み、結果的に高齢化率が19％という高齢化都市

となっている。

一時期、革新から保守政党に政権が移ったため

民営化が進んだ。その結果、福祉事業も民間委託

となったが、保守政党の民営化政策に反対した市

議会議員二名が革新政党に移ったために再逆転し

たという経緯がある。これにより、現在スンドベ

バリィ市は従来の公営福祉が主流の街となってい

る。スウェーデンでは民間運営する場合、小規模

の会社より大手の介護会社に委託していることが

多いようであるが、スウェーデンの介護の理念は

「基礎介護は公が行う」というのが従前からの考

え方である。

３．スンドベバリィ市の介護サービス

スンドベバリィ市では、65歳～79歳の4.7％が、

80歳以上では21.1％が在宅介護を受けており、ま

た、県平均では65歳～79歳の4.4％、80歳以上で

は22.1％という状況である。スンドベバリィ市で

高齢者住宅に住む人の割合は、65歳～79歳で２％、

80歳以上16％である。

介護判定は市が行い、実際のサービスは民間委

託する形で福祉サービスは運営されている。その

ため、高齢者福祉委員会が2009年から二つに分か

れ（一つが高齢者、もう一つが障害者福祉）全く

違う機関となる予定である。これにはLSS法

（L＝権利、S＝サービス、S＝サポート）があり、

一つの機関では行えない背景があるためである。

また、スウェーデンは昔から高齢者福祉よりも障

害者福祉に力を入れているという背景がある。こ

れは、伝統的に障害者福祉の方に力を入れている

議員が多いためである。

※高齢者福祉の基盤は、社会福祉サービス法。

※障害者福祉の基盤は、LSS法。

４．２００８年の高齢者福祉の方針

議会においてスウェーデンの2008年度の高齢者

福祉の方針は、次の５項目である。

①選択の自由、生活の質（クォリティ）

②予防対策、在宅主義

（なるべく住み慣れた家に住んでもらう。その

ためサービスも在宅環境を整えるものとなる）

③決定への参加、バリアフリーのまち

④維持できる経済

現代福祉のアーキタイプ
～高齢者の意思表示と介護のありかた～

訪問日　２００８年１０月６日（月）
訪問先　Sundbybergs市　高齢者・社会福祉課
説明者　アン－ソフィ・ルドルフ氏
通　訳　高橋たか子氏
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⑤職員の能力開発、平等、多様性

５．サービス提供状況

スンドベバリィ市には８人の介護判定人がお

り、高齢者の介護判定は厳しい反面、障害者介護

は手厚いサービスが提供される傾向にあるのが特

徴である。この判定により、利用者はどの事業所

で介護を受けるか選択することができる制度にな

っている。

現在、7000人中、666人がサービスを受けてお

り、高齢者住宅が398人分ある。そのうち、37部

屋がショートステイ用である。LSS法に基づいて

住宅を利用している人が56人・デイケアに通って

いる人が76人いる。

パーソナルアシスタントとして活動している人

が46人・ガイドヘルパーは17人・代理人の資格が

ある人が17人。精神障害がある人が34人、住宅サ

ポートを受けている人が66人、作業所で働く人が

33人。精神障害者の施設の訪問者は315人/月にな

っている。

６．支援サービスの内容について

（１）従来のサービス

支援介護（身辺介護）には、掃除・洗濯・ニー

ズに応じたサービスは年一回・食料品購入サービ

ス・ベッドメイキング・食事配達サービス・案内

人サービスといったものがある。

また、寝起きの手伝い・ベッﾄﾞメイキング・シ

ャワー・トイレ・移動・調理の手伝い・食事の介

添え・その他全般のサービスといったものがある

が、これらはすべて「在宅期間を長くする」とい

った目的のためである。

サービスにかかる料金は、一カ月あたり６時間

以内の介護を必要としている人については時間給

で介護料金を払い、一カ月あたり７時間以上の介

護を必要としている人についてはサービスの内容

に応じて介護料金を支払うこととなる。ただし、

負担については限度額を設け、その額は1640SEK

（約３万円）となっている。

高齢者住宅については老人ホーム・グループホ

ーム・ナーシングホームの三つがある。老人ホー

ムは多くの介護が必要とされる高齢者が、グルー

プホームは認知症の方が、ナーシングホームは医

療が必要な高齢者がそれぞれ居住している。

しかしながら現在、スンドベバリィ市ではグル

ープホームが不足している状況である。これはグ

ループホームはナーシングホームに比べて人員を

多く必要とし、施設運営にもお金がかかることか

ら必要数を賄うことが難しいためである。

高齢者住宅の料金は、食事代が一カ月3041SEK

（約５万５千円）、家賃は40.9㎡の部屋で5430SEK

（約９万７千円）、32.5㎡の部屋で4746SEK（約８

万５千円）、43.5㎡の部屋（認知症の人が住むグ

ループホーム）で5362SEK（約９万６千円）、

45.5㎡の部屋で4098SEK（約７万３千円）、42.3㎡

の部屋で4690SEK（約８万４千円）（新築のナー

シングホームのため高い）となっている。

また、この他にデイケア・ソーシャルデイケ

ア・認知症デイケア・警報・電話・家族の代理、

案内人、といったサービスがあり、これらはすべ

て在宅主義という方針に基づいたサービスである

が、高齢化が進めば進むほど家に住むのが困難に

なるのが現実である。だから今のスウェーデンの

福祉の方針は「安心して住める家」を目指してい

るのとのことであった。

（参考）

スウェーデンでの昔の老人住宅の水準は27㎡で

市中心部のミニチュアモデル



Ａ
班
　
海
外
研
修

45

あったが、その後そこで働く職員のことを考え最

低38㎡になった。

32.5㎡の部屋はショートスティ用（２～３週間

程度）のため、この基準値を下回っている。

（２）最新のサービス

また、最近ではサービスハウスの概念が高齢者

福祉の中に取り入れられて来ているという。1970

年代にスウェーデンではサービスハウスというも

のができた。これは後に廃止されたがしかし、今

もう一度その取り組みが行われているとのことで

あった。

具体的には、高齢者住宅において共用スペース

を広く設け、そこで「みんなでいろんなことをす

る」といったものである。これは、物理的な支援

（施設の設備など）から精神的な支援（孤独の解

消）に変わって来ていることによると考えられて

いる。

このことから分かる様に、スウェーデンの福祉

は設備面の充実といった物理的で分かりやすい福

祉から、実際に利用している高齢者の満足を重視

した精神的なことも考慮した、より高度な福祉を

目指していることが分かる。

７．高齢者の決定参加について

スンドベバリィ市には、年金受給委員会・高齢

者オンブズマン・障害者委員会がある。いずれの

委員会にも市が政策決定する際、高齢者がアドバ

イスを入れることができるのが特徴である。

意見調査を毎年市が行い、対象は市民全体・高

齢者住宅に住んでいる人・高齢者の家族・職員

で、アンケート方式で意見を聞いている。そして

「この結果を次の行動計画書に反映させる」とい

うものである。このように、スウェーデンの福祉

は「実際にサービスを受ける人の視点に立つ」と

いう理念が窺える。

スウェーデンでは、これからの高齢者住宅施策

は「住んでいる人の快適さを重視したもの」とな

っていくと考えている。

支給された年金から家賃や必要な介護料金を支

払った後、“お小遣い”的な額として、65歳以上

（一人の場合）で4421SEK（約７万９千円）、二人

の場合は一人につき3704SEK、障害者では（65歳

以下）4074SEK（約７万３千円）は最低限残さな

ければならないという規則がある。そのため、こ

の高額な家賃を支払うため、年金の受給額が少な

い人には住宅手当が支給されている。

ちなみに、スンドベバリィ市における高齢者の

コストは14万3000SEK（約257万４千円）/年で、

ストックホルムでは18万5000SEK（約333万円）/

年となっている。

また、高齢者住宅に住んでいる高齢者のコスト

はスンドベバリィ市では55万SEK（約990万円）/

年に対し、ストックホルムでは54万2000SEK（約

975万６千円）/年である。

高齢者障害者委員会の予算は年間４億SEK（約

72億円）で、そのうち51％は高齢者住宅のコスト、

28％は障害者福祉、15％は在宅介護（訪問介護）、

１％は介護判定費、５％はその他（ＩＴ等）とい

う内訳になっている。

８．従事する職員の育成について

スウェーデンは移民が多いのも特徴である。特

にスンドベバリィ市は1990年代にエルトリア（北

アフリカ）からの移民が多く、その移民に対応で

きる（言語面などで）職員が不足しているのが現

状であるのに加え、現在従事している職員の高齢

化による人手不足も課題になっている。

ルドルフ氏の説明風景
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従事する職員は能力開発のプロジェクトで介護

の用語、道徳、認知症、人間工学、医薬（薬の知

識）、栄養学、安全な移動の方法などを三年間か

けて学んでいる。また、高校に介護コースもある

が、薬などを処方する際は医者の許可を取るので、

この教育を必ず受けなければならないことはない

し、先ほどのプロジェクトを学ぶのには資格は特

に必要としないため、広く人材を集めることが可

能である。

９．監査と情報公開について

スウェーデンには「サラの法則」「マルヤの法

則」というものがある。「サラの法則」とは、介

護を受ける高齢者に不都合が発生した場合は「サ

ラの法則により、訴え出なければならない」とい

うものである。同様に、医療の場合は「マルヤの

法則により、訴え出なければならない」というも

のであり、これにより利用者本位のサービスを保

っている側面もある。

監査については月に一度市の査察があり、県か

らは抜き打ちで調査がある。情報公開については、

今年の夏から国がインターネットで評価してい

る。

１０．福祉労働者の待遇について

昔は女性特有の職業というイメージのため賃金

は低かったが、今は改善されスンドベバリィ市の

場合、平均的月給は約２万SEK（約36万円）とな

っている。

施設の長は公募によるが、任命された施設の長

の責任と権限は大きく、その施設において人事権、

予算についてすべての権限を持つこととなる。

１１．おわりに

スウェーデンでは在宅主義を主眼において高齢

者福祉サービスが実地されている。これは利用者

の観点から考えられた福祉である。施設の設備を

より充実させることで福祉の質を向上させること

はすでに先進国の多くで行われている。しかし、

このような福祉は実際の利用者の要望と一致せ

ず、双方の理想がすれ違うということをスウェー

デンは経験したのである。そこから、政府が主導

する福祉ではなく高齢者の立場に立った高齢者主

導の福祉へと転換していったのである。高齢者の

決定参加（年金受給委員会・高齢者オンブズマ

ン・障害者委員会において高齢者の意見が反映さ

れる）は、まさにこの取り組みの一環だろう。

また福祉サービスの内容がきめ細かいのもスウ

ェーデンの福祉の特徴である。高齢者の多くが社

会の一員であり続けたいという願望を持ってい

る。それを実現するためにも、これからの福祉は

衣食住といった最低限のサービス以外のものも求

められている。加えてスウェーデンの場合は移民

を受け入れていることから、高齢者にも様々な言

語や文化的背景をもった人々がいる。こういった

高齢者の民族の多様化に対応した的確なサービス

を実現しているのは、専門の教育を受けた人材で

ある。我が国でもこういった人材育成が福祉の向

上を図るうえで益々重要になっていくだろう。

高齢化の伸展とそれに伴う福祉制度の崩壊の可

能性は我が国でも大きな問題となっている。その

問題と向き合う中で、スウェーデンの福祉制度は

大きな参考になるに違いない。

市庁舎前での集合写真
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スウェーデンの障害者福祉
～デイケアセンターの現場から～

訪問日　２００８年１０月６日（月）
訪問先　スンドベバリィ市

ハルメスデイケアセンター
説明者　ベニータ・ホルム・ストローム氏

カーリン・ベスティン・アンディション氏
通　訳　高橋たか子氏

１．はじめに

我が国で平成18年に施行された障害者自立支援

法では、「だれもが地域で安心して暮らせる社会

の実現」が理念としてうたわれている。しかしな

がら、現実には様々な問題があり、いまだそれが

達成されているとは言いがたい状況にある。

スウェーデンは障害者福祉の先進国として知ら

れている、そこでスウェーデンにおける支援の現

場を視察し、よいところから学ぼうと考えた。

２．現地調査の概要

今回訪れたハルメスデイケアセンターはストッ

クホルム市の北西に隣接するスンドベバリィ市に

ある知的障害者が就労するのための訓練などを目

的としたセンターで、平均利用者は約８名、スタ

ッフは２名の小規模なセンターである。

説明者は、３カ所あるデイケアセンターの総責

任者であるベニータ・ホルム・ストロームさん

と、ハルメスデイケアセンターの現場責任者であ

るカーリン・ベスティン・アンディションさんの

２名で、いずれも女性だ。こちらでは福祉・教育

の分野に従事する人は女性が多いらしく、このあ

たりは日本と変わらないようだ。一人は大学で、

一人は市のコースで専門教育を受けたとのこと

だ。

スタッフになるには特に資格は問われないが、

支援内容に応じた資質がある人が採用されるの

で、専門的な教育を受けた人でないとスタッフに

なることはできない。また、日本のようないわゆ

る縦割り社会ではなく、横割り社会という特徴が

あり、障害者の支援センター・学校などで公的セ

クションが運営するものについても独立採算制な

ので、組織の責任者はその業務に関する専門知識

だけではなく、経営や人事管理の能力も求められ

るため、その訓練もあらかじめ受けているようだ。

当日はデイケアセンターのことだけではなく、

スンドベバリィ市の障害者福祉施策全般について

の説明も行われた。

ハルメスデイケアセンターは知的障害者に日中

活動を行う場を提供するセンターで、日本での小

規模作業所をイメージしてもらえればよい。市役

所内の一角にあり、作業内容としては市役所内で

の業務として郵便物の配達、様々な雑用業務、ス

タッフ専用カフェの業務などを、市役所の外では

公園の管理、自転車の修理、公的な建物の営繕、

ゴミの分別等を行っている。私の知る限りでは、

日本の知的障害作業所においてはいわゆる内職的

な下請け仕事を行っていることが多いが、このよ

うに市役所の仕事と融合するかたちで作業所が存

在しているのは良いアイディアであると感じた。

余談だが、スンドベバリィ市役所の中にはスタ

ッフ専用の立派なカフェがあり、スタッフはいつ

でもそこを利用出来るようだ、仕事をしやすい環

境をちゃんと準備したうえでしっかりと仕事をし

てもらおうといった考え方のようで、このあたり

は日本の役所の人事管理においても見習ってほし

ヒアリングの様子
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いところだ。

利用者は市の判定員が利用が必要と判断した人

で、現在、平均７～８名が利用している。

市内には３カ所のセンターがあるが、どこを利

用できるかは障害の内容によって決定されるよう

だ。スウェーデンでは障害者手帳の制度はない、

介護や様々な制度を利用するにあたっても同様に

市の判定員がそのサービスの利用の必要を判断す

るそうだ。日本での障害者福祉制度における障害

程度区分認定に近い手法である。

知的障害者は母子センターでの健診で発見され

ることが多く、手帳の発行はないが、登録制にな

っている。こちらでは、ほとんどの人が18歳にな

れば親元を離れて独立することが普通で、障害者

も例外ではない、そのため障害者住宅等の供給が

市の大きな仕事の一つになっている。市の障害者

住宅担当セクションが市所有のアパートを斡旋し

たり、改造を行った住宅を提供したりしている。

地域で生活する障害者は当事者が自ら介護者を雇

用することができる制度であるパーソナルアシス

タントの制度を利用できる場合がある。

作業に対する報酬はそれほど大きい金額ではな

くわずかなものではあるが、スウェーデンでは生

活を送るために充分な金額の障害年金と住宅手当

が支給されるので、働くことが出来ない人でも生

活には困らないようだ。生活保護制度は何らかの

理由で雇用保険を受給することができないなど短

期的に生活が出来ない状況にある人が１カ月～３

カ月程度利用するための制度となっているよう

だ。また、知的障害等で金銭の管理を自分でする

ことが出来ない人は後見人の制度を利用してい

る。

センターを見学した際には３名の利用者が作業

に従事しており、その内の一人の利用者からいろ

いろと説明を受けた。郵便をあて先別に仕分けを

したり、機械を使って郵便料金を計算したりの作

業を見学したが。笑顔で楽しそうにリラックスし

て作業を行っていたことが印象的だった。

スタッフは２名で、市の年金受給者・高齢者委

員会の下部にある障害者福祉担当部署のうちのデ

イサービスを担当するセクションに所属してい

る。他には障害者住宅・サポート・専門的ケアを

担当するセクションがあるそうだ。また、当事者

が行政の意思決定に参加する仕組みとしては障害

者オンブズマンの制度があり、スンドベバリィ市

では肢体不自由の障害者がオンブズマンとなり、

さまざまな意見を述べたりしているとのことだ。

このデイケアセンターは就労するための訓練を

主な目的としている。スウェーデンではその人の

能力に応じて働くことができる人は働くといった

考え方が浸透しているようで、日本のように正規

の仕事をするための能力が充分にあるのにずっと

施設に通い続けるといったことはあまりないよう

だ。また、そのための資質向上の機会はちゃんと

提供されていて、応対してくれた利用者の男性も、

移民でまだスウェーデン語が堪能ではないため、

夜間はスウェーデン語のクラスに通って勉強して

いるとのことだった。

最後にこちらでの障害者に対する相談・支援体

制について記しておく。

支援に関係する人が情報交換などを行うための

場についてスンドベバリィ市では、一同に会する

場としては年間２回の定期ミーティングを行って

いて、その他の個別なことについては必要な時に

ケア会議あるいは電話などで連絡をとっていると

スンドベバリィ市における

障害者福祉に関する主要なサービスの利用者数

障害者住宅 56人

デイ活動 76人

パーソナルアシスタント 46人

案内人サービス 17人

代替人サービス 17人

精神障害者住宅 34人

住まいサポート 66人

スンドベバリィ市提供



Ａ
班
　
海
外
研
修

49

のことだった。当事者から相談が入ってくる経路

は、病院の看護士やドクターからの場合が多く、

自分で市の介護判定人のところへ連絡することも

あるようだ。障害児の親に対するフォローは、ソ

ーシャルワーカー、心理学士、サポート団体など

が相談などにのっていたりするようだ。また、市

の中に保健士や理学療法士で構成されるリソース

グループというセクションがあり、専門的な見地

からの支援にあたっている。

３．おわりに

他の視察先でも感じたことだが、日本とスウェ

ーデンでの制度の違いはあまりないようで、実際

に障害者福祉制度に関しても、デイケアセンター

にしても外見はそんなに違いがなかった。ただ、

その制度を上手く運用していくための仕組みが日

本と全く違うことを強く感じた。特に、どのよう

な職においてもその職に必要な知識・ノウハウを

持ったものがその業務にあたるということが徹底

されていた。日本の企業や役所においてはともす

れば定期的な人事ローテーションで職が決まるこ

とが多く、職と能力のミスマッチがよく起こって

いて、担当する業務を遂行するための充分な能力

のない人が職についてしまうことで組織の機能が

低下してしまうことがよく見られる。また、障害

者支援施設等においても障害者福祉がおかれてい

る環境の変化などに対応していけるようにするた

めの訓練、支援や経営の技術向上のための教育は

あまり行っておらず、変化に対して上手く対応が

できていない場合がよく見られる。

このことに対する対策としては、「教育制度の

強化」が必要となるだろう。大学等での教育コー

スの創設と受講料補助制度の創設などのことがで

きれば最も良いが、市役所、施設等のスタッフに

対する講習会や勉強会の実施などはすぐにでも始

められることだ。

また、やはり制度の運営に関する財政的な基盤

の違いは痛感した。

税率の違いはここでは論じないでおくが、スウ

ェーデンのように、間接部門を効率化することで、

直接部門により多くの予算を充てることができる

ようになるのではと感じた。例えば日本では障害

者福祉に関する財源の多くが国や都道府県に依拠

しているため、国や都道府県や市の職員の業務と

して補助金の計算や申請に関する業務に膨大なコ

ストをかけている。このようなことはスウェーデ

ンのように市が直接財源をもてるようにすればそ

もそも補助金が発生しないのですぐにでも解消す

ることだ。市によっての財源基盤の格差調整は裕

福な市が都道府県や国などに交付金を納め、それ

を配分することで調整すれば良いのだ。そうすれ

ば国と地方がそれぞれ徴税のためのシステムを保

有しているといったムダも省けることになるであ

ろう。また、スウェーデンで実施されている国民

総背番号制度を導入することで情報を一元管理す

ることができれば、障害程度の情報、サービスの

利用状況、様々な統計などを楽に取り扱うことが

でき、行政や施設での事務を大幅に削減すること

ができる。日本での事務のやり方では情報を共有

郵便物の仕分け作業をする利用者
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できないことによる非効率が甚だしい。事務その

ものは直接市民に利益をもたらすものではない。

限られた予算は可能な限り間接業務ではなく直接

サービスに投入したい。

介護報酬についても例えば長時間の介護サービ

スを利用する必要がある人に関してはパーソナル

アシスタント制度を導入すれば、現状の時間を積

み上げる方式の報酬体系よりも適正な価格になる

だけでなく、自分の生活についての自己決定を促

すという人権的な見地にもかなったものになるで

あろう。

日本の障害者福祉施策との違いとして際立って

いたことは、利用者に一番近いところにいる市が

ほとんどのことについての決定権をもっているの

で、よりニーズにかなった施策ができているとい

うことだった。残念ながらシステム全体を変える

ことは簡単にできることではないが、まずは自分

たちにできることからでも少しでも取り入れてい

って、よりよい仕事ができるようになればと思っ

た。

ハルメスデイケアセンターでの集合写真
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生活大国スウェーデンの就学前・義務教育
～子育て施策とひとづくりについて～

訪問日　２００８年１０月７日（火）
訪問先　ソルナ市　児童・教育行政部
説明者　就学前教育責任者

ビルギッタ・カレンブラッド氏
義務教育責任者
ペトラ・ダールストローム氏

通　訳　高橋たか子氏

１．はじめに

日本が抱える多くの社会問題の中でも、少子化

や教育をめぐる問題は、極めて重大な課題である。

日本における少子化の進行は様々な社会的要因に

より複合的にもたらされていると考えられるが、

その要因の一つとして子育て環境の問題が挙げら

れる。女性の社会進出が進む中、子育ての役割が

家庭から社会へと、その重心が移動している。そ

れにも関わらず、受け手側である社会全体の資本

整備、意識の変化が追いついていないのではない

だろうか。

今回は、こうした問題の先進国である北欧スウ

ェーデンの都市部に位置するソルナ（Solna）市

を訪れ、就学前教育や学童保育といった子育て施

策と義務教育について概観し、わが国の現状につ

いて考察してみたい。

２．スウェーデンの就学前教育

（１）就学前学校

スウェーデンでは、1998年にそれまで社会省の

所管であった保育行政を教育省に移管し、就学前

学校（プレスクール）として一元化を図っている。

就学前学校には、１歳児から５歳児までが通う。

原則として学校教育費が無料のスウェーデンであ

るが、就学前学校は有料となり、その額は所得に

応じて決定される仕組みで、最高額は１カ月

1260SEK（約２万3000円）であり、２人目以降の

子どもにはこれよりも安い金額が設定されてい

る。

就学前学校は、希望するすべての児童がすぐに

入学できるわけではなく、待機が発生することも

あるようだが、市はそのような児童に対し、妥当

な期間内に入学させるよう措置することが取り決

められており、ソルナ市の場合この期間は４カ月

と定められている。

ニュータウン開発により児童数が増加している

ソルナ市では、この４年間で660人分の就学前教

育の枠を増設したそうである。この660人の内、

160人分は施設を新設し、残りはかつて銀行、地

域診療所、事務所などであった建物を改修するこ

とや、アパートの空室を利用するなどのほか、後

に説明する家庭保育所として40人分を増設するな

どで対応したそうである。なお、こういった就学

前教育の需要予測にあたっては、これまでの実績

を考慮し、対象児童の約90％が入学を希望するこ

とを想定しているとのことである。

就学前学校で教育に従事する職員は、専門教育

を受けた保育士とそのアシスタントに区分され、

ソルナ市では、ほぼ半々の比率となっている。教

育省では、保育士の比率を増やしたいと考えてい

るようだが、人件費の増加に直結するため、市で

は難しいと考えているそうである。

クラスへの職員配置は、１クラスに付き３名で

あり、１クラスの児童数は年少クラスで約15名、

年長クラスで約22名である。

ソルナ市には、公立の就学前学校が32校あり、

ショッピングモール内に玄関があるソルナ市庁舎
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その内、３校では障害のある児童も通学している。

障害のある児童など特別な支援が必要だと考えら

れる場合、それぞれの就学前学校は市のリソース

グループと言われる心理学士などで構成される専

門の部署に相談し、現地調査などを経て、対応方

法の指導を受けることになっている。実際に介助

が必要な場合は、学校で採用する介助員などが配

置されることとなり、市から派遣されるというこ

とはない。また、障害のある児童もその他の児童

と同じクラスに通い、統合された保育を実施して

いる。

（２）開放就学前学校

前述した就学前学校とは別に、開放就学前学校

が市内に３校設置されている。この開放就学前学

校とは、両親保険（注）などにより育児休業を取得

している人たちが無料で利用できるもので、日本

の子育て支援センターのような位置付けとなる。

（３）家庭保育所

就学前学校の他に、就学前教育を行うものとし

て家庭保育所の制度がある。デンマークで言う保

育ママ制度に該当するもので、一定の条件をクリ

アした人が自宅などで子どもを預かるものであ

り、一人の保育士が４名から10名の子どもを預か

る。

ソルナ市における家庭保育所は、ほとんどが民

間運営によるもので、市が採用している保育士は

２名のみである。民間運営は、ビジネスと言う側

面で若い世代の参入意欲が強く、現在15名の保育

士がいるとのことである。

（４）就学前学級

就学前学級とは、就学前教育から義務教育への

スムーズな移行を目的として学校内に置かれるも

ので６歳児が通うこととなる。義務教育ではない

ため、引き続いて就学前学校に通うこともできる

そうだが、多くの保護者は６歳児になれば、この

就学前学級に通わせる。

子どもたちが学校の環境に慣れるための１年と

位置付けられており、日本にはない制度である。

制度的には、就学前教育と義務教育の中間的存在

で、知識を与えるのではなく、学校生活における

時間の概念など、様々な規律をゆったりと身に付

けることができるようだ。なお、授業料は学校教

育と同じく無料である。

３．スウェーデンの学童保育

スウェーデンの義務教育は基礎学校と言われ、

７歳から15歳までの９年間で、日本のように６・

３制ではなく、９年の一貫教育（内部で初等・中

等・高等課程に分かれる）となっている。

子育て支援策として実施される学童保育は、就

学前学級の６歳児から義務教育中等課程の12歳ま

でが対象となり、法により市に実施が義務付けら

れている。これは、日本が児童福祉法に基づく市

町村等の任意事業としていることと大きく異なる

点である。

６歳児から９歳児までは、純粋な学童保育のみ

で学校内に併設されるものであるが、10歳児から

12歳児については、かつて児童館として使用して

いた施設などを活用し、余暇クラブとして設置さ

れるものもある。

学童保育の利用は有料であり、負担額は就学前

学校と同様の仕組みで所得に応じて決定され、最

高額は１カ月840SEK（約１万5000円）であり、

２人目以降の子どもはこの半額となる。

スウェーデンにおける学童保育は、日本の多く

の学童保育が空き教室などを利用して実施されて

いる点と比較して、専門の施設が学校敷地内に併

児童・教育行政部でのレクチャー風景
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設され、生活の場としての機能を充分に持たせて

いる点など、社会的位置付けが大きく異なる。先

に述べたように学童保育の設置は、市の義務であ

り、社会全体で子育てを行うために欠かせないも

のとされている。日本においても、労働など社会

的役割を担う保護者にとって、学童保育が不可欠

な制度であることに変わりはなく、社会で子育て

家庭を支える重要な施策として、法による設置の

確立と財源の確保が求められるのではないだろう

か。

４．学校運営について

（１）独立採算による学校経営

スウェーデンにおける公立の就学前学校や基礎

学校は、独立採算制の経営が行われている。市は、

市議会で決定された児童一人当たりの額に在籍児

童数を乗じた予算を学校に配分する。この配分は、

公立、私立（フリースクール）に関わらず一定で

あり、同じ条件のもと、学校経営が行われる。ま

た、このことからも分かるように私立の学校も税

を財源に運営されることとなる。

ソルナ市における2008年の学校運営予算額は、

表１及び表２のとおりである。

（２）校長の裁量権と責任

スウェーデンでは、校長に対し大きな裁量権が

与えられると共に、重い責任が課される。ソルナ

市では、市内を複数の校長区に分け、それぞれの

区における就学前教育と義務教育について、担当

する校長が責任者となる。しかしながら、校長一

人が担う責任範囲が広すぎるということから、

2009年より就学前教育と義務教育の責任者を別々

に置くことを予定しているそうである。

校長に与えられる権限は、大きく３つに区分さ

れる。１つ目は予算の執行と管理である。校長は、

与えられた予算の執行について広範に権限を与え

られ、同時に学校の経営について責任を負う。２

つ目は人事に関する権限である。スウェーデンで

は、教員の採用は学校単位で行われ、任命権者は

校長である。どのような教員を、いつ、どれだけ

雇用するかなども校長の裁量である。３つ目は教

育内容である。国は、教育法のもとに学習指導要

綱を定めているが、学校内でおおまかにどのよう

な教育を行うべきかを規定しているのみで、その

他の教育内容は、市のスクールプランに沿って、

校長が中心となり、生徒などとの協議を踏まえ、

決定することとなる。例えば、同じ市内の学校で

あっても、使用する教科書が異なることなどが挙

げられる。

このように校長には、極めて大きな権限と責任

が与えられ、担当区内の教育全般に及ぼす影響力

は大きい。現場の責任者である校長に大きな権限

保育
時間

年齢
週30時間未満 週30時間以上

１～３歳児
10万3000SEK

（約185万4000円）
11万5000SEK
（約207万円）

４～５歳児
７万9000SEK

（約142万2000円）
９万3000SEK

（約167万4000円）

表１　就学前学校運営予算額（児童一人当たりの年額）

１～３年生 ４～５年生 ６～９年生

５万4000SEK

（約97万2000円）

５万9000SEK

（約106万2000円）

６万5000SEK

（約117万円）

表２　基礎学校運営予算額（児童一人当たりの年額）

ソルナ市の教育関係パンフレット
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を与えることにより、教育における様々な問題に

対し、迅速かつ総合的な対応がとれるものと考え

られる。

５．おわりに

近年、日本では少子化にも関わらず、保育需要

は高止まりしており、子育て家庭が置かれる環境

の変化がはっきりと見て取れる。このような状況

でも、市町村においては、主に財政的負担を理由

に、保育所の供給量増加に踏み切れないのが現状

ではないだろうか。保育ニーズに対する達成度を

表す指標と言えば、待機児童数のみが取り上げら

れがちである。この点、スウェーデンでも日本と

同様に待機児童は存在する。しかしながら、日本

とスウェーデン両国の比較においてスウェーデン

では、保護者の求職活動中でも就学前学校で保育

が行われること、両親保険により一定の所得補償

のもと育児休業を取得することが実効性を伴った

制度として機能していること、また病気になった

子どもを看護する際にも所得補償のもと休業する

ことが制度化されるなど、非常にきめ細かい支援

が制度化されている。一方の日本では、これらの

点で充分な対応がとられているとは言いがたく、

働きながら子育てをする家庭への社会的支援につ

いては、残念ながら雲泥の差がある。

生産年齢人口の減少で労働力の不足が顕在化す

る中、より一層、子育てを社会全体の問題として

捉えることが、結果的に社会全体の生産性向上に

つながるとも考えられる。国は財源の補償を通じ

て、地方における保育行政の硬直化を緩和させる

ことや育児休業制度の実効性確保などに一層の重

点的取組みを図るべきではないだろうか。

また現地調査における時間的制約から詳細な調

査が行えなかった教育分野であるが、校長への権

力集中による独立採算制の学校運営や自由度の高

い教育内容・手法の選定などが、良い意味での学

校間競争につながっているようであった。わが国

においても学校現場に対し、ある程度の範囲で裁

量権を委ねることにより義務教育全体の活性化に

寄与するのではないだろうか。

（注）両親保険とは、両親休業法により、子育てのた

め仕事を休業する際に手当が支給される所得補償

制度。財源は、企業などが負担する社会保障拠出

金。代表的なものとして育児休業手当があり、一

人の子どもに対し、最大480日の休業期間に一定の

所得が補償される。

［参考文献］

高橋美恵子「各国の福祉事情 ―スウェーデンにおけ

る子育て事情」『月間福祉』７月号～９月号、全国

社会福祉協議会　2008年

小暮健一「スウェーデンの学童保育」『日本保育学会

第55回大会発表論文』 2002年

レクチャー受講後の集合写真
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「個」の尊重を重視した義務教育
～他人との競争がない教育現場から～
訪問日　２００８年１０月７日（水）
訪問先　ソルナ市 Ｂargartorps国民基礎学校
説明者　エヴァ・ロタ・アステ氏

マジェ・リズ・ストロームグレン氏
レナ・ルンドスフローム氏

通　訳　高橋たか子氏

１．はじめに

現在、日本の教育現場では、学級崩壊・いじ

め・不登校そして学ぶ意欲が欠けた子ども達の増

加など、複雑多岐にわたる問題が存在している。

これらの問題は、高度経済成長期以降、子ども

達の学力ばかりを重視し、本来の教育の目的や学

ぶことの楽しさを、教師を含む大人達が伝えてこ

なかったことが原因の１つとも言えるだろう。

それを反省し、教育現場では「個性や自発性の

尊重」を重視した「ゆとり教育」へと転換したが、

世界１位の学力を誇っていた日本が順位を落とし

たと、｢ゆとり教育｣は非難された。

また別の問題として、昔は学校を中心に地域社

会で子ども達は地域の大人たちに見守られながら

成長してきたが、現在では核家族の増加や地域住

民との関係が希薄になるなど、子ども達を取り巻

く環境が大きく変化した。それでもなお、学校側

は保護者や地域住民の学校運営への参加に対して

消極的で、そして保護者も教育の大半を学校に任

せるといった状況が続いた。それがゆえに、学校

と保護者の間には壁ができ、学校に対する信頼感

が薄れてきたように思われる。

戦後の教育で、日本は世界に誇れる経済大国と

なった。その輝かしい栄光の裏側には、点数ばか

りを気にしている子ども達、いじめに苦しみ悲鳴

をあげている子ども達がいることも事実である。

これを踏まえ、今回、国民の幸せを願い福祉大

国となったスウェーデンの学校教育が、一体どの

ようなものなのか検証していくものとする。

２．現地調査先の概要

今回訪問したBargortorps国民基礎学校は、０

年生（６歳）（注１）～９年生（15歳）までのいわ

ゆる義務教育施設である。全校生徒350名のうち、

３分の１が移民者の子どもであり、20カ国に亘る

母国語教育が行われている国際色豊かな学校であ

る。

１年生～６年生は各学年１クラスのみで、７年

生～９年生はスウェーデンに来たばかりの移民者

の子ども達のクラスが、通常のクラスに付け加え

られている。このクラスでは、スウェーデン語の

習得を重点的に行い、１日も早く通常のクラスに

移ることを目的としている。その他に、特別学級

として、自閉症の子ども達のクラスがあり、彼ら

についても可能であれば健常児のクラスへ統合し

ている。このクラスは、５人の子どもに対して５

人の教師が配置され、障害児については、学校区

に縛られることなく、市全域から通学している。

職員数は全部で55名、うち45名が教師でその中

にスペシャルティーチャー（注２）が２名いる。こ

の２名のうちの１人が説明者のルンドスフローム

氏である。その他に、保健師・児童心理学士・余

暇リーダーがいる。

３．いじめ対策について

スウェーデンにも「いじめ」は存在し、校長は

自分の学校に適したいじめ対策マニュアルを作成

することを国から求められている。このマニュア

ルは、校長の判断だけでなく、教師・生徒そして

８年生の第２外国語（スペイン語）の授業風景
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予防対策班・麻薬予防班など）を設置している。

そして、各々の班に応じた問題が発生した場合は、

最初にこの班で問題解決に取り組んでいる。

また、中学生になると、生徒１人に対して指導

員がつき、指導員は１人で７～８人の生徒を担当

する。さらに指導員を含んだ７～８人の教師でグ

ループを作り、各授業を担当するのである。この

グループのメリットは、担当の生徒が何らかの問

題を抱えていると感じたときに、各授業を通して

生徒の様子を多角的に観察することができ、総合

的な判断ができることである。

グループ内の意見は指導員が集約した結果、生

徒が抱えている問題が明確になれば、保護者を含

めて、生徒と指導員で話し合いを行い、そして問

題解決に向けて、各々が何をすべきか具体的な方

法を決め、期間を設定して問題解決に取り組む努

力をしている。

期間経過後、今まで取り組んできた対策方法の

評価を行い、対策が不適切であった場合には、こ

れの問題を学校の生徒保健班などに提起する。そ

の際には、校長を始め必要とあるならば、児童心

理学士・保健師・時には市からリソースグループ

（注４）を派遣してもらい、次の対策を講じ、生徒

たちを３つのサポートグループに分類する。

５．ひきこもり生徒に対する事例

アステ氏によると、この学校に赴任してから１

人だけひきこもりで登校しなかった生徒がいたと

のこと。日本でもひきこもり・不登校は深刻な問

題となっているが、どのようにして生徒をひきこ

もりから救ったのか。

親たちも参加して作成する。学校側は、いじめら

れた側から訴えられた場合に、学校側の対策を明

確に提示できるようにしておく必要がある。

この学校では、特にいじめ予防対策に力を入れ

ている。具体的な対策として、第１に、生徒たち

が遊ぶ校庭に、多くの大人を自然な形で配置する

こと。第２に、大人と子どもの間に信頼関係を築

けるような環境づくりを行うこと。第３に、価値

感や生きるための知識を与える授業を随所に入れ

ることで、「人をいじめてはいけない」という考

えを教え込む。最後に、いじめを発見したら教師

は決して見過ごさず、その場で解決するなどであ

る。

また、スウェーデンではいじめが発生した場合

の基本的な対策方法があり、各学校にはそれを元

に各々の学校に適した対策方法にアレンジして作

成している。これは一般的に、いじめが発見され

た時に、保護者に報告するか否かで分けられ、こ

の学校では、保護者に知らせる方法をとっている。

また、教師間でもジェンダー（注３）の問題や差別

の問題などを互いに討論する場を設けたり、研修

に参加させたりと、教師自身の資質向上にも力を

入れている。

４．問題発生時の対処方法

普段、教師がどれだけ注意をしていても、学校

生活では様々な問題が発生するものである。それ

らの問題に対応するために、校長・副校長の下に

７～８人の教師達で構成された班（生徒保健班・

放課後の校庭での風景

サポート１
サポートの必要が非常に高い生徒

（学生アシスタントが必要など）

サポート２

サポート３

授業に遅れがちな生徒（障害があ
るのではないか？もしくは補習授
業の必要があるのではないか？）

社会的・精神的に問題を抱える生
徒（不登校・ひきこもりなど）
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１年間ほど学校に来なかった女子生徒Ａ。Ａの

家庭環境は非常に複雑であり、両親が離婚後はＡ

を母親が引き取ったのだが、その母親も癌に侵さ

れてしまい、Ａは家にひきこもってしまった。そ

のような中、最初の１年間、学校側はＡに対して、

何も手を出すことはなかった。そして、１年が経

過した頃から、少しずつ重要とされる科目に１時

間だけ出席するように、教師が働きかけ、残りは

休みとしていたそうである。

このようなケースの場合、家族の協力は不可欠

だが、母は病床に伏せており協力を得ることが困

難なため、別れた父親と校長が連絡を取り合うよ

うにしたそうである。その結果、「Ａが学校に行

かない」ということを理由にＡの父親が自分の娘

であるＡに対して訴訟を起こした。これは日本で

は考えられない事例であるが、スウェーデンでは

学校に行かないということは法律違反になり、わ

が子であっても訴訟を起こすことができるのであ

る。この父の行動により、管轄が市の保健福祉局

に移り、保健福祉局からＡを援助するサポートア

シスタントが派遣され、保健福祉局と学校が連携

して、Ａの引きこもりを解消したという成功事例

である。

６．学校デモクラシー

スウェーデンは世界トップクラスの税率の高さ

から、国民の政治への関心は非常に高いものがあ

る。ただ、税金が高いだけが国政への関心につな

がるのではなく、幼少期からの民主主義教育が重

要なものと考えられる。

ただ、スウェーデンの教育現場では、デモクラ

シーという考え方が不可欠な存在であるがゆえ

に、「民主主義教育」という授業があるのではな

く、どの教科にもデモクラシーの要素を含んだも

のになっている。また、学習指導要綱の中にも、

年齢に応じて参加参画をする内容を盛り込んでい

るのである。

クラスにはクラス会が存在し、そこで問題提起

したことを生徒会へ持っていき、生徒会から学校

の理事会に問題を提起するなど、直接学校の運営

等にも関わっている。さらに、高校生にもなると、

この理事会に直接生徒が参加していくのである。

このように、教師は実際に学校で起こる出来事

について、生徒を巻き込むということを意識的に

行っているのである。また、生徒だけでなく保護

者の参加参画も学校の運営に大きな役割を果たし

ている。保護者の参加参画は、様々な場面におい

て「予防」の意味をもつと考えられている。

この学校では、１カ月に１回、各学年代表の親

と校長・副校長で必ずミーティングを行い、１カ

月間に起こった出来事を情報公開している。また、

毎週金曜日には今週の出来事をクラス通信として

保護者に報告し、もし個人的に何かあった場合に

は、事が起こった当日に電話かメールで保護者に

報告を行っている。

その他に、学期ごとの三者面談・保護者会・新

学期当初に行われる学校の政策説明会・クラス単

位で行われる保護者を含めた遠足・食事会など、

各場面に応じて、保護者の参加を促している。

このように様々な場面で、保護者が参加してい

ると、学校に対して必要以上の要求をしてくる保

護者（日本でいうモンスターペアレント）はいな

いものかと尋ねると、多くはないが存在するとの

こと。そして、このような保護者に対するガイド

ライン等は存在しないが、新学期の校長による政

策説明会では、必ず学校の役割がどこまでである

かということを明確に示すようにしているのであ

る。

７．おわりに

今回の視察を終え一番感じたことは、この学校

の教師達は一人の人間として、子ども達と同じ目

線で接している。だから、学校の運営や活動に子

ども達を参加させ、子どもの声を直に聞くことで

彼らを一人の人間として尊重し、そして、互いに

信頼し合っているのだと感じた。

十人十色、100人の子どもには100通りの意見や思

いがあり、どれも正しいや間違っていることを判
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断することはできない。想像力豊かな子ども達の

自由な意見を受容する寛容な心をこの学校の教師

達は持っている。このように、子ども達の思いを

受け止めてくれる大人がいるからこそ、子ども達

は自信を持ち、自分という存在を肯定することが

でき、自らの意見を世の中に向けて発信できるの

ではないか。そして、そんな子ども達は、自立し

た大人となって、次々と社会へと巣立っていく。

そんな彼らの活力が世界有数の福祉大国を生み出

したのだというエネルギーをスウェーデンからは

感じることができる。福祉が充実しているから、

国に頼れば良いのだという「甘え」の精神はどこ

にも感じない。これは、「子どもは国の最大の投

資である」という理念のもと、国をあげてひとづ

くりをしてきたスウェーデンの結果であろう。

一方、わが国は、「子どもは親の最大の投資」

として、老後の見返りや親が叶えられなかった夢

を子どもに投影し、一個人ではなく、自分の分身

として子どもを捉え、教育に費用を費やしてきた

感がある。そして、子どもに裏切られたと嘆く人、

親のレールに乗せられたという人の声をよく耳に

する。きっと、こんなことをスウェーデンで言え

ば、笑われるだろう。まさに、個人として自立で

きていない大人が多いのが、今、わが国の現実で

はないだろうか。

国は違っても子ども達は、無限の可能性を秘め

たダイヤモンドの原石と同じである。元は同じ石

なのに、磨き方によって、すばらしい輝きを放つ

こともあれば、くすんでしまうこともある。これ

は、教育も同じことではないだろうか。

人を育てるのは人である。その育てる側が諦め

の姿勢や、やる気のない状態では、育てられる側

にそのまま反映されるのではないか。ただ、現在

の教育現場では問題発生時、教師個人が矢面に立

たされる状況下にある。このような環境下で思い

切った教育ができないのも本音であろう。まず、

この点をスウェーデンのようにグループそして学

校単位で取り組む形を取るべきではないか。

すでに、大阪府下のある教育委員会では「学校

問題解決支援チーム」が発足され、学校と保護者

の第三者的機関として取組み、これを機に両者の

信頼関係構築を目指す方針を打ち出している。

このように教える側、教えられる側の信頼関係

が成立しなければ、人を育てることなどできない

だろう。私達行政の今後の役割は、学校と生徒、

そして保護者の間で信頼関係が築ける教育環境を

支えるシステム構築を推し進めていくことではな

いだろうか。

そして、戦後、競争原理の下、世界のトップと

して突っ走ってきた日本であるが、ここで一息つ

いて、副校長：ストロームグレン氏の「他人との

競争なんてありえない。競争は自分自身とするも

のよ」という言葉の意味をかみ締めてもいいので

はないだろうか。

（注１）「就学前学級」として位置づけられ、学校生

活への準備を目的とし、国民基礎学校に併設され

ており、義務教育ではないものの、99％の子ども

が通っている。

（注２）学校生活の中で、何らかの援助を必要とする

子ども達に、ニーズに応じた指導援助を行ってく

れる先生。

（注３）社会的な役割として置かれている男女の差異

（注４）人的資源の専門チーム

【参考文献】
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小学校１年生の教室にて集合写真
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きらきらと目を輝かせて遊び、学ぶ子どもたち。

快適な生活空間でゆったりと暮らしている高齢者

住宅の高齢者。良好な労働環境のなかでのびのび

と働く人…。

今回の視察で会った人々は日本で同様な状況に

置かれている人に比べてとてもいきいきとしてい

るように思えた。

小学校、高齢者支援センター、役所…。

われわれの知るそれに比べてハード、ソフトの

両面で圧倒的に素晴らしかった。

生徒の代表が学校の理事会に参加している小学

校。障害のある人が当事者の立場から意見を表明

することができるスウェーデンのオンブズマン制

度。みんなの利益のために組織をつくり活動する

デンマークの高齢者。常に80％を超えるデンマー

クの国政選挙での投票率…。

そこでは市民が施策形成にしっかりと参画して

いた。

デンマークは元々広い国土と豊穣な土地を持つ

強国であった。しかし、そう遠くはない昔に隣国

との戦争に敗れ、国土の大半を失い、残されたの

は天然資源のない痩せた土地と国民だけとなっ

た。その時に彼らは残された唯一最大の資源は

「人」であるということに気付いた。

資源としての「人」を最大限に生かすためにま

ず手をつけたことは自立した市民を養成するため

の教育であった。そして、各自が安心して持てる

能力を最大限に発揮できるようにするために福祉

制度を充実させてきた。そして、この課程は国民

が自ら選んだものだったのだ。

仕事に就くための知識や、生活を送るための知

識を身に付けさせることは教育の大きな役割だ。

だが、それだけではなく、社会の構成員として社

会全体を良くするためのアイディアを自分で考え

ることができて、それを正確に人に伝えて実現出

来る人をつくることも教育の大きな役割なのでは

ないだろうか。

デンマーク・スウェーデンは現在「福祉大国」

と呼ばれているが、これはかのエブラハム・リン

カーンが言った「人民の、人民による、人民のた

めの政治」が真に実現していることによってもた

らされている数々の成果の一つの呼び名に過ぎな

い。

つまり、人々がそれを求めたからそうなってい

るということなのだ。福祉国家を維持するための

高い税負担も、国民が求め選択したことだから納

得できるのだ。

デンマーク・スウェーデンには確かに民主主義

が息づいていた。

そこでは人々が子どもの時期からしっかりと自

分の意見持って、正確にそれを人に伝えることを

学んでいく。そして大人たちは、よりよい社会の

実現に向けて意見を表明し、議論し、政治的な行

動を通じてそれを実現していく。

言うまでも無いことではあるが、デンマーク・

スウェーデンと我が国の歴史や背景も違う。また、

良いことばかりではなく、うまくいっていない部

分もある。実際、われわれも現地で様々な問題に

ついて見聞きしたし、外から自分たちの国を眺め

てみて、自分たちのことを見つめなおすこともで

視察を終えて

～民主主義が息づくデンマーク・スウェーデン～
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きた。

だからこそ自分たちの良さを生かしつつ、他国

の良いところを素直に取り入れていくことが大切

なのだ。

そして、我々が自治体の職員としてなすべきこ

とは、市民の意見をしっかりと政策に反映させる

ことができるような仕組みをつくり、市民が真に

望んでいることを着実に実行していくことなのだ

ろう。

政治が悪い、行政が悪い…我々は安易に他者を

批判しがちである。しかし、もし何かがおかしい

と思うのであれば、それを修正するために自分自

身が行動することが大切なのではないのだろう

か。人がなにかをしてくれるのを待つのではなく、

自分自身に何をできるかを考え、それを実行する

ことが大切なのではないだろうか。そのことを今

回の研修で彼らに教えられた気がする。
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福祉大国を支えているもの

～デンマーク、スウェーデンの福祉の最前線から～

Ｂ　　班

福祉大国として広く知られるデンマークとスウ

ェーデンですが、一般的には「福祉は進んでいる

けれどもその分税金が高い国」というイメージが

あるだけで、意外とその実像を深く知る人は少な

いのではないでしょうか。

確かに、両国とも世界有数の高負担を誇る、い

わゆる「北欧モデル」を先導している国であり、

あながちそのイメージは間違いでもありません。

しかし一方で、例えば2006年にイギリスのレスタ

ー大学が発表した幸福度という指標では、デンマ

ークは世界１位、スウェーデンも７位にランキン

グされており、両国は「生活大国」という側面も

持っています（ちなみに日本は90位）。また、経

済的にみても１人当たりのGDPやGNIといった指

標でこの両国は日本を上回っています。

この様に、高負担であるにもかかわらず、生活

満足度が高い上に経済的にも発展を続けている両

国に学ぶべく、高齢者・障害者・児童福祉の実践

の場を、さらに、その全体像を把握するべく、こ

れらの運営主体ともいえる市庁舎を訪問先に決定

しました。

デンマークとスウェーデンの両国で共通してい

ることは、国を豊かにするための施策の根幹とし

て、企業の生産性を高めるための社会的なサポー

トをするために福祉制度の整備を進めてきました

が、それはまず子育て支援から出発し、その後高

齢者に対する福祉へと発展を遂げてきたというこ

とです。また、これらの福祉を支えるのは税金で

あることを国民がしっかりと認識しており、税の

徴収率について現地で質問をしたところ、両国と

も滞納はほとんどなく滞納すること自体が難しい

ほど税システムはしっかりしていると語られてい

ました。

また両国の子どもたちは、自分たちの自己決定

権というものを大切にされて育ちます。両国の社

会そのものが自己決定権を持って働く社会である

ため、小さな頃からそのための能力を身につける

ことが大切で、これが人間にとって一番大切な基

礎となる要素だと考えられています。私たちは、

これが高負担・高福祉を支える基礎となっている

と強く感じました。

年金生活を迎えた高齢者の目線で見た場合、医

療や経済面で安心した生活が保障されています。

このことが生活の安心感を生んでいる要因である

ことは容易に想像できますが、生活については想

像を超えた「豊かさ」を感じました。デンマーク

のプライエムでの暮らし、スウェーデンのシニア

住宅での暮らし、健康の程度は異なりますが、両

国の高齢者は日本における施設のイメージとは異

なる「住宅」で安全・安心で快適に過ごしていま

した。それこそ自宅から引っ越す感覚で入居され、

気に入った家具を持ち込んで生活を送っていま

す。そこには、住宅空間の面でも、景色の面でも、

「豊かさ」がありました。

一方で、街中を見回すと、現地を訪問する前の

想像とは大きく異なり、歩道は石畳のためガタガ

タ、点字の表示もほとんどなく、段差解消も完璧

ではないという決して障害者がひとりで歩きやす

い街ではなく、さほど「物理的なバリアフリー」

が大きく進んでいるとは感じられませんでした。

しかし、必要なときには誰でもすぐ手を差し伸べ

るという社会的な規範、いわば「心のバリアフリ

ー」ができており、訪問した障害者施設で語られ

たように「すべての人間の尊厳を大切にする」す

べての人間が同等だという意識から「物理的なバ

リアフリー」の整備よりも「心のバリアフリー」

の充実に重点を置いた施策が進められています。

福祉大国である両国から学ぶべきところは数多
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コペンハーゲンコペンハーゲン コペンハーゲン 

イェーテボリ 

ベルゲン 

オスロ 

ストックホルムストックホルム ストックホルム 

トゥルク 

【現地調査日程】

2008年10月２日

午前　コペンハーゲン市　アクティブセンターベバリエット《知的障害者日中活動施設》

午後　グロストラップ市　スコバネヘーベン《森の幼稚園》

2008年10月３日

午前　コペンハーゲン市　ボーミパーケン《高齢者福祉施設》

午後　コペンハーゲン市　コペンハーゲン市庁舎

2008年10月６日

午前　ストックホルム市　ストックホルム市庁舎

午後　ストックホルム市　レイメッシュウッデ《シニア住宅》

2008年10月７日

午前　リーディンゲ市　　ウールオクスキュールステューベン《保育学校》

午後　ストックホルム市　シニアトレッフェン《高齢者デイセンター》

ボーベルグマンガーデン《認知症デイセンター》

くありますが、その制度をそのまま日本で導入す

ることは難しいところもあります。このため、

我々地方公務員が福祉施策に今後取り組んでいく

に当たっての１つの手がかりとなるよう、班員で

議論し以下の報告書として取りまとめました。

最後になりましたが、事前・事後研修を通じて

ご指導・ご助言いただきました野村武夫教授をは

じめ、現地でデンマークの状況についてご教授い

ただきました小島ブンゴード孝子様、訪問先で熱

心にご説明くださった関係者の皆様、デンマーク

での通訳のフォースベヤー悦子様、スウェーデン

での通訳の牧野孝子様、そして私たちを常にご支

援していただいたマッセOSAKAの皆様に深く感

謝申し上げます。
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知的障害者日中活動施設
に見る障害者福祉の現状
訪問日　２００８年１０月２日（木）
訪問先　アクティブセンターベバリエット

（Vaeveriet）
説明者　施設長ドルテ・ロセヤ氏
通　訳　フォースベヤー悦子氏

１．はじめに

デンマークの障害者福祉の特徴は、身体的、精

神的、社会的原因によって就労できない人に対し

早期年金（障害者年金）が支払われ、収入面にお

いて十分な保障がされていることである。支給対

象は、18歳から64歳までで、65歳以上になると国

民年金（高齢者年金）が支払われる。障害者年金

は、課税対象となる基礎額と年金加算手当からな

り、障害の程度に応じ、非課税となる早期加算や

障害加算がある。最重度の場合、課税対象となる

就労不能加算が付き、単身だと最高で１カ月１万

5232DKK（約35万円）となる。

介護が必要な場合、さらに介護手当が付くこと

になる。障害者が働くかどうかは本人の希望次第

で、就労を希望する人には希望就労先の環境整備

のために、国がお金を出して工事を行う。知的障

害の人は一般の就労が難しいため、保護された作

業所などで働くことが多い。そこでは、自己決定

の原則が貫かれており、過剰なサービスは一切な

いということだ。就労できない人には収入を保障

した上で、収入のある全ての人が公平に税を負担

するというノーマライゼーション（注１）が生まれ

た国ならではの仕組みになっている。

また、18歳になると障害者でも親から独立して

生活するのが通例で、年金をもらって自分で税金

と必要経費を支払いグループホームなどに住むこ

とになる。管理能力のない人は介護職員がケアす

ることになるが、重度の人でも管理能力のある人

は24時間ヘルパーを雇用することが出来るので、

日常生活に困ることはない。そして、そこから、

日中活動として障害者の活動施設に通所すること

になる。

ところで、デンマークには障害者手帳がなく、

障害者年金受給者かどうかという区分しかない。

日本では、身体、知的、精神という障害の種別ご

とに法律が定められているが、デンマークには障

害者のための特別な法律はなく、社会サービスの

大きな枠組みを定めた社会サービス法があるだけ

で、徹底した地方分権（注２）により市が一体的な

サービスを効率よく実施している。障害者手帳が

なくてどうやって支援するのか疑問が湧くところ

であるが、コペンハーゲン市では市民一人一人を

担当するケースワーカーがいて、ケースワーカー

はその人が生まれた時から関るため、障害の有無

等について家庭医などから情報を得て早期に障害

を把握し、その後の必要な支援を行うことができ

る。むしろ、障害者手帳があると差別につながる

と考えられている。

２．アクティブセンターベバリエットの概要

コペンハーゲン市の知的障害者の日中活動施設

は、保護された作業所、活動センター、デイセン

ター、デイホームの４つの部門に分かれていて、

保護された作業所、活動センター、デイセンター、

デイホームの順に重度となり、デイホームが最重

度の障害者の施設となっている。

アクティブセンターベバリエットは、コペンハ

ーゲン市内にあり、デイホームと保護された作業

デイホームのある建物
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所が併設されており、作業所の作業内容は、機織、

裁縫、伝統的な作業所の作業、キッチン、園芸、

ジョブブティックとなっている。定員は、デイホ

ームが12人、保護された作業所が54人となってお

り、現在の利用者数は合計65人、職員数は14人で

ある。建物は、住宅協会（注３）が所有するビルの

部屋を借りており、家賃を払っている。職員の給

与を含む運営費は全てコペンハーゲン市から支払

われている。

３．デイホームの運営

最重度の障害者が利用するデイホームは、保護

された作業所のある建物の向かい側の建物の１階

にある。コペンハーゲン市の大型の建物は、中庭

を中心にロの字型に建てられているものが多く、

アクティブセンターベバリエットのある建物もそ

のような構造になっている。

まず、入り口のホールには利用者の写真が貼っ

てあり、温かみのある装飾がされている。トイレ

には介護用のリフトが設置され、広々とした部屋

で、臭いもなく非常に清潔だった。廊下や部屋の

低い位置に、車椅子の人が触れて触覚を刺激でき

るよう、色々なおもちゃのようなものが付いてい

る。部屋は、プレイルーム、食堂兼会議室、ロッ

カールーム、リビングルームなどがある。今日は

１つのグループがリンゴ狩りに出ているため半分

くらいしか利用者がいないが、12人の施設とは思

えないほどゆったりしていた。明日は採ってきた

リンゴでアップルケーキを作るとのことであっ

た。

デイホームのリーダーはペダゴー（社会教育士）

の男性で、デンマークでも福祉の現場は比較的賃

金が低いため男性が少なく、この施設全体で唯一

の男性として人気者であるとのこと。デイホーム

の活動は、五感を刺激することを重視し、ピアノ

やドラムを使った音楽療法や床にマットレスを敷

いて体操をしたり、食事を一緒に作って、触れ合

ったり、味わったりする活動を日替わりで行って

いる。中でも、車椅子から降りて体を動かすこと

は、寝たきりになることを防止する上でも重要で

あると考えられている。また、自宅から出て施設

に通うことは、健常者が会社に通うのと同様に自

然なことであり、施設で他の人と交流し、ときど

き施設から外に出掛けて色んな体験をすることを

大切にしている。利用時間は、朝９時半頃に来て

午後２時半頃に帰る。送迎はバス会社に委託して

いる。土日は休みで、他に週１回フリーの時間が

あるため、週４日の利用となる。食事は、デイホ

ームの活動として食事を作る日以外は弁当を持っ

て来ることになっていて、グループホームの入居

者はグループホームのペダゴーが作ってくれる。

デイホームでは、全ての人間に対して尊厳の念

を持つことを大切にしており、障害がある人にも、

それぞれに個性があり、お世話をする上で「今日

は快適だった」と思ってもらえるよう努力してい

る。しかし、自分のしていることがこの人にとっ

て正しいことなのかどうか、この人にとってプラ

スになることなのかどうかジレンマがあるとい

う。

デイホームから出るとき、ドアにナンバーロッ

クが掛かっており、施設長のロセヤ氏からも、実

は尊厳の問題で鍵を掛けてはいけないことになっ

ているが、外に出てしまう人がいるため車椅子で

は届かない位置にナンバーロックキーを付けてい

ると申し訳なさそうに説明され、デンマークのよ

うな福祉大国でも日本と同じ悩みを抱えているこ

とを知った。

食堂兼会議室でのレクチャー
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４．保護された作業所の運営

施設の名称であるベバリエットは機織のこと

で、昔、この建物が機織工場であったことに由来

している。実際に手織りの機織機が作業所に置か

れていて、麻や綿、ウールなど自然の素材で布地

を織り、服などに仕上げて販売し作業所の収入に

している。ここでは、布地デザイナー、ペダゴー、

職業指導員の３人の職員が働いていて、25人が利

用している。９人の利用者に対して職員１人の体

制となっている。その他に、キッチンで週２回食

事を作り施設の食堂で販売する作業や、禁煙パイ

プを組み立てたり、コードを巻いたりする伝統的

な作業所の作業、庭仕事をする園芸の作業もある。

また、ジョブブティックという形態もある。９人

の障害者に１人のジョブコーチが付き一般の会社

で働くというもので、障害のある人が労働市場に

出た場合賃金の一部を国が補償するという制度を

利用している。仕事の内容は、スーパーマーケッ

トと契約し、スーパーで回収された飲料水のビン

（注４）の仕分けをしている。デンマークでは現在、

労働力不足になっていることや保護された作業所

から一般の社会へ出でやってみたいという人が増

えてきたため、新たに契約を増やすことを検討し

ている。これらの収入は、年間５万5000DKK

（約120万円）以内なら障害者年金から差し引かれ

ない。

保護された作業所でも、全ての人間に対して尊

厳の念を持つことを大切にしており、障害のある

人がその日の状態に合わせて日常生活を送ること

ができるよう配慮されている。色々な体験、経験

をするため年に４回休暇を持ち、色々なグループ

とセカンドハウスやサマーハウスで２、３日一緒

に過ごしたり、毎日が同じ日課になるのを避ける

ためスポーツをしたりしており、機織の仕事をし

ている人は色々な展示会に行って目を肥やしたり

もしている。

５．おわりに

ここを利用する人は、市の判定委員から許可を

得た人で、障害の程度により市から決まった額が

施設に対し報酬として支払われる。施設に空きが

出来るとその分を返還する必要が生じる。自己負

担があるのは休暇を利用した行事のあるときだけ

で、他は一切無料である。このように運営費は全

て市から支払われているが、職員は公務員という

訳ではない。職員は全てこの施設で雇用されてお

り、解雇も行われている。

ここで作った商品販売等の収入に対しては市か

らノルマがあって、報酬からその分を差し引いて

支払われるため赤字が出ているが、赤字を出すと

翌年に繰り越されるため、遠足を３日から２日に

したり、人員配置を減らしたりしなくてはならな

くなる。新しい車がほしいときは、何年もかかっ

て節約して貯金し購入する。市は一切口出ししな

いため、施設が責任を持って効率のよい経営をし

なければならない。

このように、デンマークでは各施設に権限を委

音楽療法のためのプレイルーム

機織作業中の利用者たち



Ｂ
班
　
海
外
研
修

67

譲し、それが施設の効率のよい経営を促している。

国が市に対して、社会サービス法で大きな枠組み

だけを決め、徹底的な地方分権を行うことによっ

て、効率よく社会サービスを実施しているのと同

じ仕組みである。

このようにデンマークの障害者福祉が充実した

背景には、徹底した地方分権により市が一体的な

サービスを効率よく実施していることにあり、さ

らに、それが、障害者に対する尊厳の念を持って

なされることによって、障害者が普通に暮らせる

まちづくりを可能にしている。日本でも、サービ

スを担う市町村への権限及び財源委譲により、障

害者福祉が推進されることを望むものである。

（注１）障害があったとしても、健常者と平等に当た

り前に生活できるような社会こそがノーマルな社

会であり、こうした社会を実現するための取り組

みをノーマライゼーションと呼ぶ。この概念はデ

ンマークのバンク－ミケルセンにより初めて提唱

され、スウェーデンのベングト・ニリエにより世

界中に広められた。

（注２）2008年10月４日の小島ブンゴード孝子氏の講

演資料によると、2007年１月１日にデンマークで

は大胆な地方分権が実施され、13あった県を廃止

し、県が持っていた機能のうち、中等教育や障害

児教育、成人障害者の通所施設の管理などの機能

を市町村に移管し、県は医療に特化した５つの区

（リジョン）になった。同時に、271あった市（コ

ミューネ）も98に統合された。

（注３）非営利住宅協会が市と協定を結び、住宅の供

給から入居者募集、家賃徴収、保守点検まで請け

負っている。このような非営利住宅協会は全国に

約700ある。

（注４）デンマークではリサイクルのため、ビンやペ

ットボトルはデポジット制を採っており、その回

収率は99％近い。そのため、スーパーでは回収さ

れたビンの仕分けが必要となる。
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１．はじめに

デンマークでは、共働き夫婦があたりまえの社

会であるが、これは税金が高いということと、こ

の高い税金によって、子どもを預けて安心して働

ける福祉基盤が整っているということなのであ

る。

街を歩いていても、ベビーカーを押している人

をよく見かけた。コペンハーゲンの町並みは車道、

自転車専用道、歩道にきちんと分かれている。そ

の歩道は昔ながらの石畳なので、デンマークのベ

ビーカーは、乗り心地を考慮して、日本の家庭用

のものより車輪が大きく、金属バネのしっかりし

たサスペンションもついている。そのためサイズ

が大型で、かなり重いため、ちょっとした階段や

段差、バスや路面電車に乗り降りするのに大変な

のだが、誰かれなくどこからともなく助けの手が

出てきて、ベビーカーをさっと持ち上げて手伝い、

何事もなかったように去っていくのである。

もし、誰もいなかったらどうなるのか、この場

合はバスの運転手が降りてきて、手伝ってくれる

ということらしい。

また、デンマークでは夫婦が共同して子どもを

育てるという考え方が浸透しており、一般の労働

時間が週37時間と制限され、もともと残業もほと

んどしないため、朝夕の通勤時間帯になると、ベ

ビーカーを押したり、小さな子どもを抱いたりし

て、保育園に送迎するスーツ姿の男性もよくみか

けた。

日本でも、制度は整っているのだが、なかなか

取得率が上がらない男性の育児休暇は、デンマー

クでは取得することが普通で、子どもが産まれる

と父親は２週間の出産休暇（注１）と、母親は産前

４週間、産後14週間の休暇（注２）を取得する。そ

の後両親一組に対し32週間の育児休暇（注３）が与

えられる。この育児休暇は子どもが９歳になるま

で両親どちらでも自由に使うことができる。

子どもが産まれるとすぐにチャイルドナース

（保健師）が家庭訪問を開始し、赤ちゃんが１歳

になるまで週１回～月１回程度訪問する。チャイ

ルドナースは体重や身長を測定し、成長具合を確

認したり、授乳や離乳食指導、育児に関する相談

に乗ることにより、親の育児を支えている。

子どもが１歳程度になると両親どちらも仕事に

復帰する場合が多いので、子どもは保育園に入園

するかダウプライとよばれる保育ママが自宅で預

かる制度を利用する。

国の法律では、これらの経費の３分の１まで親

に負担を求めることが可能となっているが、市に

よって軽減され負担率が異なる。

デンマークでは保育園が０歳（生後６カ月）か

ら２～３歳までで、２歳から６～７歳が幼稚園と

なるが、両親ともにフルタイムで働いている者が

ほとんどであるため、どちらも社会省が管轄し、

保育時間なども全く同じである。そのため、最近

では、幅広い年齢層の中で保育することにより、

子どもの社会性を高めるとともに、親の送迎の利

便性も考えて、両施設の統合が進んで、保育幼稚

自然と密着した保育・教育の実践
訪問日　２００８年１０月２日（木）
訪問先　森の幼稚園

スコバネヘーベン
(Skovbo/rnehaven）

説明者　施設長　クリスチャン氏
通　訳　フォースベヤー悦子氏

ひっそりとしている園舎・子どもは森の中へ
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園が増えているとのことである。

２．森の幼稚園の概要

1950年代中頃にデンマークで設立された森の幼

稚園は、一年を通して森の中で過ごし、自然の中

から遊びを通じて、自分で考える力を養い、社会

に出て一番大切な人間性の教育を重視した幼稚園

で、国内だけではなく、ドイツなど国外各地にも

広がっている。

訪問先であるコペンハーゲン近郊のグロストラ

ップ市の幼稚園は運営費の５分の４を市が負担

し、５分の１を保護者が負担する。

今回、説明してくれた施設長のクリスチャン氏

は子どもたちの発育責任者と運営者を兼ねてい

る。

施設長は毎年、市に対して、財務関係の書類を

作成して報告しなければならない。

また、発育責任者は毎年、国と市に対して、子

どもの発育レベルに合わせた学習プランを立て、

国と市が定めている発育目標に対しての達成度を

報告しなければならない。

学習プランは、ものを教えるプランではなく、

子どもたちの発育状態、発展状態をうまく目標に

到達させるためのプランということである。

また、この発育目標は画一ではなく、子どもた

ちの個々の発育状態のレベルにあわせて、うまく

調整しながら到達させるのであるが、どのように

して目標を達成するかは全て発育責任者に任され

ているのである。

幼稚園はデンマークの社会サービス法により、

子どもたちが義務教育の学校に入ったときに、き

ちんと他の子どもたちと共同生活ができるかどう

かを教える場と位置付けられている。

発育責任者となるにはペダゴー（教育者）の資

格が必要で、資格取得のためには高校を卒業して

からさらに３年から５年間、児童心理学をはじめ

人間とは何かといったことを中心に教師としての

教育を受け、学士号をとる必要がある。

この森の幼稚園には20名の子どもが在籍してい

ているが、ペダゴーの資格を持った発育責任者の

２名が日常生活の責任者となり、ペダゴーの資格

を持っていないもう１名の保育士とあわせて３名

で保育を行っている。

また、保護者がこの幼稚園の運営委員会に参画

し、月１回の会合を開催して、意見や要望を集約

し運営について決定している。

３．森の幼稚園の様子

森の幼稚園スコバネヘーベンは、園舎のすぐ隣

がりんごの木の森となっている。デンマークの森

はほとんど国有の森で誰でも自由に散策する権利

が与えられている。

子どもたちは朝６時半から９時の間に登園する

ことになっているが、ここでは、ペダゴーが毎朝、

どのグループをどこの森のどんな場所で、ナイフ

や絵本など、何を持っていこうか、どういう遊び

子どもたちは木登りも上手

森の中で自由に遊ぶ
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をしようかと、子どもたちの希望や意見を尊重し

ながら、その日のプログラムを決めている。１週

間に１度だけ、３つのグループに分かれて自然に

ついて学習する日を設けている。

９時半ごろになると、子どもたちは汚れてもい

いような格好で、リュックサックの中にお弁当と

水筒を入れて、園から１㎞ぐらいまでの森の中で

過ごす。森の木、草、土、虫などすべてが遊び道

具となる。

子どもたちは毎日、雨にも負けず、風にも負け

ず、雪にも負けず、暑さ、寒さもなんのその、ど

んな気候であっても、よほどのことでない限り、

森の中で過ごすのである。森の中には、簡単な東

屋が、あっちこっちに作ってあり、雨宿り程度は

できるようになっている。

午後２時半頃になると、この幼稚園に戻って、

冬の寒い時は園舎内で過ごし、冬でも良い天気な

ら園舎の周囲で、保育士と一緒になって木に登っ

たり、木につるしたブランコをしたり、絵本をよ

んだり、かくれんぼしたりして親が迎えに来るま

で遊んでいるのである。

この森の幼稚園の周囲にはほとんど垣根がな

く、あっても低いので、子どもは簡単に乗り越え

て出ていくことが出来るように思えるが、誰も出

て行かない。垣根を高くしておくと、子どもたち

は垣根の向こうに何があるか好奇心を持つが、垣

根がないと何も興味を持たないという逆転の発想

である。保育士は子どもを信頼していて、これま

で、ほとんど事故は起きたことがないとのことで

ある。

これは、心の垣根にも同じことがいえる。つま

り、まず大人が子どもたちとの心の垣根をはずす

か、できるだけ低くすることにより、子どもたち

の大人に対する信頼感がすごく高まってくるとい

うことである。

他の幼稚園と違うところは、子どもの意見をし

っかりと聞き、尊重することで、子どもも大人と

同権だと認識させることである。重要なことを決

定する権利が大人にあるだけなのだと。

ここでは、昼前にお弁当を食べ始めたとしても、

保育士は止めたりしないが、昼になってお弁当が

なくなっても大丈夫なのかと声をかけて、それで

子どもは、お弁当を半分残しておこうとか、明日

はもうひとつ持ってこようと考えるわけである。

この園の一番大きな目的は、自然と触れながら、

自然の厳しさ、やさしさ、大切さを学ぶとともに、

子どもに選択、自己決定させることによって、自

分の頭で考える力、判断力、表現力、他人の意見

を尊重することを遊びの中から学ばせることなの

である。これは大人になってからではもう教える

ことはできないということである。

デンマークの社会では、常に自己決定すること

が求められ、グループで仕事をしていても、そこ

で自分の考えや意見を出せない判断力のない人は

社会に適応できないので、子どもの頃からしっか

りと、大人になったとき、社会に出たときに必要

な社会的能力を身に付けさせることが親の要望で

もあるのである。

小学校からの報告でも、この園を卒園した子ど

もたちは、すべての物事を深い目で見つめ、コミ

ュニケーション能力が高く、体が丈夫、情緒が安

定していてストレスに強い、集中力があり、問題

解決がうまく、いい意見を述べ、泣く子が少ない

とのことであった。その分、文字や計算に当初は

多少の遅れが出るが、これはすぐに追いつくので、

それよりも長い人生の基礎となる幼児期を豊かな

自然の中で自由に過ごすことが重要なのである。

安全で快適な子ども乗せリヤカーでお迎え
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施設長のクリスチャン氏は、別の幼稚園の施設

長でもあるが、ここで教えている人間教育を普通

の幼稚園の子どもたちにも教えたいと抱負を語ら

れていた。

４．おわりに

2006年に英国レスター大学の社会心理学者エイ

ドリアン・ホワイト氏らが、国連や世界保健機関

等の国際機関から提供された世界178カ国の国別

データ（医療、教育、環境、国内総生産、経済、

裕福度、生活満足度、寿命）から研究結果に基づ

いた幸福度ランキングを発表した。また、2008年

には米国ミシガン大学の政治学者ロナルド・イン

グルハート氏らが、国際非営利調査機関ワール

ド・バリューズ・サーベイが世界97カ国から集め

たデータを分析した研究結果に基づいた幸福度ラ

ンキングを発表した。

いずれも社会の公平さ、教育・福祉の充実が評

価されデンマークが幸福度世界第１位との結果と

なった。

幸福感というものには様々な尺度があると考え

られるが、デンマークが世界に誇れる豊かな福祉

国家に成長したのは単純な負担率の差ではないと

考えられる。この背景には、議会、行政の透明性

と効率性、公平性、説明責任と討論を重視するこ

とによる国民の絶大な支持、そしてこの森の幼稚

園の訪問を通じて調査研究を続けるうちに私たち

はこの国の豊かさが幼児期から積み重ねた、自分

の意見を述べる、人の意見を聞くという基礎的な

人間教育によってもたらされたのであることに気

がついたのである。

デンマークは日本と同じように、天然資源に乏

しい国であるが、人が一番の資源と考え、森の幼

稚園のように、幼児期から自分で考える力、判断

力、創造力、協調性、自立性を養い、しっかりと

社会的能力を身に付ける人間としての教育を始め

ている。

（注１）82％国が給与保障、残りを市が保障するとこ

ろもある

（注２）50％国が給与保障＝１万3500DKK（約25万

円）、残りは雇用主との契約による

（注３）50％国が給与保障＝1万3500DKK（約25万

円）、残り40％は企業や業界組織が加盟する中央

産前産後休暇基金が設立され保障することになっ

た

研修を終えてクリスチャン氏と
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１．はじめに

日本の高齢者福祉サービスである介護保険制度

は、2000年４月に導入され税金（国25％、都道府

県12.5％、市町村12.5%）50％、40～64歳の人の

保険料31％、65歳以上の人の保険料19％と負担割

合が決められ市町村が運営している。介護保険は

「介護が必要になったとき」だけでなく「できる

かぎり介護状態にならないように」「いつまでも

元気に暮らせるように」と介護予防に重点をおき

介護が必要になったときでも「在宅」でいつまで

も安心して過ごせるように支える制度である。

しかし、在宅サービスを促す意図があるものの

実際には在宅介護が困難であることから入所意向

が強く、導入当初から特別養護老人ホームへの入

所待ちが解消されていない状況である。

在宅サービスでは、少子高齢化が進み老々介護、

介護難民、介護報酬の不正請求など問題が山積し

ている。

今回の視察では、福祉先進国のデンマークの特

別養護老人ホームである「プライエム」を訪問し、

高負担高福祉で世界一住みやすい国の「居住を重

視した高齢者福祉施設」の考察を行った。

２．高齢者福祉制度の概要

デンマークの高齢者福祉の基本方針は、クオリ

ティ･スタンダードと言い、どこに住んでいても

同様のサービスを受けることができる。高齢者福

祉を担当するのは、98市で国が決めた枠組みに基

づき市が知恵をだし創意工夫し実行している。国

がこの基本方針を決める時代の節目節目で国民の

声を聞いて決定するしくみとなっている。すなわ

ち、よりよい高齢者福祉を目指して国民の合意で

政策変更や新たな法律を決定しているのである。

クオリティ･スタンダードにより、身体介助、

ハウスキーピング、精神的なお世話、巡回看護、

食事、アクティブセンターなど基準が定められて

いる。施設に入居するには市の判定委員が「24時

間介護が必要か」「在宅では不可能か」を判断す

る。判定委員はそれぞれの地区を担当している訪

問看護師などである。判定委員が施設への入居が

必要であると判断した場合は、市が施設を決め４

週間以内に入居することができる。本人の希望で

施設を選べない反面、日本のような入所待ちはな

く、事前に入居を申し込むようなことはできない。

入居の１カ月後には、判定委員が来てどのような

ケアが必要か判断する。介護度は１～４の４段階

に分かれており介護度４が最も重度で、１年で更

新する仕組みになっている。また、入居者の状態

に変化があれば判定委員に申し出ができるので、

介護職員は常に入居者の状態を把握している。

３．プライエム～入所でなく入居～

プライエムは、日本でいえば特別養護老人ホー

ムである。

このプライエムの施設名はボーミパーケンで

1975年に設立され、保護住宅・在宅通所施設を併

設している。ボーミパーケンには、46部屋の個室

プライエムに見る高齢者福祉の現状
訪問日　２００８年１０月３日（金）
訪問先　高齢者福祉施設

ボーミパーケン（Bomi-Parken）
説明者　施設長　ホームポーク氏
通　訳　フォースベヤー悦子氏

ボーミパーケンの外観
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があり46人が入居しているが、デンマークでは、

施設ではなく個人住宅の集まりとして扱われてい

る。

この施設の廊下は道路で両側にある部屋が住宅

である。施設でなく住居であるので、部屋の入口

には表札が出ており、シャワー、トイレ、バルコ

ニー付きの30㎡の全室個室である。個人のプライ

バシーを重んじる国なので、施設の介護職員であ

っても住人の許可なくして勝手に入ることは許さ

れない。部屋には、入居者の愛用品のソファーや

ダイニングセット、カーテンなどを持ち込むこと

が可能なので、今まで送ってきた生活を継続する

ことができる。電話やテレビも設置しているので、

単なる施設でなく、一人の人間が生活するにふさ

わしい空間となっている。

また、部屋には入居者の状態に合わせてリフト

が設置され介護職員の介護負担の軽減を図ってい

る。電動ベッドや車椅子、シャワーキャリーなど

は、全て無料で借りることができる。

私たちは、入居されているユーリヤさんの部屋

を訪問させていただき「いかがですか」とお聞き

すると「もちろん快適に決まっているじゃないで

すか」と答えが返ってきた。

子どもが親を扶養する義務はないが親と子の絆

は強いので、壁には家族の写真が掛けられている。

プライエムに入居しても家族と一緒に食事をする

など在宅のときと同様に交流を深めることができ

る。また、入居者の家族で構成される家族委員会

を設置し施設長や職員と年４回意見交換などを行

い施設と家族との信頼関係を築いている。

高齢者の楽しみの一つは食事である。この施設

では、食事を作ることができるので、食材は、エ

コロジー食品をできるだけ使い、できる限り入居

者のニーズに合った食事を提供している。ワイン

やビールを飲む場合もある。施設内には売店があ

り買い物をするのも入居者の楽しみのひとつであ

り憩いの場となっている。

施設での介護費用は、無料であるが、部屋代や

光熱費・食事代は有料である。プライエムであっ

ても自分の家にいるのと同じ条件に設定にしてい

る。

施設の運営費は入居者数や介護状態などにより

決められ市から交付される。施設の裁量で職員の

給料を決めることができるが、デンマークでは職

種と年齢などにより給料がある程度決まってい

る。施設としても職員の人材確保と職員の能力向

上に力を注ぎ快適な職場環境を構築することが、

入居者が快適に過ごせる条件のひとつであると考

えている。施設の運営などは、運営委員会で決定

されるので不正などが起こらない。市が施設に運

営費を交付し権限も委譲しているので、施設が決

められた法律の範囲内で創意工夫しながら効率の

よい運営を行っている。

廊下の両側に個室が並んでいる

愛用品に囲まれた入居者の部屋
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４．プライエムからプライエボーリへ

日本の特別養護老人ホームよりも快適な施設で

あるプライエムは、30㎡から65㎡に増築しリビン

グと寝室の２部屋への改装が進んでいるが、1988

年以降はプライエムの新築が禁止された。1995年

には、高齢者向けの介護付きの高齢者住宅である

「プライエボーリ」が新しく制度化され整備が進

められている。プライエボーリは、24時間対応の

介護と看護をはじめさまざまな在宅サービスをき

め細かく受けることができる。リビングダイニン

グのほかに寝室、トイレ、シャワー、キッチンが

整備されている。プライエムにはキッチンがない

がプライエボーリにはキッチンが整備されている

ので、家族や友人を招いて食事をしたり泊めたり

することができる。生活を営むうえで住まいは大

切である。

デンマークの高齢者福祉制度は、高齢者福祉の

３原則の「生活の継続性」「自己決定」「残存能力

の活用」を忠実に守る制度が成り立っている。デ

ンマークでは、「寝たきり老人」という言葉はな

い。「介護が必要な人」というならデンマーク語

に訳せるが「寝たきり老人」という言葉は訳せな

いと言われている。

福祉先進国のデンマークでは、介護を受けるこ

とも個人の権利であり、どう支援したら利用者が

自立して日常生活が快適に送れるか、個人の利益

に焦点が当てられている。また、高齢者の自己資

源を重視しているので、半身不随などになっても

自ら持っている知識・技能を活かし、使える機能

を生かしていくことにより、寝たきりになるのを

防いでいる。

５．おわりに

日本の人口に占める65歳以上の割合（高齢化率）

は22％に達し、世界有数の高齢国家である。今後

も高齢化が一層加速していく中、介護などの社会

保障の充実や特別養護老人ホーム、ケア付き高齢

者専用住宅などの施設整備も必要であり、そのた

めの財源の確保が大きな課題となっている。財源

には、税金、保険料、自己負担の三つがあるがい

ずれも国民が負担するものである。

国民に負担を求めるには、行政・住民・介護サ

ービス提供業者との信頼関係の構築が最も重要で

ある。

日本は制度があって個人にその制度があてがわ

れるが、デンマークは、介護を受けることも個人

の権利であり、どう支援したら利用者が自立して

日常生活が快適に送れるか、個人の利益に焦点が

当てられている。

福祉先進国を支えているのは、所得税50％、付

加価値税（消費税）25％など世界で類を見ない高

負担による財源だけではない。一人ひとりを平等

でかけがえのない人間として尊重し、個人の自由

や人間としての尊厳を認めるなどの信頼関係が築

かれているからである。

家族の写真が飾られているユーリヤさんの部屋
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１．はじめに

コペンハーゲン市は、デンマーク王国の首都で

あり、デンマーク東部のシェラン島の東海岸に位

置するデンマーク最大の都市で、デンマークの人

口の１割に当る52万人が暮らしている。

訪問先であるコペンハーゲン市財務部は、市の

中心部にあるコペンハーゲン市庁舎の中にあり、

1905年に完成した中世デンマーク様式と北イタリ

アのルネッサンス様式を取り入れた威風堂々たる

庁舎で、市内で最も高い105.6mの尖塔を持ち、市

民の誇りとなっている。コペンハーゲン市の行政

部門は財務部、文化レジャー部、子ども青少年部、

健康福祉部、社会サービス部、環境部、労働部の

全部で７つの部に分けられていて、市のあちこち

に分散されている。それぞれのトップは市長（メ

イヤー）と呼ばれ、市議会から選出されており、

そのうちの１人が財務部を所管し、コペンハーゲ

ン市を代表する筆頭市長となっている。市庁舎に

は、財務部のオフィスがある他、市議会の議場や

大きなホール、結婚式場も置かれている。コペン

ハーゲン市では来年12月に国連の気象会議が行わ

れることになっており、力を入れて取り組んでい

るとのことである。

今回、私たちは、デンマークで障害者福祉、高

齢者福祉、児童福祉に関する施設をそれぞれ訪問

してきたが、最後のまとめとして、デンマークで

このように社会福祉が進んできた理由や背景につ

いて、コペンハーゲン市庁舎を訪れ、市の財政課

長であるラースムセン氏からいろいろとお聞きし

た。

２．高い税負担と連帯の精神

コペンハーゲン市は「住むには高くつくが世界

で一番暮らしやすい都市」と紹介されている。市民

一人当たりの年間平均所得は19万～19万5000DKK

（420～430万円）である。20～30年前、コペンハ

ーゲン市は貧しい市で、工業のまちだったが、工

場がだんだんと地方に移転したため、残された港

を観光用に再開発し、魅力的なまちに変えた。こ

れが今の市の基盤となっている。

また、企業の誘致に力を入れた結果、高い教育

水準による豊富な人材とフレキシキュリティ制度

（注１）により多くの頭脳産業と呼ばれる企業が参

入することとなり、だんだんと経済力が高まった。

市の歳入は市税がほとんどであり、税務署が国税

コペンハーゲン市における
まちづくりの取り組み
訪問日　２００８年１０月３日（金）
訪問先　コペンハーゲン市庁舎
説明者　財政課長　ルネ・ラースムセン氏
通　訳　フォースベヤー悦子氏

尖塔が自慢のコペンハーゲン市庁舎

ニューハウン（新しい港）



Ｂ
班
　
海
外
研
修

76

と合わせ所得税として効率よく徴収している。市

税の税率は23％で、国税は累進課税で最高26％と

なっている。その他に医療を目的とする保健税な

どがあり、所得税は合計すると最高で67％にもな

る。所得税の徴収のために社会保障制度と一体と

なった源泉徴収制度があり、給料が全て源泉徴収

の対象となるだけでなく、個人の収入も全て税務

署に報告されるため、徴収率はほぼ100％で、所

得税を逃れることは非常に難しいと言われてい

る。また、市民は日本のように老後や病気のため

金融機関などに貯蓄するのではなく、税金という

形で国や市に貯蓄し、社会保障や教育などを権利

として享受するのである。介護サービスや医療な

どの負担はないので、年金生活者も安心して税金

を支払うことができる。この他、全ての商品に付

加価値税（消費税）が25％掛かっていて、たばこ、

アルコール、自動車にはさらに特別に高い税率が

課せられている。手厚い社会福祉は高い税負担が

必要なため、デンマークではソリダリティ（連帯）

の精神といって、みんなで連帯して高い税負担を

しようとしている。

３．税金を無駄にしない合理化・効率化の推進

デンマークでは税金の無駄遣いに市民の目は厳

しい。そこで、国も、市も公共サービスの向上の

ため、合理化や効率化を徹底して行っている。デ

ンマークには、福祉にかかる施策に対して国や県

が補助をするという仕組みはなく、それぞれ役割

がきちんと決まっていて、財源も決められている。

まず、国は、予算、法律、国民年金、高等教育、

成人教育を担当し、区（リジョン）（注２）は医療、

そして、市は社会福祉と義務教育という役割にな

っている。そして、その財源も、国税、保健税、

市税とはっきり分けられており、互いに干渉しな

いことになっている。

デンマークの社会福祉については、社会サービ

ス法で社会サービスの大きな枠組みを定めている

だけで、徹底した地方分権により市が一体的なサ

ービスを効率よく実施しているのであるが、最近

では、福祉分野においても、サービスの質の向上

を図るため、民間参入による競争が行われている。

例えば、在宅介護は市が実施しているが、民間企

業への委託も行われており、利用者は、市の判定

委員から許可された場合、どちらのヘルパーを利

用するかを選択できるのである。

４．高齢者・障害者福祉

ここで、デンマークの高齢者・障害者福祉の制

度説明をすると、まず、65歳以上の高齢者には独

居の場合、基礎年金と追加年金を合わせて１カ月

１万226DKK（約22万円）の国民年金が支給され

る。働くことができない18歳以上65歳未満の障害

者には、独居の場合最高で月１万5232DKK（約

35万円）が早期年金（障害者年金）として支払わ

れる。働けない障害者や高齢者にもきちんと個人

の収入を保障した上で、収入のある全ての人が公

平に税を負担するというノーマライゼーション

（注３）が生まれた国ならではの仕組みになってい

る。

また、高齢者・障害者の何れにも、介護が必要

な場合には介護手当が別途支給されるため、税金

を支払っても必ず手元に現金が残るように設計さ

れている。その上で、介護サービスの提供につい

ては、社会サービス法により社会サービスの大き

な枠組みを決め、市が一体的なサービスを効率よ

く実施している。

デンマークの高齢者福祉においては、高齢者福会議室でのレクチャー
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祉の３原則の「生活の継続性」、「自己決定」、「残

存能力の活用」が忠実に守られており、今回訪問

した高齢者福祉施設も、このような理念に基づい

てサービスが提供されていることに留意しなけれ

ばならない。また、障害者福祉においては、デン

マークのバンク－ミケルセンにより初めて提唱さ

れた、ノーマライゼーションの精神が脈々と生き

ており、そして、それは、バリアフリー化の推進

による障害者の被る不自由・参加制約の緩和につ

ながっている。

さて、私たちが驚いたのは、バリアフリーの考

え方である。ホームページのバリアフリー化（注

４）の状況を尋ねたところ、財政課の下に広報部

門があるにもかかわらず全くわからないとのこ

と。通訳のフォースベヤー氏から助け舟が出て、

何も無理して自分でしなくても、必要なことは全

部ヘルパーがやってくれるということで納得でき

た。その背景には十分な障害者年金が保障されて

いて、必要な介護費用は全て手当として支払われ

ていることがあり、ホームページがバリアフリー

になったからといって何も自分でやらなくてもい

いということである。

また、いたるところに自転車道が整備されてい

て、そこをスポーツタイプの自転車に乗った市民

が颯爽と通り過ぎて行くのだが、その自転車道を

電動車いすに乗った高齢者が日本では考えられな

いスピードで通行していて、何でも規制の多い日

本との違いに驚かされる。歩道にはガードレール

もなく、安全に対する考え方も大きく違っている。

今後のコペンハーゲン市の高齢者・障害者福祉

の方向について尋ねると、児童福祉の分野も含め

て、とにかく施設の雰囲気を全部なくしたい、小

型化したいというのが市の考え方で、在宅での介

護の充実を図るという。

５．少子化対策と子育て支援

世界的に少子化が進む中、デンマークでは僅か

ではあるが出生率が上昇傾向にあり、コペンハー

ゲン市では特に顕著である。これは、国が出生率

向上のために、子どもを持つ家庭への優遇策や母

親の産休取得に対する優遇策、父親への産休付与、

産休取得時の給料給付率の向上などの休暇取得に

向けた動機付けといった政策を強く打ち出した結

果だと考えられている。

コペンハーゲン市独自の少子化対策としては、

住宅政策がまずあげられる。以前は市内に古く狭

小なアパートが数多くあり、出産と同時に郊外に

移り住む人が非常に多かったが、改築費用に対す

る一部補助を実施するとともに、市有物件につい

ては住宅協会（注５）にすべて売却し、住宅協会の

費用負担によって改築を実施することによって居

住スペースの拡大を図ったもので、ラースムセン

氏によるとこの政策によって市の思惑以上に定住

率向上に成功したということである。

次に、給料保障を充実したことがあげられる。

デンマークでは、父親の産休取得が出産後14週間

の期間内で２週間の取得が認められており、その

間の給料の約８割が保障されるが、コペンハーゲ

ン市では残りの約２割を支給することにより給料

の全額保障を行うなど産休取得者の経済面の支援

施策を充実することにより、特に父親が産休を取

得しやすいように優遇策を進めている。

また、デンマークでは雇用対策にも力を入れて

おり、国とすべての民間企業が共同で基金を積み

立てることにより、零細企業などにおいても産休

時の給料保障を可能とするための制度（中央産前

自転車専用道を颯爽と走る自転車群
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産後休暇基金）が確立されている。この制度によ

り、小さな企業でも積極的に若い女性を雇用する

ようになっている。

さらに、デンマークは現在、労働力不足であり、

民間企業としては抱えている従業員を手放したく

ないため、雇用者が従業員にとって快適な職場づ

くりに向けた努力（小さな子どもを持つ従業員の

送り迎えに対する利便性の確保や社内託児所・保

育所の設置など）を各自実施している。

こうした努力の積み重ねや社会情勢により、少

子化に一定の歯止めが掛かったということであ

る。

今回、デンマークの児童福祉施設として森の幼

稚園を訪問したが、保育と教育が一体として運営

されており、幼稚園運営も施設長に大きな権限を

与えることで、実に効率的に運営されている。保

育料は無料ではないが、保育料の５分の４を市が

負担するため、保護者は５分の１を負担すればよ

い。広々とした森の中で子どもたちは実にのびの

びと遊んでいる。最も感心したことは、子どもた

ちを大人と対等に扱っていることで、幼児期から

自分で考える力、判断する力、協調性、自立性を

養っており、社会がどのような人間を育てたいか

が明確になっている。

６．環境への取り組み

デンマークの義務教育には環境教育があり、子

どもの頃から環境教育を徹底している。環境対策

については、コペンハーゲン市では1995年から

2005年までの10年間でCO2排出量20％削減目標を

達成したが、2015年までにさらに20％削減するこ

とを目標としている。火力発電所やごみ焼却場の

余熱・廃熱を有効利用し、市民の住居へ温水を供

給したことが非常に効果をあげた。また、平坦な

地形を利用して自転車通勤を奨励し、車道の端を

自転車専用道に転換した結果、自転車通勤利用率

は36％に達している。これを最終的に50％にしよ

うとしているとのことである。

コペンハーゲン市の近郊にはいたるところに風

車の発電機があり、こうした努力によって、豊か

な環境が守られ、豊かな生活が保障されている。

「住むには高くつくが世界で一番暮らしやすい都

市」というキャッチフレーズは、こうした地道な

努力によって達成されたものであると感じられ

た。

７．おわりに

ラースムセン氏の友人が先日東京を訪れ、巨大

都市である東京の都市機能があまりにも完璧で、

うまく動いていることや、お金を入れると自動機

械がものすごい早さで反応することに驚いたとい

う。日本のほうがハード的には優れている点も多

く、通訳のフォースベヤー氏によれば、医療も、

日本の方が予防医療の普及により平均寿命がはる

かに長いとのこと。デンマークでは、医療は無料

だが、予防医療は無料ではないため、どうしても

手遅れになりやすい。

このように、福祉大国デンマークにも弱点もあ

れば欠点もあり、逆に、日本にも強みもあれば優

れた点もある。しかし、デンマークでは高齢者や

障害者の基本的な権利を守ることが一番に考えら

れており、難民福祉など日本では全く手をつけて

いない分野にも積極的に展開している。実現が難

しいことであっても、真剣に取り組んでいる。

今回のコペンハーゲン市訪問により、私たちは、

デンマークが徹底した地方分権により大きな成果

をあげていることを知ったが、それとともに、平

等の理念が大切にされており、その根本が教育に

あることがよくわかった。今後、日本でも地方分

権が進んでいくことが予想されるが、その中で私

海岸沿いに林立する発電用風車
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たち市町村職員が中心となれるよう研鑽に励みた

い。

（注１）企業は生産性を高めるため、必要なときに必

要なだけ企業が労働力を確保できる。一方、労働

者は失業しても、再就職のために資格等を取得す

るための教育と一定の所得が保障されている。

（注２）2008年10月４日の小島ブンゴード孝子氏の講

演資料によると、2007年１月１日にデンマークで

は大胆な地方分権が実施され、13あった県を廃止

し、県が持っていた機能のうち、中等教育や障害

児教育、成人障害者の通所施設の管理などの機能

を市町村に移管し、県は医療に特化した５つの区

（リジョン）になった。同時に、271あった市（コ

ミューネ）も98に統合された。

（注３）障害があったとしても、健常者と平等に当た

り前に生活できるような社会こそがノーマルな社

会であり、こうした社会を実現するための取り組

みをノーマライゼーションと呼ぶ。この概念はデ

ンマークのバンク－ミケルセンにより初めて提唱

され、スウェーデンのベングト・ニリエにより世

界中に広められた。

（注４）音声読み上げソフトなどの普及により視覚障

害者がホームページに容易にアクセスできるよう

になったが、画像や写真など音声に変換できない

ものに説明を付けたり、複雑なサイトの構成を分

かりやすくする情報を設けると、視覚障害者のア

クセスが一層容易になる。また、色覚障害に対応

したカラーバリアフリー化や、大きなポイントを

使用した高齢者に優しいホームページ作りなど、

近年は、ホームページのバリアフリー化が図られ

るようになってきている。

（注５）非営利住宅協会が市と協定を結び、住宅の供

給から入居者募集、家賃徴収、保守点検まで請け

負っている。このような非営利住宅協会は全国に

約700ある。
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１．はじめに

スウェーデンの行政システムは、わが国の国・

県・市の３層構造と似た仕組みになっている。

まずコミューン（市町村）の役割は、子ども福

祉、学校福祉、学校の子どもたちのケア、老人福

祉そして難民の福祉を実際に行うこと、そしてラ

ンスティング（県）の役割は、医療ケア、交通政

策を行うこと、最後にスタートレン（国）の役割

は、法律の制定、社会保障となっている。それぞ

れ何をするかが、はっきりと決まっており、互い

に干渉をしないという仕組みがきちんとできてい

ることから、地方分権が進んでいる国としてわが

国でも度々紹介されている。

私たちはコミューンの１つであるスウェーデン

の首都ストックホルム市庁舎を訪れ、20年間スト

ックホルム市議会議員を務め、法律家を本職とす

る兼業議員（注１）のホルムバリー氏からストック

ホルム市の社会福祉制度の概要やまちづくりにつ

いて話を伺った。

２．ストックホルム市の概要

ストックホルム市の人口は約79万5000人、その

うち約２万3000人が就学前教育、約６万7000人が

小学校、中学校、そして約２万8000人が高校に行

っている。

市の面積は188km2、14の島ばかりで成り立って

いる非常に美しい街で、既に中世から都市計画が

始まり、すべての建物は低い高さになっており、

市の面積に占める緑地の割合は40％と、緑も多く

自然と非常に調和させた都市計画、まちづくりと

なっている。

さらにストックホルム市では、1997年からさら

に分権を進め、14の区を設置し、この区が独自の

予算を組み社会福祉を実施しているとのことであ

る。

３．少子化対策と子育て支援の状況

スウェーデンは1900年代前半農業・酪農が国の

主産業であり、1920～30年代には工業化の影響か

らストックホルム市に多くの若者が流れ込み、核

家族で生活しているため子育て支援策の充実が非

常に大きな問題となった。

このことから、核家族の子育て支援施策に取り

組む必要が生じたため、最初の福祉制度は「子ど

ものケア（児童福祉）」であった。

現在の児童福祉制度のうち、まず出産・育児休

暇であるが、母親の出産休暇は、出産前に50日間

付与され、父親にも10日間付与される。また育児

休暇は出産後480日間付与され、両親で取得する

ようになっているが、そのうち父親と母親がそれ

ぞれ60日分を取得しないと、その分が失効するた

め、父親も取得するようなシステムとなっている。

スウェーデンでは基本的に共働きであり男女は

性的に平等で、「父親だから働く」のではなく

「父親だから育児をする」というジェンダーフリ

ーの意識が強い。説明してくれたホルムバリー氏

ストックホルム市における
まちづくりの取り組み
訪問日　２００８年１０月６日（月）
訪問先　ストックホルム市役所
説明者　ストックホルム市議会議員

マルガリータ・ホルムバリー氏
通　訳　牧野孝子氏

ストックホルム市の街並み
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も、父親の育児休暇について、「スウェーデンに

は専業主婦はおらず両親ともに働いているので、

子どもは早くから保育学校に入ることになる。小

さいときの親と一緒にいる期間、お父さんとも接

するというのは、お互いに大切なことなので、こ

の制度は非常に良いものだと考えられている。」

と話していた。

さらに、休暇中の経済的な支援として「両親保

険制度」というものがあり、給料の80％が保障さ

れるなど、手厚いものとなっている。

また、出産・育児休暇だけではなく、子どもが

病気になった時には、傷病休暇（子どもが12歳に

なるまで年間60日間付与。両親とも取得可能）も

用意され、さらに休暇中においても給料の80％が

保障されるなど、経済的支援も行われている。

これらの手厚い保障は、職種に関係なく保障さ

れている。例えば、個人事業者などの場合、自分

が休暇取得をするために人を雇用した場合には、

通常発生する雇用者税（注２）が免除されるなどの

優遇制度がある。

このほかにも、16歳までの医療、歯科治療とも

無料となっている。

出産・育児休暇が終了すると保育学校に入るこ

とになるが、480日間の出産・育児休暇があるた

め、０歳児は受け入れておらず、１歳以上の子ど

もから入ることができることとなっている。市は

保育学校を確保する義務があり、親が申込をして

保育学校が見つからない場合、親は子どもが18カ

月に達するまでさらに休暇を取得することができ

ることとなっている。

以前は両親のいずれかが在宅の場合は入ること

ができなかったが、現在は親が学生の場合や働い

ていない場合であっても入ることができるように

なった。

次に親が負担することとなる保育学校の利用料

は、一定の限度額が設けられており、給料収入の

３％までで、第１子は月額1270SEK（約２万2900

円）、第２子以降は少しずつ安くなるように設定

されている。

保育学校の開園日は、通常月曜日から金曜日ま

でで、土曜日や日曜日は保育はないため、必要と

する人は個人的にベビーシッターやデイマザー

（保育士資格所有者）を雇うことになる。ただし、

仕事上必要な場合は補助制度が設けられている。

また、夜間保育は特殊な仕事に就いている者向

けに実施しているところもあるが、ベビーシッタ

ーを個人的に雇うことにより対応している者もい

る。

最後に児童手当であるが、支給される金額は、

第１子が月額1000SEK（約１万8000円）で、第２

子以降は500SEK（約9000円）ずつ加算されるこ

ととなる。

４．障害者福祉の状況

障害者に対する施策を見てみると、まず、国の

制度として、障害者年金がある。スウェーデンの

社会保障費全体の49.7％が高齢者年金に当てられ

ているが、障害者年金や傷病手当等に10.8％が当

てられている。障害者の権利として、早期年金、

傷病手当、障害手当、医療手当、介護手当、リハ

ビリの手当、自動車の購入と７つの権利が保障さ

れており、障害があっても、これだけのサポート

があれば、精神的な負担や実際の生活の負担が相

当軽くなると思われる。

このように、障害者については、まず、収入面

が保障されており、その上で、機能的な障害につ

いてはさらに技術的なサポートをどんどん推し進

めている。

ホルムバリー氏によるレクチャー
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スウェーデンでは18歳で成人となることから、

18歳までは自宅で両親と暮らしているが、障害者

でも18歳になると独立するため、グループホーム

などに移り住むことになる。

しかし、グループホームが障害者の活動におい

て一番条件が良いのであるが、設備が整っている

ため建設に多額のお金がかかることから、ストッ

クホルム市では、違う方法が考えられている。

それは、その人の障害などの状況に合わせた形

で、１人でも住めるように切り替えようとしてい

ることである。例えば、障害者でも若い人の場合

は、障害の程度が軽くなることも考えられるため、

グループホームに入るのではなく、できる限り住

宅で過ごしてもらうということである。

グループホームから在宅への転換であるが、ス

トックホルム市は責任を持って必要な介護を提供

するだけではなく、自宅で生活するのに必要な改

造も行うことになっている。もし、それを怠った

場合、地方裁判所に訴えることができるとのこと

である。

さらに、スウェーデンでは障害者でもどんどん

外に出て行くことが望ましいとされていて、日本

のように外出の介護依頼に理由は必要なく、外出

の権利は非常に尊重されている。このような在宅

サービスの内容は全て法律で決まっていて、しっ

かり保障されているとのことであった。

５．高齢者福祉の状況

ストックホルム市では65歳以上の年金生活者、

約１万6000人が介護サービス利用を受けており、

そのうち約10％の人が24時間体制の介護を必要と

する重度の人たちとなっている。

市の専門職であるニーズ審査官（ソーシャルワ

ーカー）が、対象者宅を訪問し、その人に何が必

要かを見極め、関係者との話し合いを行いながら、

本人のニーズに沿った具体的なケア計画を立て、

サービス提供につなげている。このようにサービ

スの決定・計画作成に関して、公的な決定権、公

的な目がしっかりと入っており、質の担保と内容

の精査が行われている。

元々の国民性、教育のあり方から、自分のでき

ることは自分でしようとする風土が浸透している

が、市のニーズ審査官が関わることによって、サ

ービスの適正化も図られているように思われる。

また、高齢者ケア視察官が現場調査を行い、国

や市が決定したことが実行できているか、現地調

査を行っている。

そして高齢者オンブズマンが、より細かい現場

の支援・介護の状況を、良い面も悪い面も含め、

年に１回レポートとしてあげることとなってお

り、それが高齢者自身の声を、市議会にあげ反映

させる仕組みとなっている。

これらはすべて高齢者がその人たちに合った介

護を受けられるようにという考えからである。

６．おわりに

ストックホルム市は、福祉施設やサービスハウ

スなどの運営を行っていたが、1990年代の世界的

な経済恐慌を受け、市の財政が厳しくなったため

1997年から市が保有していた施設を切りはなし、

民間経営に切り替えていった。

ホルムバリー氏によれば、経済の緊急事態時に

おける政策は、一番お金を必要としている人はだ

れなのかを考え、それらの人に対しての明確な最

重要課題を決めておかなければならないと話をさ

れていたが、ストックホルム市においては、高齢

ストックホルム市庁舎
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者福祉と障害者福祉を最重要課題と決定し、財政

上の問題、特に税収の確保として、どうすれば、

納税者人口の減少に歯止めがかかるのかを考え、

児童福祉を充実させてきた。その結果、ここ数年

ベビーブームが巻き起こったということである。

人口推計による将来予測というものは当然計画

においてわが国においても使用される手法である

が、最重要課題を明確に定めた上で、今、何が足

りなくて将来何が必要であるかを客観的に決定

し、住民に見える形で実施することが必要なので

はないだろうか。

ストックホルム市は、中世時代からすでに都市

計画というものを始めており、そういった計画に

基づき、そして時代に応じた調整を加えながら運

営が行われている。現在の状況を解決するための

政策は当然必要であるが、将来につながる政策は

さらに重要である。

今回のストックホルム市訪問により、400年以

上前から続く計画的なまちづくり、時代の状況に

即した政策、そしてなによりも将来を見据え、今

何をなすべきかという市民ニーズを考えた政策を

学び、これからの私たちのまちづくりの参考とし

ていきたい。

（注１）

ストックホルム市議会は常任議員と非常勤（他の

職業と兼業）の議員で構成されており、常任議員は

執行委員会の委員を務め議員職として給与が支払わ

れるが、非常勤議員は議会に出席のための費用弁償

のみとなっている。

（注２）

雇用者税は、雇用者に発生する所得税と同じ金額

を雇用者が納める税金である。

ストックホルム市庁舎内の「青の間」にて
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サービスハウスから
シニア住宅への転換
訪問日　２００８年１０月６日（月）
訪問先　シニア住宅

レイメッシュウッデ（Reinersuede）
説明者　住宅管理局　マリア氏

住民代表　　シャスティーン氏
通　訳　牧野孝子氏

１．はじめに

スウェーデンは、世界でも税金が高い国の１つ

だといわれているが、いわずと知れた高福祉の国

である。

わが国においては、2006年９月19日に閣議決定

された「住生活基本計画（全国計画）」の中の

「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目

標並びにその達成のために必要な基本的な施策」

において４つの目標が設定されている。その１つ

である「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住

の安定の確保」における指標として「高齢者（65

歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率」

が定められており、２カ所以上の手すり設置又は

屋内の段差解消に該当する「一般バリアフリー化」

は2015年までに75％、うち２カ所以上の手すり設

置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下

幅のいずれにも該当する「高度のバリアフリー化」

は2015年までに25％とすることが掲げられた。

基本的な施策としても「高齢者、障害者等が、

地域において安全・安心で快適な住生活を営むこ

とができるよう、住宅のバリアフリー化や見守り

支援等のハード・ソフト両面の取組を促進すると

ともに、高齢者、障害者等に配慮した賃貸住宅の

供給や公的賃貸住宅等と福祉施設の一体的整備を

推進する。」と示されている。

今回の視察は、スウェーデンの首都であるスト

ックホルム市としたが、現在ストックホルム市で

は、社会福祉の仕組みのうち高齢者福祉と障害者

福祉に力を入れている。

高齢者福祉については、自宅で自立した生活が

できるように、住宅のバリアフリー化が進められ

おり、高齢者のバリアフリー住宅の実情を見ると

ともに、わが国が掲げた目標に重なる部分がある

と考え、さらによいものとするためには何が必要

であるかを考えていきたい。

２．レイメッシュウッデシニア住宅の概要

ストックホルム市の人口は、2008年１月１日現

在で79万5165人。そのうち65歳以上の割合は

14.2％となっている。市の面積は188km2、そのう

ち緑地は40％を占めている。

今回視察に訪れたバリアフリー化を施した住宅

は、「レイメッシュウッデ」と呼ばれるシニア住

宅（高齢者住宅）で、ストックホルム市庁舎の南

西に位置するレイメッシュ島にあり、ストックホ

ルム市が経営しているミカサという住宅会社が保

有する不動産である。棟数は全部で９棟あり、世

帯数は143世帯、162名が入居可能な住宅となって

いる。各住宅の広さは、間取りによって異なって

おり、３部屋となっているものは92㎡、２部屋と

なっているものは82㎡、１部屋のものは45㎡とな

っており、平均した住宅の広さは55㎡となってい

る。家賃については、92㎡で約9000SEK（約16万

2000円）、82㎡で約8300SEK（約14万9000円）、45

㎡で約4500SEK（約８万1000円）と住宅の広さに

よって定められており、この家賃には、ストック

ホルム市内での他の住宅と同様、水道代と地域暖

房代が含まれている。なお、電話代や地域暖房代

レイメッシュウッデシニア住宅の外観
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以外の電気代については、含まれていないため自

己負担である。

各住宅にはキッチンとシャワー、トイレが常備

されており、バスタブをつけるかどうかは入居者

の判断となっている。そして入居条件は、65歳以

上の年金生活者で、世話や介護を必要とせず健康

で元気に生活できることとなっている。

運営については、ミカサではなくここに住む住

民を代表する７人で構成される委員会で行われて

いる。

また、この住宅の大きな特徴としては、一時期

ストックホルムにおいて多く建設されたサービス

ハウスではないことである。

サービスハウスは、老人ホームを全廃するとの

国の方針を受け、ストックホルムにおいても一時

期たくさん建てられた。竹 孜著『スウェーデン

はなぜ生活大国になれたのか』の中にある一説を

引用すれば「当初は、“年金生活者ホテル”と呼

ばれていたが、それはホテルのように機能的な生

活の場所とサービスがあらかじめ備わっていたの

と、居住者から求められればほかのサービスに応

じるシステムがあったためである。したがって、

入居者は職員から“ゲスト”と今も呼ばれている。」

とのことである。そしてサービスハウスは、部屋

の構造がマンション形式で、必ずレストラン、美

容室、図書館、医療ケア、看護師の詰め所すべて

を設けなければならないと決められている。

当初、国の方針から始まったサービスハウスで

あったが、入居した当時、元気な高齢者も年齢を

重ねるとともに、だんだんと体の機能が衰え、要

介護ケースが増え、個々の高齢者に応じた介護を

する必要から、今までのサービスハウスの形式と

いうものが通用しなくなるという問題が生じてき

た。

そのためミカサは、サービスハウスを改築し

2006年にシニア住宅として出発することとなっ

た。この方向転換は、ストックホルム市において

今後20年間に人口に占める高齢者の割合が減って

くるという特殊な事情も反映されている。つまり、

崎 殕

これらのことは将来サービスハウスが不要になる

ことを意味しており、将来を見通した結果、高齢

者だけの入居に特化するのではなく若年層用住宅

にも変更が容易なシニア住宅への改築という大き

な改革を決定したのである。

３．住宅におけるバリアフリー

ストックホルム市は、６年前に高齢者はできる

だけ自宅で生活をするのが望ましいということが

謳われるようになった。その理由としては、環境

が急に変わることにより、高齢者は生活に不安を

持つことがあるため、今住んでいる場所に何か支

障がある場合は別にして慣れ親しんだところで生

活を続け、長く人生を送ってもらうのがいいので

はないかと考えられたからである。

そのため、このシニア住宅は高齢者がいつまで

も安心して生活ができるように、至るところにバ

リアフリー化が施されている。特にここでは高齢

者のためのバリアフリーというものが見えない形

で設置されており、例えば床は転んでも大きなケ

ガをしないようにやわらかい構造のものとし、廊

下では、デコレーションと見間違うようなライン

が引いてあり、ラインが消えているところがドア

という表示とするなど、工夫がなされている。

また、このシニア住宅は高齢者が長い間住むこ

とを前提として建てられており、車椅子を使う時

期も当然想定されることから、ドアを拡幅したり

敷居をなくすなどしている。その他にも、バスル

ームでは下のほうに青いランプをつけ足元を照ら

横開きのオーブン 足元のランプ
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すことで転倒を防止し、オーブンの扉も上から下

に開けるではなく、横に開けるように配慮がされ

ている。キッチンに関しては、車椅子のままでも

キッチンで料理などができるようにスペースを設

けることなどが検討されているとのことである。

ここに住んでいる高齢者に介護が必要となった

場合は、市に申請をしてニーズ審査官の審査を受

ける必要があり、認定がされれば、在宅において

介護サービスを市から受けることができる。

ただし、認知症となった場合は、在宅介護では

なくグループホームに移ることになる。

４．住居者の暮らし

お話を聞いたシャスティーン夫妻は、ストック

ホルム市の郊外にある125㎡のテラスハウスを所

有し35年間住んでいたが、2006年に売却し2007年

にこのシニア住宅に引越してきた。引越しを決断

した理由について、持家では庭の手入れや修繕を

すべて自分でやらなければならないが、もうそう

いったことに耐えられず、安心安全なアパートに

住みたいと考えて市の住宅紹介所に申し込んだと

ころ、このシニア住宅を紹介され、ちょうど改築

されたばかりの住宅できれいであることや、周り

の景色がきれいであるという理由から一度で気に

入ったと言っていた。

また、ここでは住民代表による委員会が組織さ

れており、毎年１回総会を行い、住宅の運営だけ

ではなく、住民や周りの地域社会をつなぐ役割を

担っている。他にも、様々な習い事、料理教室、

絵画教室など様々な催しを考え、パーティーなど

も定期的に行い、委員会同士では隣近所の人たち

との交流や意見交換が行われ、新しい入居者に対

しても様々な案内を行っている。

５．おわりに

スウェーデンの高齢者は豊かな生活をしてい

る、というのが率直な感想である。豊かな生活と

は住環境全てを指すのではないだろうか。ミカサ

もサービスハウスを改築しシニア住宅にすると

き、別の場所も考えたというが、このすばらしい

場所を離れたくないと考え、改築となったのだが、

屋上に案内され風景を見たときその理由の全てが

納得できた。

このシニア住宅からは、緑に囲まれた島々を見

渡すことができる。そこには、夫婦で住んでいる

人、１人暮らしでも犬や猫を飼い自分の時間をゆ

ったりと過ごしている人など、それぞれのスタイ

ルに合った生活を安心安全な環境で送ることがで

きる。これこそが豊かな生活と言えるものと考え

る。

そして、ストックホルム市において中世から始

まったといわれる都市計画に基づく緑と調和のと

れた街づくりは美しい景観を守っており、より住

宅に付加価値をつけている。

わが国においては、「住生活基本計画（全国計

画）」に基づき住宅のバリアフリー化を進めてい

るが、ハード面だけではなく、美しい景観を守る

都市計画も進めることで、さらに効果が増すもの

と考える。

〔参考文献〕

竹 孜著『スウェーデンはなぜ生活大国になれたの

か』あけび書房　1999年

〔引用資料〕

『住生活基本計画（全国計画）』2006年９月19日閣議

決定

竹 孜著『スウェーデンはなぜ生活大国になれたの

か』あけび書房　1999年

崎 殕

崎 殕

住居から見える美しい風景
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スウェーデンにおける
児童福祉サービス提供の最前線
訪問日　２００８年１０月７日（火）
訪問先　ウールオクスキュールステューベン

（Ur och Skur Stubben）
説明者　施設長　ヨーラン氏

マグヌス・リンデ氏
（野外活動振興協会職員）

通　訳　牧野孝子氏

１．はじめに

スウェーデンにおける児童福祉は、1970年代以

降の女性の労働市場への積極的な参入を背景とし

て、子どものケアの充実に対する社会的な要請か

ら整備が進められてきた。以後30年以上に渡り、

児童福祉が公的機関の重要なサービス分野となっ

ている。

児童福祉サービスの内容はごく大雑把に分類す

ると就労・就学時や緊急的に保護が必要なときな

どにおける施設的なサポートとしてのサービス提

供と各種手当・年金や休暇制度といった生活保障

的なサービス提供に大別することができるが、今

回はスウェーデンの児童福祉サービス提供の最前

線である保育学校の中でも自然と密着した保育・

教育の実践のためにムッレ教室という特色のある

活動を実施している保育学校を訪問し、調査を行

った。

２．児童福祉サービス提供の背景と諸形態

訪問した保育学校について触れる前に、まず、

スウェーデンにおける児童福祉サービス提供の背

景とその諸形態を簡単に紹介しておきたい。

スウェーデンの地方行政は日本の市町村にあた

るコミューン（Kommun）と県にあたるランス

ティング（Landsting）によって担われている。

その内コミューンは住民にもっとも近いレベルの

行政として、その所管する事務事業は多岐にわた

っており、中でも教育は最大の分野である。

スウェーデンにおいて児童福祉は家族福祉政策

の基礎となっているだけでなく児童教育も包括し

ており、優先すべき政策として捉えられている。

これは1996年に児童福祉の所管省が社会省から教

育省へ移管されたことや、1998年にコミューンの

児童福祉サービス提供の義務が社会サービス法か

ら教育法に移管されたことからも見て取れる。

このように、子どものケアは現在のスウェーデ

ンの制度上、就学前教育と位置づけられており、

コミューンの大きな責務のひとつとなっている。

スウェーデンの児童福祉サービスの形態とし

て、まず、「保育学校（förskola）」が挙げられる。

これは日本の保育所や幼稚園にあたるが、スウ

ェーデンでは前述のように幼・保一元化がすでに

果たされており、保育学校の役割は１～５歳児ま

での就学前教育として位置づけられている。日本

の保育所や認定こども園と比較してもさらに教育

的な要素が強く、ナショナル・カリキュラム（注

１）の適用が義務化されており、義務教育学校と

の教育の一貫性や共通の価値基準が継続されるよ

う定められている。

利用料金制（注２）が採られており、運営形態は

公立と民間、保護者運営のコーポラティブ（協同

組合）の３種類がある。

なお、スウェーデンでは、保護者が失業中や他

の子どもの育児休暇中である１～５歳児は最低１

日３時間、または１週間に15時間の保育学校にお

ける保育活動に参加する権利を有しており、この

点は日本の保育所入所条件が、保護者が就労や介

護等の理由から自宅で児童を見ることができない

場合に限って入所を許可するという仕組み（注３）

となっている点で異なっている。

この場合の保育時間や料金は各コミューンの保

育学校の条件と同様だが、失業手当や育児休暇中

の親の手当等を月の収入と見なして利用料金を徴

収される。

０歳児は対象とされていないが、これは、スウ

ェーデンにおける出産・育児休暇の取得率が非常

に高いことのほか、「乳児は母乳で育てるべき」

という国民性も一因であると考えられる。



Ｂ
班
　
海
外
研
修

88

このほか、全４～５歳児に無料で年間最低525時

間（週15時間）提供される「４～５歳児保育学校」、

就学前の６歳児を対象に提供される「就学前学級

（Pre school class）」、コミューンに登録されたチャ

イルドマインダー（注４）が自宅で児童を預かる

「家庭保育（familjedaghem）」、親が日中自宅にい

る場合でも通常の保育学校と同様のサービスを提

供し、ひとり親家庭の保護者に交流の機会を提供

する「開放型保育学校（öppna förskolan）」、日本

の学童保育（放課後児童クラブ）に当たる「学童

余暇ホーム（fritidshem）」、学童余暇ホーム及び家

庭保育を代替する「開放型学童余暇ホーム」とい

った児童福祉サービスが整備されている。

３．ウールオクスキュールステューベン

ウールオクスキュールステューベン（注５）は、

ストックホルム市郊外に位置するリーディンゲ市

内にある民間経営の保育学校である。同校では、

野外生活推進協会（注６）と契約を結び、ムッレ教

室をはじめとする野外活動のプログラムを実施し

ており、野外保育学校を名乗っている（注７）。

ムッレ教室の目的は、季節や天候に関わりなく

行われる野外活動を通じて、子どもたちが興味を

持ちながら自然との共存について学ぶこと、また、

自然についての知識を身につけることにある。こ

のため、どの様な天候でも子どもたちに自然の中

で楽しみを見つけ、感じさせるために、雨が降る

日も雪の降る日も森の中で活動を行っている。

（ただし、体力のない年少者は、あまり長時間、

外で活動させないよう配慮されている。）

また、時には森の妖精ムッレ（リーダーが仮

装！）が出てきて、森の話や自然の循環について

子どもたちに教えてくれるそうだが、残念ながら

私たちが訪問した際には出てきてくれなかった。

この活動による効果をリンデ氏に伺ったとこ

ろ、街中の保育学校の子どもたちと比較して運動

機能が発達することは当然のことながら、「忍耐

力・集中力が強くなる」、「自然の中では空間が十

分にあり、それぞれが自分の場所を自分で見つけ

ることができるので自ずと静かに遊ぶようにな

る」、「面白いものを見つけると仲間に教えるなど

良い意味でのふれあいが出てくる」とのことであ

り、この点は、デンマークで訪問した森の幼稚園

の職員から伺った話と共通点が多い。

活動の段階によって１～２歳児がプノッペン

（「つぼみ」の意）、３～４歳児がクニッデ（「結び

目」の意）、５～６歳児がムッレと分かれており、

同校では現在プノッペン３名、クニッデ９名、ム

ッレ９名の計21名の児童が所属している。これら

の児童に対し、職員は初等教育の有資格者が１名、

教員の有資格者が１名、学童保育の有資格者が１

名、保育士が２名の計５名が配置されている。教

育関係の有資格者が含まれているのは、前述のと

おり、保育学校には学びの要素が求められるため

である。

なお、受入児童数が約20名と比較的少数である

が、これは受入児童数の増員に伴い、職員の増員

や施設の拡張が必要となるため、現在のところ受

火を取り囲んでのレクチャー風景

森の妖精ムッレ
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入児童を増やすことは難しいとのことで、特に、

同校には野外活動という特別な目的があるため、

他の保育学校と比較して手厚い職員配置が必須条

件となるようである。

森の中での活動ということで、どうしても安全

面の確保については気にかかるところだが、ヨー

ラン氏によると、『当然、職員が事前に活動場所

の安全確認を行っているが、まず、職員や保護者

の意識として例えば「木登りは危険だから禁止す

る」のではなく、「危険かどうか子どもたち自身

に考えさせる」、「遊びの中での危険やけがをした

場合の対処は子ども自身が体験しなければ判断で

きない」という考えが浸透しており、職員と保護

者との信頼関係がしっかりと確立されている』と

のことであった。

これは、デンマークと同様、スウェーデンが自

己決定力を求められる社会であるため、自分の力

で考え、決定する能力を育てることを重視すると

いうことのひとつの表れと言えるであろう。実際、

レクチャー終了後、子どもたちと一緒に森の中に

分け入り、その活動を見学させていただいたとこ

ろ、子どもたちは木に張り巡らされたロープを使

って遊んでいるのだが、飛ぼうが跳ねようがロー

プから落ちようが先生たちはほぼ見ているだけ

で、日本の過保護な保護者が見ると卒倒しそうな

光景が繰り広げられた。

４．おわりに

よくスウェーデンは高福祉・高負担の国と紹介

されるが、果たして日本でも税率を上げることで

同レベルの福祉が提供できるようになるのだろう

か。

今回紹介した児童福祉施設の状況だけをみる

と、制度的には日本でも同様の取り組みがなされ

ており、逆に細かな保育ニーズへの対応や食育と

いった面では日本の方が進んでいるのではないか

と思える一面もある。また、様々な福祉関連施設

や街中を歩いてみてもハード面では日本の方が優

れていると感じることは多々あった。それではど

こに違いがあるのか。

スウェーデンに在住する人々の話を直接聴くに

つけて強く感じさせられるのは、男女がともに働

きつつ育児をするにあたっての安心感、国や地方

自治体、施設職員に対する信頼感、ワークライフ

バランスに対する意識、幼少のころから自分で考

え判断する力を育てるという意識などが言葉の

端々に出てくることである。

例えば、今回訪問したウールオクスキュールス

テューベンの開校時間は平日の７時30分から16時

30分までだが、16時までには大方の保護者が迎え

にくる。これに関して職員の方から日本の保育所

森に入る前にはみんなで輪になって歌う

子ども達の活動の様子
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の状況を逆に尋ねられ、19時や20時まで開校して

いる保育所も多いと返答したところ、非常に驚い

た表情を浮かべ、「なんで、そんなに遅くまで開

けているんだい？親の職場が遠いから？それとも

仕事が忙しいから？私はとても日本には住めない

よ！」とおどけた口調でコメントされてしまった。

これもワークライフバランスに対する意識の違い

のひとつの表れだろう。

この様な意識の違いは、幼少期からの自己決

定・自己責任に向けた教育のあり方や積極的な国

民（住民）参加による徹底的な議論、政治や行政

における透明性の確保や効率性の追求といったこ

とから生み出されている。このあたりに日本にお

いて国や地方自治体が今後取り組んでいくべき方

向に対するヒントがあるように思われる。

（注１）1998年に策定された就学前教育カリキュラム

（Lpfö98）は教育法に根拠を持つナショナル・カ

リキュラムとして学校教育カリキュラムの第１部

を構成しており、保育学校などの就学前機関の教

育活動について大枠を定めている。第２部は義務

教育、プレ・スクール・クラス及び学童余暇ホー

ム、第３部は後期中等教育をカバーするカリキュ

ラムとなっている。

（注２）保育学校の料金制度は政府の決定した最高料

金制度に基づいており、世帯の総収入、保育を受

ける児童数、保育時間によって異なる。同一コミ

ューン内では運営主体に関わらず一律であり、今

回訪問したリーディンゲ市での限度額は給料収入

の３％、1270SEK/月（約２万2860円/月）となっ

ており、第２子、第３子は額が逓減する。家庭保

育や学童余暇ホームも同様の料金制度となってい

る。

（注３）失業中であっても求職中の場合は保育所の利

用が可能となっている。

（注４）コミューンに登録し、子どもを自宅に有料で

預かって世話をする者。

（注５）ウールオクスキュール（Ur och Skur）は

「あらゆる天候」、ステューベン（Stubben）は

「切り株」の意。

（注６）野外生活推進協会（Frilufts främjandet）と

は元々はスキーや老人の娯楽活動の推進を目的と

して1892年に設立された団体で、1957年から小さ

な子どものための活動として森のムッレ教室の活

動をスタートし、1992年には日本にも支部（日本

野外生活推進協会）が設立されている。

（注７）ムッレ教室（Skogs mulle）とは、1956年に

野外生活推進協会が開発した５～６歳児を対象と

した自然教育プログラムで、後に保育学校に導入

されるようになり、野外保育学校（I Ur och Skur）

という形態がとられるようになった。なお、野外

保育学校を名乗るためには、保育学校の職員が野

外生活推進協会の養成コースを受講した上で、同

協会からライセンスを取得する必要があり、現在

スウェーデン国内で約200校存在している。ちなみ

にムッレは架空の森に住む妖精の名前。

[参考文献]

アグネ・グスタフソン『スウェーデンの地方自治』、

財団法人自治体国際化協会訳　2004年

『主要諸外国における国と地方の財政役割の状況―北

欧諸国編―』、財務省財務総合政策研究所　2006

年

高橋美恵子「各国の福祉事情―スウェーデンにおけ

る子育て事情」『月刊福祉』７月号～９月号、社会

福祉法人全国社会福祉協議会　2008年
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デイケアセンターに見る
スウェーデンの高齢者福祉の現状
訪問日　２００８年１０月７日（火）
訪問先　高齢者デイセンター シニアトレッフェン（Senior träffen）

認知症デイセンター ボーベルグマンガーデン（Bo Bergmanga゚rden）
説明者　施設長　ニーナ氏

職員　カリーナ氏
通　訳　牧野孝子氏

１．はじめに

日本では、高齢者福祉の中心を担っているのは、

介護保険制度である。その中の在宅サービスの一

種として、通所型のサービス（デイサービス、デ

イケア）が位置づけられており、介護予防、認知

症ケアに関しても、さまざまな取り組みが始まっ

たところである。

福祉の先進国といわれるスウェーデンでは、独

居世帯、高齢者夫婦世帯が大半を占め、子どもと

の同居世帯はほとんどないと言われる中、それを

支えるために在宅サービスの充実が図られ、高齢

者が住みなれた地域での生活を継続できる仕組み

がつくられている。

高齢者福祉の現場で、実際にどのような先進的

な取り組みが行われているのか、また、地域との

関わりはどうなっているのか、日本との比較も含

めて、視察を行った。

２．スウェーデンの高齢者福祉制度の概要

スウェーデンでは、「社会サービス法」に基づ

いて、各コミューン（日本における市町村のよう

な組織）が責任を持ち、高齢者に関するサービス

の提供を行うこととなっている。

まず、高齢者がサービスを受けるためには、サ

ービスを必要とする本人や家族・親族が、まずコ

ミューンの社会福祉事務所に申請を行わなければ

ならない。それを受けて、ニーズ審査官が訪問や

面接により高齢者自身のニーズ調査を行い、関係

者（医師や看護師等）の意見を聴取し、話し合い

を経た結果、本人のニーズと必要性に基づくケア

計画が作成され、それに沿ったサービスを利用す

ることになる。

在宅サービスの中で、デイセンターは、地域の

高齢者の交流の場であり、余暇活動の場として位

置づけられている。デイセンターの活動には、誰

でも好きな時に好きなだけ参加できるオープンな

部分と、ニーズがあると認定された人だけに提供

される部分に分けられる。後者の部分が、デイケ

アのプログラムであり、認知症や疾患の後遺症等

で、リハビリが必要な高齢者にサービスを提供し

ている。

利用にあたっての費用は、通所する回数と、実

際のケアに要する時間（移動・食事・トイレ介助

等）によって決まっている。

また、センターの運営は、コミューンからの交

付金（センター１カ所あたりの定額）で行われて

いる。

３．センターの概要

このセンターのあるオステルマルム地区は、ス

トックホルム市の東の島にあり、人口約６万２千

人のうち、約１万人が65歳以上の年金受給者であ

る。

このセンターは、1991年に開設された。建物の

構造としては、１階と４階がデイケアセンターの

スペースとなっており、２階と３階は精神障害者

用の居住スペースになっている。また、１階は、

センターの外観
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地域の高齢者が誰でも通うことのできる、オープ

ンな部分となっている。

まず、デイケアのプログラムの部分について述

べる。

現在、このセンターには、在宅や、周囲に５～

６カ所ほどあるサービスハウス（ケアの必要度が

あまり高くない高齢者が入居するケア付きアパー

ト）に住む高齢者が130人ほど登録をしており、

１日平均20人が通所している。ケア計画にあわせ、

週に１～３回程度の通所が多くなっている。

利用時間は、午前９時頃から午後２～３時頃ま

でが一般的で、自宅からの送迎がついている。

センター内は、４つのセクションに分かれてお

り、認知症（アルツハイマー型が多い）や脳内出

血の後遺症、介護者の負担軽減・レスパイト（息

抜き）等、その状況に合わせ、さまざまな理由で

通所してくる高齢者を支援しているとのことであ

る。

各セクションでは、その日の状況に合わせて、

新聞を読んだり、座ったままでできる体操、ビン

ゴ、クイズ等のレクリエーション、歌を歌ったり、

音楽を聴いたりというプログラムが行われてい

る。また、天気の良い日には外出（散歩、バルコ

ニーに出る等）することもある。

また、ここで提供される昼食は、施設のホーム

メイドであり、通所者にも好評で、このセンター

の特色となっているとのことである。

職員は18人で、全員が資格を持った専門職であ

る。看護師、准看護師（メンタルケアの専門の看

護師もいる）、作業療法士、ホームインストラク

ター（補助器具などを手配したりする役割）等の

資格を持った職員がいる。さらに、「シルビアシ

スター」（注）という認知症ケアの専門資格があり、

全国でも111名程度とその資格取得者はまだ少数

だが、このセンターでは、一人がその資格を持っ

ており、日常業務にも生かしているとのことであ

った。

次に、１階に設けられているオープンスペース

についてであるが、月曜から金曜の午前９時30分

から午後３時ごろまで開所しており、地域の高齢

者が気軽に訪れられるようなスペースになってい

る。明るい雰囲気で、イスやテーブルが並べられ

ており、パソコンや機織り機などが置かれ、自由

に利用できるようになっている。また、喫茶や、

簡単な食事を提供しており、売り切れになるほど

盛況の日もあるとのことであった。オープンスペ

ースは、センターの雰囲気を知ってもらう役割を

担っており、地域に根ざし、開かれたセンターで

あることが伺える。

４．センターの特色と課題

施設長のニーナ氏に、「他のセンターと比較し

て、この施設のPRポイントは何ですか」と質問

をしたところ、まずは「認知症ケアに力を入れて

いること」との答えが返ってきた。

７～８人の少人数のグループで、いつも決まっ認知症高齢者のためのデイケアスペース

オープンスペース
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た職員がケアをするシステムになっているため、

顔なじみの関係ができており、認知症の高齢者も

混乱することなく、安心して過ごすことができる。

また、その日の通所者の状況にあわせたプログラ

ムが組まれ、個別性の高いケアが行われている。

そして、ネガティブな話題はなるべく出さず、

幸せである、よい気分だという感覚だけを残せる

ような暖かい雰囲気づくりを心がけており、認知

症の方への関わりには、それが重要だということ

を話されていた。

また、もうひとつのPRポイントとしては、「職

員で休む人が少ないこと」という点があげられて

いた。

スウェーデンでも、福祉業界に関しては日本と

同様、職員の入れ替わりも多く、優秀な人材の確

保が重要な課題となっているようである。その中

で、休む人が少ない、入れ替わりの少ないこのセ

ンターは、安定している、と捉えられ、それが施

設の特色、PRポイントともなる。それは、職員

の労働環境の向上にも力を入れている結果である

と言える。

さらに、センターにおける今後の課題を伺った

ところ、2009年６月に行われる制度改正における

対応についてがあげられていた。まず第一に、現

在は、高齢者が住んでいる地区のデイセンターに

通うことになっているが、今後は、自身が好きな

ところを選べるようになるそうだ。それに伴い、

運営費用の交付の方法も変更となり、利用者ひと

りあたりの単価に変更になるということである。

そのため、さらにサービスの質の向上を図り、

より選ばれるセンターとしていく努力が必要であ

ると、話されていた。

５．おわりに

今回の研修で、実際に目にし、耳にしたことか

ら、日本との比較を行ってみたい。

まず、日本では、未だ比較的大人数での通所サ

ービスが主流であり、個別ケア、ユニットケアに

関しての取り組みも始まっているとはいえ、まだ

発展途上の段階である。ひとりひとりの状態に合

わせたケアを充実させることが、認知症高齢者の

ケアには重要であると、強く実感することができ

た。

また、福祉に関わる労働者の立場として、優秀

な人材を確保したり、安定したサービスを供給す

るために、職場環境の向上に積極的に取り組んで

いる点も評価に値する。

先に述べた、認知症ケアの専門資格である「シ

ルビアシスター」の取得についても、率先して講

習を受講できるような環境が整えられており、職

場での研修にも力を入れていることが伺える。

その結果が、職員の質の向上にもつながり、さ

らによりよいケアの充実にもつながるということ

が実感できた。同様のプラスの連鎖が、日本でも

生まれるような仕組みを検討していかなければな

らない。

また、スウェーデンで今後の課題としてあげら

れていたサービスの選択制については、日本では

介護保険制度の導入により、すでに始まっている。

しかし、どのようにして利用者のニーズを把握し、

それに合わせたプログラムを行い、サービスの質

の向上を図っていくかは、今日でも重要な課題と

なっており、両国に共通するものである。

先進的なスウェーデンの事例に学ぶべき点と、

両国に共通する課題とを合わせて、今後の日本の

高齢者福祉の現場に反映させていくべき点は多

い。

センターの前にて集合写真
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（注）臨床経験豊富な准看護師が、「シルビア・ホー

ム」（シルビア王妃を会長とする、世界でも先駆的

なグループホーム）が行っている、１年間の認知

症ケアの専門教育コース（理論と実習）を卒業す

ることによって取得できる資格。

［参考文献］

高島　昌二、『スウェーデン社会福祉入門―スウェー

デンの福祉と社会を理解するために―』、晃洋書房

2007年
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１．はじめに

国連が1976年に、1981年を国際障害者年にする

と決議した。そのときのスローガンが「完全参加

と平等」である。ノーマライゼーションはデンマ

ーク社会省の行政官バンク・ミケルセンが提唱し

たもので、1959年に採択した法律に取り入れられ

た。スカンジナビアは「ゆりかごから墓場まで」

という言葉に表現される「生活大国」・「福祉国

家」として名高い。今回「地域福祉とまちづくり」

をテーマにデンマークとスウェーデンを訪問した

が、今回はデンマークにおいてのまちづくりと、

わずか３日間の滞在であったがコペンハーゲンで

の滞在をとおしてノーマライゼーションを生んだ

国が今、何を発信しているのかを考察する。

２．民主主義と国民教育

高いサービスを受けるが故に強いられる負担、

これがサービスの財源確保の仕組みであるが、こ

れを持続可能にしているものは何か。委員会制度

やオンブズマンの役割、国（市）民の行政への信

頼感、そして何よりも「国民一人ひとりを尊重す

る」といった民主主義であろう。情報公開やIT化

による情報処理は将来に向けてのサービスの充実

（持続できるか？）や財源を論じる材料として、

委員会制度やオンブズマンは住民参加としての話

し合いの場面として活用されているが、国民はこ

れらを有機的に活用できる力を備えている。それ

は民主主義を生活の重要な要素として育んだ国民

教育が重要なキーワードである。

国民学校（日本の小・中学校）では単に教科を

学ぶだけでなく、低学年期から民主主義を教える

ことを基本方針としている。この民主主義の基本

理念は「一人ひとりを平等でかけがえのない人間

として尊重し、個人の自由を最大限認めその人の

生き方、生活の仕方をできる限り大切にする」こ

とである。資源の乏しい国が国際社会で競争でき

る国力を持ち、福祉問題・環境問題等を世界に発

信できる力の源には、こういった基本理念が根付

いていた。

３．まちでのバリアフリー状況

実際にまちに出てバリアフリー状況を観察して

驚かされたのは、道路の段差はいたるところにあ

り、路面は石畳が多く車いす走行を考慮したもの

ではなかった。点字ブロックもほとんど施されて

おらず、これは公的なところでも例外ではなかっ

た。また、街中で介助されている障害者を見かけ

たが、介助方法のそれは日本国内と大差を感じな

いものであった。

逆にトイレは障害者用のみ（健常者も障害者用

と同じ）ということもあった。駅のエレベーター

はドアを手で開けないと乗降できず、公衆電話も、

とても社会的弱者に配慮したものには見えず、こ

れらの状況だけ見たとき、とても「福祉国家」を

想像できるものではなかった。

４．デンマークの政策

デンマークのノーマライゼーションを語るに福

祉制度だけでは不十分である。労働政策・環境政

策・エネルギー政策・教育政策等様々な要素がこ

の国を成り立たせている。フレクシキュリティー

政策により毎年国民の1/3が職を変える。しかし、

失業率は約２％である。企業は従業員を解雇する

のも雇用するのも簡単であるが、解雇された従業

持続できる社会福祉

～ノーマライゼーションを生んだ国が発信しているもの～

高槻市　関　本　剛　司

街中にはいたるところ段差がある
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員は国から手厚い失業補償（最高で直前収入の９

割）を受けることができ、その間に落ち着いて必

要な技能を身につけ、新たな職を探すことになる。

労働市場の柔軟性により、企業は常に高いスキル

を求め国際競争力の向上を図っている。また、持

続可能な循環型社会を目指すため、環境に優しい

自然エネルギー（風力発電やソーラーパネル）を

使うことが経済的な利益につながる仕組みを作

り、再生可能エネルギーの発電量に占める比率を

2005年までに25％、2030年までに85％まで引き上

げる計画（エネルギー21）を策定した。

こういった政策を実施するにあたって重要な役

割を担っているのが教育施策である。例えば「フ

ォルケホイスコーレ」だ。（フォルケホイスコー

レについては、A班の現地調査報告があるのでこ

こでは割愛する）また、フレクシキュリティー政

策は言い替えると「常にスキルの向上を求められ

る」ということである。こういった国民教育の基

で高負担を国民が選択し、不断に革新する福祉国

家づくりを可能としてきた。

デンマークの福祉とまちづくりを考えるとき、

このことを無しにして語れないことに気づかされ

たのであった。

５．おわりに

今回のデンマーク滞在中に「なぜ（バリアフリ

ーの国なのに）段差があちらこちらにあるのか？」

の問いに、「我が国では介護するマンパワーが充

実している。段差なんかは介助する側が気をつけ

ればいいこと。」とあっけなかった。確かにこの

国の福祉施策の中では、道路の段差などは取るに

足らないものであった。

福祉政策はもちろんのこと、環境政策やエネル

ギー政策でも先進しているデンマーク。そして見

逃せないのがIT産業の介護サービスでの活用や個

人番号制度による事務の簡素化である。そういっ

た手段を最大限利用し、また考えることができる

人材を創発させることができる国ゆえに、環境問

題やエネルギー問題等に早くから取り組み、共に

生きることの必要性を訴えることができたのだ。

ノルディックの謎、それは「働かなくとも充分

に生活できる制度の中で、なぜ人々は元気に働く

ことができ、税金を納めるのであろうか？」。今

回の研修でこのことに対し、少しだけではあるが

答えを見つけることができた。デンマークが発信

している事柄をそのまま我が国導入しても、馴染

まないであろう。それは、彼らがこれまで構築し

てきた制度設計が成せるものであり、教育や福祉

の枝葉を論じても解決はしない。

「地域福祉とまちづくり」今回はこのテーマで

研修を行ってきたが、我々自治体職員が事業を進

めようとするとき、そこに携わる人のポテンシャ

ルを最大限引き出す工夫と、利益を受け、税負担

をする国（市）民の満足度を意識した制度設計が

重要であることを痛感した。

郊外にある風力発電機
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１．はじめに
日本の健康保険（医療保険）は、昭和36年「国

民皆保険」制度が確立し、世界でも優秀な社会保
障制度である。ドイツは世界で初めて公的医療保
険制度を導入し、西欧先進諸国ではほとんどの国
でその制度が導入されている。アメリカでは高齢
者以外は自由診療であるため、国民の多くは民間
保険会社の医療保険に加入している。また、イギ
リスでは社会保険ではないが税を財源とした医療
制度が実施されている。

日本の健康保険は、いわゆる社会保険、船員保
険、組合健保、共済組合などの被用者保険と、国
民健康保険、国民健康保険組合などの地域保険に
分類される。現在まで幾多の制度改正を経て今日
に至っており、平成20年４月から75歳以上の高齢
者を対象とした長寿医療制度（後期高齢者医療制
度）が施行されている。これらの医療保険制度は、
我が国の発展と国民の健康増進に大きく寄与して
きた。しかし、近年の少子高齢化や医療技術の高
度化等に伴う医療費の増大が大きな問題となって
いる。また、医師不足や救急たらい回しに見られ
る医療現場の状況など、医療を取り巻く論議が後
を絶たない。今回訪問したデンマークと日本との
医療制度の違いを考察してみた。

２．医療は公共サービス
日本の医療保険制度では、被保険者は保険料を

加入している保険者に支払い、病院や診療所など
の医療機関で受診するときには一部負担金が発生
する。また、入院では差額ベッド代や食事代、保
険適用外の治療器具なども必要となる場合があ
り、多額の医療費を支払わなければならない。デ
ンマークでは、医療費は原則無料で入院や手術代
も無料、保険料も賦課されません。保険制度では
なく保障制度で、社会全体が負担する税によって
賄われています。移民や滞在許可を有している外
国人に対しても、デンマーク人と同じように社会
支援やサービスが受けられます。それまで税金を
払っていなくても医療が必要になれば無料で受診
することができるのです。

デンマークでは、1970年の行政改革によって
国・県・市の役割分担を明確にし、医療は県が担
当していました。しかし、今後の高齢化に伴い現
在実施している高福祉・高負担の維持と財政破綻

を防止するため、2007年１月に大規模な行政改革
を行い、13の県をなくし５つの「リジョン」に集
約し、271の市を合併により98にし、税構造を一
部改めました。これにより、医療は県からリジョ
ンに移管されました。

３．家庭医の存在
日本では、医療機関で受診する場合は日本全国

どこの医療機関でも自由に選択し治療を受けるこ
とができます。しかし、デンマークでは家庭医制
度と呼ばれるものがあり、自分の都合で診察を受
けることや、他の自治体にある医療機関で治療を
受けるといったことは救急以外ではできません。

家庭医は、診断、初期治療、処方箋、検査、予
防、往診などの１次医療をはじめ、医療相談や精
神的相談などを担い、患者に対する医療行為の約
90％を処置する。残りの10％程度は病院での治療

（２次医療）になるが、病院への連絡や入院手続
きなども家庭医が行い、患者が自己の都合で希望
する病院で検査や治療を受けることはできない。
妊娠の場合は、まず家庭医で診断・検査をしたあ
と、出産を希望する病院を自分で選び家庭医がそ
の手続きをし、出産までその病院に所属する助産
婦が検診や相談を行うのである。家庭医での診療
や入院費用も一切無料で、当然出産費も無料であ
る。

日本の病院の待合室で多くの患者が順番待ちを
している光景は、デンマークの病院では見られな
い。家庭医は公務員ではなく、開業医がこれにあ
たる。家庭医は、各自治体の人口によって人数が
決められ、家庭医一人当たり概ね1500人～1800人
の住民を受け持っている。自治体への住民登録と
同時にどの家庭医にするかは自分で決めなければ
ならない。住民それぞれが家庭医を持つので、夫
婦でも家庭医は異なる場合がある。家庭医を変更
するときは自治体に申し出なければならず、勝手
に変更することはできない。転出すればまた新し
い家庭医を決めることになる。デンマークでは、
個人番号システムが導入され、家庭医の名前や受
診記録、処方された薬まで記録された個人カード
が発行されている。

家庭医になるには、医師の資格を取得（大学の
医学部卒業で医師資格を取得。修業年限は最低６

旧市立病院だった建物　後に老人専用病院となり現在コ
ペンハーゲン大学の一部として利用

医療制度から考えること

～デンマークの家庭医制度について～

岬町　波戸元　雅　一
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年）後、病院で内科・外科・小児科・産婦人科な
どほとんどの診療科目の経験を積みクリアーしな
ければならず、家庭医として開業するには最速で
も13年程度の年月を要する。ゆえに家庭医のレベ
ルは高いと言える。家庭医として開業するには営
業権が必要で、開業したい地域に家庭医の空きが
なければ開業することができない。しかし、家庭
医によってはレントゲン設備や、血液検査もでき
ないところもあるようだ。また、受診は必ず予約
をとらなければならず、仕事の都合で予約の電話
ができない、診察まで幾日も待たされるといった
診療に関連した問題があるようで、最近ではイン
ターネットを利用した診療予約や処方箋まで出る
ところもある。家庭医の給与（診療報酬）は、そ
の地域で登録されている人数によるものと、診療
内容と診療人数をリジョンに提出するものとによ
って決まり、すべてリジョンから支払われる。も
ちろん、給与（診療報酬）も税で賄われている。

４．健康診断について
デンマークでは、日本のような節目健診や住民

健診は、仕事に就くための特別な事情を除いては
実施していない。治療には税金を使うが予防に対
しては税金をかけない。予防にまで税金を使って
いたら財政がもたないし、他の福祉サービスの質
が低下する恐れがあるからだ。体の具合が悪いと
きだけ診察して、病状によっては処置が遅れると
いったこともあるそうだ。日本では、日頃から健
康に留意し早期発見・早期治療を促進している
が、ここでは男女年齢を問わず働ける人は誰もが
仕事を持ち働いている（2008年６月の失業率は
1.6％と低率）。労働環境も法で保護されているし、
体調はいいのにどこか悪いところがないか診察を
受け、予防に時間をとられるのは個人にとっても
企業にとっても非効率的だということである。

５．医療に対する変化
現在では、家庭医での診察（予約）待ち状態に

対抗した、待たされない医療のニーズが高まり、
民間の医療機関（私立病院）が急増している。当
然自己負担は必要である。これに関連して、待た
されない医療を受けるために、あるいは医療費が

多額となる等に対応した保険（生命保険ではなく、
日本でよく生命保険とセットで加入する医療保障
に類似）がよく売れているそうだ。人材確保に力
を入れている企業や大企業などは、疾病による労
働力低下を重視して、この保険に加入するところ
が増えているようである。

家庭医とは少しずれるが、近年働き盛りの労働
者の多くは、支給される国民年金だけでは安心し
て豊かな老後は送れず、どうすれば20年30年後の

「第三の人生」の生活レベルを落とさず暮らせる
かということを真剣に考えている。毎月の給料の
みでなく、企業（厚生）年金（個人負担３分の1
企業負担３分の２）の掛け率や労働企業年金（日
本の共済年金や企業年金に類似）の支給条件など
を労使交渉の一つとして捉えている。いわゆる自
主防衛である。

６．おわりに
日本では、高齢化の伸展により数十年後には50

兆円に達すると見込まれ、医療費抑制策が進めら
れている。メタボリックシンドローム対策もその
一環である。デンマークの家庭医制度は、必要な
人に必要な医療を提供し、重複受診や過度の投薬
防止など医療費抑制に大きく貢献していると言え
るのではないか。しかし、待ち時間や重病化など
の問題も抱えていることは事実である。

日本の医療制度は、国民皆保険により一定の自
己負担と保険料負担は必要だが、いつでもどこで
も自由に医療を受けることができる点では優れた
制度だと考えられる。医療技術においても最先端
の技術を持ち世界をリードしている。

確かにデンマークでは、医療は公共サービスで
原則無料であるが、その維持運営には多額の税が
投入され、国民は高率の税を負担している。それ
は、国民が望んだことで納得してのことなのだ。
これを置き去りにしては、医療をはじめとする高
福祉は成し得なかったのである。そして、長い歴
史の中で「人」は資源であり、それを育てること
が国の発展につながるという強い信念があったか
らだと思うのである。

日本の国民皆保険制度は、経済発展に大きく寄
与したのではないだろうか。今後これを維持する
ための新たな方策や、医療費抑制の方策も考え出
されるだろう。しかし、それには「人」の力が必
要であり、「人」が元気に働き生活できる環境が
必要ではないだろうか。

人それぞれに生活する環境は違っても、健康で
元気に生活できるすばらしさを認識し実感してほ
しい。そのために、自分の健康は自分で守り維持
することが大切である。医療制度は、その手助け
に過ぎないと考えてほしいものだ。高度経済成長
という競争社会の中で得たものと引き換えに、健
康を顧みず、健康を大切にする心が失われてしま
ったのだろうか。あるいは社会環境がそうはさせ
てくれなかったのかもしれない。一人一人が、少
しでもそれを取り戻そうと努力すれば、きっと社
会も元気になるに違いないと思うのである。

通訳の小島氏がお住まいの市の広報紙　どの分野に税を
いくら使ったかが詳細に報告されている
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女性における仕事と家庭の両立

～家族・地域・企業の連携をめざして～

大東市　坂　井　裕　子

１．はじめに

先日、山崎直子氏（37）が、日本人初のママさ

ん宇宙飛行士となった。そのコメントの中に「家

族には我慢を強いてきた。自分自身、家族と仕事

の両立では、試行錯誤が続いている」というもの

があり、非常に私自身共感できた。世の中の働く

母親たちの多くも、同じような思いを持っている

のではないだろうか。

日本の女性の就労率は増加しているが、今回視

察に訪れたデンマークやスウェーデンなどの北欧

諸国に比べるとはるかに低い状況にある。

今回驚いたことが、視察先の説明者の約９割が

女性であったこと、また「専業主婦」という言葉

は遠い過去の言葉だということである。これを聞

き、デンマークの女性がどのようにして仕事と家

庭のバランスを保っているのかという点について

考察するものとする。

２．デンマーク女性の社会進出

デンマークでも、第二次世界大戦までは日本同

様「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え

方が一般的であった。しかし、戦後国の経済が発

展する中で、深刻な労働力不足に直面し、これを

補うには女性の人的資源を活用するしかないと考

えたことが、女性の社会進出の大きな契機である。

1930年代ごろから公共の福祉の考え方が確立して

いたデンマークであるが、特に、保育所や幼稚

園・児童保育・教育施設と高齢者のための介護施

設が整備され、今まで女性が担ってきた役割を公

共の福祉として歯車が回り始めたのがこの時期で

ある。

こうして、女性の社会進出と共に公共の福祉は

急速に整備されていったが、この速度についてい

くことができなかったのが『国民の意識』である。

この意識改革にあたり、デンマークでは1871年

に既に設立されていた「デンマーク女性社会」と

呼ばれる全国組織が、この時期に男性を巻き込み

ながら女性の地位向上を図る運動を行ってきた。

そして、女性リーダーの育成や女性意識の改革を

図るための教育活動や討論会を実施。さらに女性

の影響力を強めるためには、女性がもっと政治に

参加しなければならないと考え、徹底して女性候

補者に投票するよう全国の女性に働きかけるキャ

ンペーンなどを繰り広げ、地方議会、国会での女

性議席数を大幅に増やすことに貢献するなどの活

動を行ったのである。このような女性の熱い活動

が、夫を、世の中の男性を動かし、そして、行

政・企業・政治を動かしてきたのである。

３．男性の育児参加

デンマークでは、先の過程を経て今日、女性も

男性と同様に社会で働くことが当然となり、それ

と共に男性が育児・家事に参加することも当然と

なった。しかし、日本の場合男性が育児・家事に

参加しようと思っても、仕事が忙しい、残業で帰

りが遅いなどといった日本の労働事情を反映し

て、実際には参加できない父親が多いのではない

か。

しかし、女性も仕事を持てば、条件は同じなの

であり、どんな仕事であれ、仕事をするというこ

とは社会的責任が発生し、責任を果たさなければ

ならない。同じ条件であるのに、育児は女性の仕

事と考えるのはどうだろうか。この辺りを、デン

マークではどのように克服したのだろうか。

まず、デンマークでは残業をするという労働文

化がないという点で根本的に日本とは違うことに

愕然とした。週37時間という給料の対象である時

間数の労力を誠実に提供するが、無給で仕事を提

供するという考えがないそうである。だから、父

親は夕食の時間には既に帰宅しており、子どもや

家族と接する時間は十分とれるようだ。

また、多くの職場でフレックスタイム制を導入

していることから、夫婦で出勤・帰宅時間の調整

を行い、保育所の送迎や、家事分担を行っている。
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したがって、子どもの帰宅時間には両親のどちら

かが家に居ることがほとんどであり、保育所も夕

方６時まで開設していれば、それ以上延長して欲

しいというニーズはほとんどないとのことであ

る。

そして、父親が食事の準備をして妻の帰りを待

つことも珍しいことではなく、家族内で役割分担

がなされ、女性の負担も随分軽減されているよう

だ。

４．家族を大切にする企業の取り組み

1991年ILOで「家族責任」（注）という理念が

登場し、従来の女性被雇用者のみならず、男性被

雇用者にまでその責任を拡大した。それを受けて、

デンマークでも国の機関の１つである「国立労働

市場事故取り扱い委員会」で、家庭を維持しなが

らでも働きやすい職場づくりについて検討会がも

たれ、企業も積極的に取り組んでいる。

この委員会では「公共のサービスが充実してい

るデンマークであっても、家庭生活と職業生活の

バランスをとることは困難である」との見解であ

り、雇用者としても仕事と家庭のバランスが崩れ

ることからくるストレスにより、職場での仕事の

能率が下がることを懸念し、家庭生活を支援する

職場のイメージの定着化を図ろうとしているそう

だ。このような企業の取組みは、今後日本も見習

うべき点ではないだろうか。

５．おわりに

デンマークと日本を比較し、最も違いを感じた

点は就労時間であり、男女共に仕事と家庭を両立

しやすい環境になっている。私自身、女性が仕事

と家庭を両立させるには、家族の支援が不可欠と

痛感しており、育児休業や手当ての充実も大切だ

がそれ以上に、日本の労働時間の見直しを図り、

父親も家事・育児に参加できる就労形態へと変え

ていく企業努力が必要ではないだろうか。

そして行政は、女性が働ける環境づくりを確実

に整備しなければならないだろう。今回、デンマ

ークで見た｢保育ママ制度｣が児童福祉法改正によ

り日本でも法制化された。デンマークの様に待機

児童対策として、実用化されるには色々条件があ

り、まだまだ時間を要するだろうが、デンマーク

のように市民のニーズに対応できるよう、積極的

かつ柔軟に取り組む必要があるだろう。

そして、何よりも当事者である女性がもっと声

をあげなければならない。小さい子どもや家族を

理由に、女性が仕事や夢を諦めなければならない

ような社会を幸福な社会とはいえないだろう。女

性が働くことで、山崎氏が言うように家族には我

慢をさせることもあるかもしれない。しかし、こ

の経験を乗り越えてこそ、家族は相互理解を深め、

夫は家事や育児の参加へと一歩を踏み出すのでは

ないだろうか。

個人が動けば家族が動き、そして地域社会を動

かしていく。幸福な国の源は、女性の強く、熱い

思いが国や国民の心を突き動かした証だと感じ

た。

（注）｢家族的責任を持つ男女労働者の機会及び待遇

の均等に関する条約第165号｣の中ではじめて言及

され、子どもを持つ労働者の権利として登場した。

【参考文献】

・小島ブンゴード孝子『morモア ～あるデンマーク

高齢者の生き方～』⑭ワールドプランニング

・澤渡夏代ブラント『デンマークの子育て・人育ち

～人が資源の福祉社会～』大月書店

・湯沢雍彦編『少子化を乗り越えたデンマーク』朝

日選書

・読売新聞2008年11月12日朝刊

帰宅途中の親子のようす



自
主
研
修
報
告

104

１． はじめに
デンマークやスウェーデンが福祉大国になった

理由の一つが「人づくり」であることが、班別の
研修でわかってきた。

日本では、子ども達が生まれてから最初に通う
ことになる施設は、数カ月から５歳までが通い保
育士が保育する保育所と、おおむね４・５歳が通
い幼稚園教諭が教育する幼稚園、そして幼保連携
施設として数カ月から５歳までが通い、保育士と
幼稚園教諭が保育・教育する認定こども園があ
る。管轄する国の機関は、保育所が厚生労働省、
幼稚園は文部科学省、認定こども園は２つの省が
分担している。

では、デンマークやスウェーデンではどんな施
設があり、どんな子育て（人づくり）が行われて
いるのであろうか。

２．デンマークの幼児保育・教育
デンマークには、６カ月から３歳までが通う施

設、３歳から６歳までが通う施設、そしてこの２
つ施設を統合して６カ月から６歳までが通う施設
がある。これらの施設を管轄する国の機関はいず
れも日本の厚生労働省にあたる「福祉省」である。

この３つの施設が日本の保育所、幼稚園、認定
こども園にあたるのかといえば、どうもそうでは
ないようだ。単に年齢だけで区別しているだけで、
内容は保育所に近い。なぜかというと、いずれの
施設でも知識を教えるような教育的なことはほと
んど行っていないからである。

これらの施設の職員の資格は「ペダゴー」
（Paedagog）と呼ばれ、学童保育や児童クラブ、
そして大人の障害者ケアを担当する職員も同じ資
格である。

３施設では、子ども達は日本の保育所以上に、
自由に毎日を過ごしている。異年齢の子ども達と
一緒に外で遊んでもいいし、一人で絵本を読んで
もいい。昼食時間も自由である。同年齢でみんな
一緒に行動をする時間は少ない。

つまり、小さい時から自分のする事を自分で決
めなければならないのである。誰と遊ぶのも自由
であるが、意見の合わないことも出てくる訳で、
遊ぶルールも自分達が決めなければならず、その
中で、お互いに意見を出し合い、相手も尊重し、
話をして社会性を学んでいくのである。時にはけ

んかをする時もあり、ケガをすることもあるが
「子ども同士のケガは社会性を学ぶためのもので、
これで子どもが一つ成長した」と考える保護者が
多いという。

ちなみに、その他のケガにしても「子どもは家
にいてもケガをするもの」という考え方が普通で、
重大な過失によるケガ以外は、施設の責任を追及
する保護者は皆無であるという。

また、行事も日本に比べて少なく、ペタゴーは
行事の準備に時間を取られることなく、子ども達
と接し、会話する時間を十分に持てるという。

このような状況で、スムーズに義務教育に入っ
ていけるのか疑問に感じるが、その点も考えてい
る。なんと、義務教育学校に０年生（幼稚園学級）
があるのだ。そして６歳になった子ども達の多く
は、０年生に行っている。もっとも、０年生は学
校に慣れることが目的で、チャイムで授業時間の
感覚を覚える程度で、教育的なことは少ししか行
われていない。

そして通常１年生になるのは、７歳になる年の
８月からで、同じ年に生まれた子ども達は全員同
じ学年である。日本のように「早生まれ」はない。
ただ、発達の遅れ（障害ではなくて、単に発達の
スピードが遅いということ）のために、ペタゴー

（就学前施設担当・０年生担当）と教師、保護者
が話し合って、幼稚園学級を２年繰り返したり、
就学前施設に１年長く行ったりして、８歳から１
年生になる子ども達もいる。

３．スウェーデンの幼児保育・教育
スウェーデンでは、１歳から６歳までの子ども

用施設として、プレスクールがある。そして、こ
の施設を管轄するのは、日本の文部科学省にあた
る「教育省」である。1996年に日本の厚生労働省
にあたる「社会省」から移管されたのである。

そして、就学前保育は就学前教育と位置づけら
れたのであるが、その目標は「民主主義の理念に
基づき、責任をもって社会生活を営むことができ
る能力を子どもに培うこと」であり、内容はデン
マークとほとんど同じで、遊びや他の大人や子ど
もと達との関わり合いを通じて相手（個人）を大
切にすることで社会性や協調性を学んでいる。

つまり、スウェーデンでは、社会性を学ぶこと
も教育であると位置づけているのであって、プレ

じっくりと人を育てる

～北欧の幼児保育・教育に学ぶ～

羽曳野市　吉　村　俊　一

ベビーカーが多いコペンハーゲンの街
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スクールも幼稚園より保育所に近い。
そして、幼稚園に近いものとして、スウェーデ

ンにもデンマークと同じく義務教育学校（基礎学
校）に０年生があり、ほとんどの６歳がプレスク
ールではなく０年生に行っている。

４．おわりに
このような環境で育った子ども達は、大人にな

ったらどんな子育てをする親になるのだろうかと
興味を持っていたら、大学でデンマーク語を学び

「子どもの教育・保育と子育て」をキーワードに
研究、デンマーク人の男性と結婚して2007年に出
産、現在コペンハーゲンに在住する、さわひろ
あや さんが、次のように書いておられるのを発
見した。

「先日、お風呂で夫が娘の髪を洗おうとしてい
ました。シャンプーハットを被らせようとするも、
娘は断固として拒否。髪を洗われるのが嫌な様子。
泣いて叫んで拒否する娘に対し、夫は娘を言葉で
説得していきます。髪が汚れているから洗うんだ
よ、これを被ると顔に水がかからなくて良いよ、
少しの時間で終わるよ、といったように、泣いて
立っている１歳半の子どもに一生懸命語りかけて
います。もし私が娘の髪を洗う立場であれば、裸
でつっ立っているのも寒いだろうし、泣いていよ
うが関係なくぱっぱとして終わらせてしまいたく
なるのですが、そういう発想はない様子。結局娘
は泣いてはいましたが、夫は話をつけて娘の髪を
洗っていました。

夫は同様に、悪いことをした娘に対しても話を
して納得させようとします。イライラすると食べ
物を投げる娘に対し、私は『だめ！』と声を張り
上げてしまいますが、夫は娘の名前を呼んで、冷
静に語りかけます。食べ物は投げてはいけないと
いつも言っているよね、これはお母さんが作って
くれたご飯だよ、おいしく食べるものだよね、い
らないなら食べなくても良いから投げてはいけな
いよ、と」

また街の様子についても「電車やバスで他の親
の様子を見ていても、怒鳴って怒られている場面
を見ることはなく、親が子どもに静かに語りかけ、
説明しています」と。

デンマークやスウェーデンの幼児の育て方をひ
とことでいえば「じっくり」という言葉がぴった

りする。親の育児休暇制度の充実やその期間の所
得保障がされていることも影響しているのであろ
うが、子どもはまず親との絆をしっかりと築くこ
とが大切だと考えられており、就学前施設の受け
入れ年齢も日本より遅めである。そして、就学前
施設で、個人の大切さと社会性を身につける。次
に、１年生へスムーズに移行するための準備期間
として０年生がある。

小さい時から自分が何をしたいのかを考え、周
りの子ども達とお互いの意見を出し合って決めて
いくという、民主主義の精神を日常の中で学ぶこ
とが、知識を習得する教育よりも大切と考えられ
ており、まず、これを身につけてから、じっくり
と読み書きや算数を学び始めているようだ。

しかし、国民一人当たりの国内総生産（GDP）
（注１）はデンマークが６位、スウェーデンが８位
で日本は23位となっており、また、国際競争力

（注２）もデンマークが３位、スウェーデンが４位
で日本は９位となっている。この結果は、じっく
りとスタートした子ども達が大人になったとき、
いかに社会のために働くことができているかとい
う表れではないだろうか。

デンマークやスウェーデンでは、義務教育学校
にある０年生が、日本の幼稚園的なもので、５歳
以下の子ども達はすべて保育所的な施設で育てら
れている。管轄する国の機関も同じ年齢の子ども
達は同じである。

日本では４・５歳が同じ年齢でありながら、国
の管轄も、学ぶ内容も異なる幼稚園と保育所に通
い、同時に小学１年生となる。そのために、学校
になじめない子ども達が生まれてくることもある
のではないのだろうか。

すぐに切れる子ども達が増加し、いじめも益々
陰湿化し、常識では考えられない異常な犯罪が増
え、大人になっても働く意欲のない人が増えてい
る現在の日本の状況をみるにつけ「急がば回れ」
で、子ども達をじっくりと育てるところから始め
なければならないのではないかと感じる。

〔資料〕
（注１）世界銀行「GDP比較調査（2007年）」
（注２）世界経済フォーラム「世界競争力報告書

2008－2009年度版」

【参考文献】
さわひろ あや「デンマーク子育てウォッチング－
第28回　デンマークの人の育児を見て思うこと」

『NPO法人　子育て支援コミュニティおふぃすパ
ワーアップホームページ』 http://www.office-
powerup.net/mag/top.php?ID=33&cID=2 2008年
12月５日取得
さわひろ あや「デンマークにおける子どもケアと
学校教育の連携について」大阪大学教育学年報第
９号　2004年

スンドベバリィの公園で出会った双子の姉妹
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ひとの成長が社会の成長へ

～民主主義の息づくまち～

東大阪市　松　村　一　之

１．はじめに

グルントヴィ国民高等学校に視察に訪れた。フ

ォルケホイスコーレといわれるフリースクールで

あるが、デンマークの礎であると聞いた。ここで

は、資格を取れない。だから卒業資格もない。た

だ、18歳以上の成人であれば、誰でも入校出来る。

そして、授業料の半額が国から補助される。全寮

制なので、あとの半分は、ここでの生活費である。

また、学校運営費は国から７～８割も補助される。

これらだけを見ても、日本と比べて各段に教育が

優遇されている国であることがわかる。しかし、

まったく資格が取れないのでは、魅力を感じさせ

ない学校であるようにも思ったが、そこに運営費

や教育費を補助しているので少し驚きを感じた。

そのうえ、生徒数70人程度の学校の講演会には、

国会議員をはじめ、著名人が訪れるとのことであ

る。この学校には、歴史的に有名であること以外

のものがあるのである。

２．教育の違い

この学校で、学ぶことは、２つである。

１つは、自分について今後の将来を考えること。

２つは、社会について学ぶことである。

これは、N.F. S.グルントヴィ（nikolaj frederik

severin grundtvig）の啓蒙が大きい。グルント

ヴィは、キルケゴールやアンデルセンと並びデン

マークの著名な人物で19世紀の詩人であり牧師で

思想家でもある。そして、デンマークの教育思想

の核をつくり、フォルケホイスコーレの基礎をつ

くった人物である。日本では、東海大学の建学の

理念になっていることでも有名である。その教育

は、例えばデンマークでの保育所・小学校にあら

われている。子供は大人になっていないひとでは

なく、子供というひとであるとの考えから大いに

遊ばせる。そして、生きたことばで学びそこから

社会を学ぶのである。また、フォルケホイスコー

レは、当時の農民に学ぶ機会を与え民主化のなか

で政治に農民が参画し現在のデンマークを造って

いくこととなり基礎となったのである。

ネストヴェ市をはじめ、各市や施設に行くと重

要なことは、教育だと言われた。始めは、資格を

伴う専門知識だと思っていた。日本においても専

門知識は重要でありそれを仕事に生かすことは有

意義である。しかし、デンマークの人たちの話を

聞くうちに少し違和感を覚えたのである。それは、

日本も教育を行っているのに、デンマークとは学

力ではない質の違いが生まれていると感じたこと

だった。例えば、小池直人氏の「デンマークを探

る」にもあるが、HELPの違いからみてもわかる。

デンマークでは、個人の意思、つまり受ける側の

意思があっての手助けであって、日本のようにお

任せしますからの手助けではないということであ

る。この質の違いは何であるのか、それは、先で

述べた２つのことを学ぶことであると思う。これ

は、すべての基礎となっている。この自分の人生

を考え社会を学ぶことこそ、民主主義を学ぶこと

であった。

３．民主主義

歴史の中から市民が育んできた社会運営の方策

が民主主義である。民主主義社会では、すべての

決定が相対的に正しいことがらへの接近をする。

そのためには常に相互対話が必要とされる。これ

をハルコックは、生活形式の民主主義といってい

る。その社会運営にあたる政治は、民主主義とは

何かを知る人々が政治運営にあたらなければなら

ない。それは、論議を行える人であり、それが出

来るためには、自分を考える必要があり生きた言

葉で話すことが必要になるのである。

デンマークでは、高い福祉施策が基本となりそ

の代償として高い税金を払う必要をなぜ甘受して

いるのか不思議であった。デンマークの社会制度

としての高福祉が、デンマーク国民のみならず、

各国が視察に訪れるほどに素晴らしいものである
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ことはわかる。しかし、日本であれば、保険に加

入することにより保障されるようなこともたくさ

んある。実際、デンマークでも保険が存在し、サ

ービスの不足分を補う為に加入している形も存在

している。それでも、デンマークでは高福祉は市

民の要望であり、世界からみて高福祉といわれる

次元でなければ、社会は安定していかないと考え

ているのである。ハルコックは、社会を規定する

第一条件が経済だといっている、社会不安のもと

で暮らすことは、不信が生まれ階級憎悪と相互闘

争が起こるだけであるともいっている。そのため、

社会の安定性がなければ民主主義は政治的機能を

はたさないのである。

４．おわりに

デンマークでは、社会と民主主義が強く結ばれ

ており市民の幸福につながっている。資源や国土

の大きさではなく人材育成によりそれらを補って

いるのである。だからデンマークをみるとき教育

と啓蒙が不可欠であった。

今回の福祉視察においても、日本は個人の尊重

がデンマークに比べて薄弱だと思われた。歴史的

な違いや制度の違いが大きいのであるが、個の尊

重は、高齢者や障害者ひとりひとりと向き合って

話し合えることが出来る環境や協議会による自治

運営、施設での利用者の部屋や行動範囲としてあ

らわれている。デンマークと日本のそれらソフト

面での違いがとても大きなものに感じた。

教育と啓蒙が不可欠であると書いたがそれは、

子供だけでなく大人も目を社会に向けてつながり

を持つことが出来るように努力していることであ

る。それは人生を考える時間を持ち、自分が何を

したいのかを決めることが出来ることであったと

思う。そして、自分というものを持つことだと思

った。そこから、ひととひとのつながりの対話が

出来るようになる。そして、社会で自分を生かす

ことが生まれ、より良い社会が出来てくると思う

のである。ひととひとが対話すること、この民主

主義は市民と市役所の対話も同様に行われなけれ

ばならない。対話の方法の１つは情報公開である。

そのため市役所から積極的な情報提供と協議を行

う場所を提供する必要がある。そして、市民の意

見を反映させるための機関を設けること、行政が

ポジティブに行動を行えるためにも１歩進んだ地

方分権が不可欠であること、これらが各市町村の

個性として表れ、市民が情報として的確に知るこ

とが出来るシステムを今後構築していくことが、

よりよい社会をつくり福祉の充実にもつながって

くると考えるのである。

参考文献

ハル　コック（訳小池直人）｢生活形式の民主主義｣

花伝社　2004年

小池直人「デンマークを探る」風媒社　2005年

個人を尊重する（マースクガーデンの入居部屋）
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１．はじめに
デンマークは、19世紀後半以降の独自の近代化

によって高度な福祉国家を構築し、世界でも最高
水準の生活レベルを実現している。また、1970年
代に大規模な地方自治体の再編成がなされ、地方
分権がヨーロッパでも最も進んでいるといわれ
る。地方自治体は、育児・教育などに関する政策
決定や実施過程において、その公共サービスを享
受する特定のユーザー（利用者）に直接参加して
もらっており、これをユーザー・デモクラシーと
呼んでいる。

1990年代に入って欧米でNPMが導入され、公
共支出の抑制が第一とされた中で、単に規制緩和
や行政の効率化に走るのではなく、デンマークで
はユーザー・デモクラシーを法制化し、市民参加
を推し進めることによって独自のモデルを構築し
ている。

今日、わが国では、行政計画への市民参加が叫
ばれて久しく、社会的合意形成を得るために様々
な取組が行われている。デンマークにおける市民
参加の現状から、わが国における今後の市民参加
の在り方についての考察を試みる。

２．デンマークにおけるユーザー・デモクラシー
ここでは、デンマークにおける市民参加の現状

について、ユーザー・デモクラシーの1つである
テナント・デモクラシーを事例とする。
（１）デンマークの住宅政策

デンマークは、19世紀後半以降、社会福祉政策
として住宅施策を実施してきた。そこでは「公」
でも「私」でもない「非営利」のセクターが積極
的に住宅を建設・供給し、現在では社会的弱者等
の特定層ばかりでなく、広く一般的にも良質な住
宅を供給している。1853年に都市部の労働者の劣
悪な住宅環境の改善を目的として、建設・供給さ
れた医師組合住宅が、現在のデンマークの「非営
利住宅」の走りである。現在、デンマークには非
営利住宅を供給する「非営利住宅協会」が全国に
約700組織、国内の約7,500の住区に約51万戸の非
営利住宅を建設し、管理・運営を行っている。
（２）テナント・デモクラシー

テナント・デモクラシーとは、テナント（居住
者）の代表者が非営利住宅協会の委員会に参加し、
居住者自身が自らの住宅、住区を住み良いものに
しようとする制度である。居住満足度を高めるた
め、各住区内で居住者同士が互いに協議し、住区

デンマークにおける

ユーザー・デモクラシー

大阪狭山市　能　勢　　　温

コミュニティが形成されている。
テナント・デモクラシーは、1950年代以降、労

働運動などと連携した、テナント(居住者）自身
の組織的運動が国家を動かし制度化された。これ
はデンマーク独自の「協議型社会」を特徴づける
ものであり、生活レベルの民主主義のあり方をも
提示している。

1970年代になると、生活の質への関心の高まり
や、単なる住宅供給にとどまらず地域コミュニテ
ィ全体をいかに豊かにしようという動きが出てき
た。これらの要求の変化は、1970年代の非営利住
宅の役割と規則について再規程した「住宅供給法」
が施行されてからはさらに新たな方向へと進展し
ていった。この法により、住宅政策全体が、住宅
サービスの提供などの「グッド・ハウジング」か
らコミュニティも重視した「グッド・リビング」
へと変化し、また、政策決定権自体も、居住者代
表委員会や直接居住者個人へ委譲され始めた。そ
れぞれの非営利住宅の住区では、居住者代表者委
員会のメンバーを他の居住者が投票により選出
し、住区の管理運営については居住者たち自身で
協議の上決定するようになったのである。

住宅省も、テナント・デモクラシーについて明
確に法制化することにより活発な活動が期待でき
ると判断した。予算や管理、運営、またはコミュ
ニティの構築のためには、居住者自身へ権限を委
譲していく必要があると考え1997年にテナントも
政治的に重要なアクターであると位置付け法制化
された。

このように、1970年以降、非営利住宅の居住者
の権利は法によって守られてきた。しかし、テナ
ント・デモクラシーの仕組み自体は、居住者の自
主性に委ねられるものであり強制はされない。
（３）テナント・デモクラシーの仕組み

非営利住宅の建設・供給から、テナント・デモ
クラシーが機能するまでを概説する。各市にある
住宅評議委員会（市や非営利住宅協会、居住者の
代表者で構成される任意団体）が、コンペで非営
利住宅協会を選定し、そこと市との間で契約を結
ぶ。コンペで選ばれた非営利住宅協会は住宅を建
設し、入居者を募集し、入居者から家賃を徴収し、
その後の維持管理までの責任を負う。しかし、入
居者が入居した後は、住宅、住区の細かい事柄や
管理運営のほとんどは居住者自身に委ねられる。
居住者は、住区の居住者代表を選定する。居住者
代表は、年１、２回開催される居住者代表者委員
会において住区の課題について議論される。そこ
での課題や要望は、住宅評議委員会に提出される。
市は住宅を建設するのではなく、住区評議委員会
への参加や補助金の支給などを通して「公」の責
務を果たしている。非営利住宅協会は、住宅評議
委員会や居住者代表者委員会、居住者とも連携、
協力関係を保ちながら、各住区、非営利住宅のよ
り良い生活環境の創造に向けて取組んでいる。
（４）テナント・デモクラシーがもたらしたもの

居住者自身が住宅や住区の管理、運営の責任を
持ち実質的に遂行していくことで、居住者たちは
自分たちの住区に愛着を持ち、また、お互いの異
なる価値観や意見をもちながらも協議によって妥
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協点を探り、より良い解決方法を見出していこう
としている。テナント・デモクラシーの仕組みは、
政治的な主体として居住者に権限が委譲され、民
主的な協議運営よって住環境を形成することであ
る。その副次的な作用により、居住環境を取り巻
く地域社会の「社会関係資本（ソーシャルキャピ
タル）」を成熟させている。居住者一人ひとりが
心地よい住宅、暮らしとは何かを考えながら、そ
れを他の居住者との繋がりのなかで築き上げるこ
とで「住」とコミュニティとが密接に連携してい
る１）。

３．京都市における取組
わが国は本格的な少子社会を迎えている。出生

数は第２次ベビーブームの1953年をピークにほぼ
一貫して減少し、2005年には106.2万人とピーク
時に比べて半減した。特に1990年代後半以降、減
少率が加速している。その結果、小学校の児童数
が激減している。文部科学省の調べによると、
2006年の全国の児童数は718万人で1990年に比べ
て220万人の減少である。小学校の統廃合も進展
し、2007年までの16年間に3,206校が廃止となっ
ている２）。

政令指定都市でも、共通して児童数が減少して
いる。空洞化現象と伴走し、都心での児童数の減
少が顕著である。空き教室が増加し、小学校の統
廃合が新たな教育問題として議論されると同時
に、コミュニティ計画に対する問題関心から、廃
校校舎／跡地に地域住民の関心が高まっている。

しかし、その処分、あるいは転用の決定は、も
っぱら行政主導で行われており、校区の住民と協
議して決めるなど住民参加方式を取入れている政
令指定都市は少ない。そうした中で京都市の小学
校統廃合後の廃校校舎／跡地の取り扱いは、他の
政令指定都市とは際立った違いを示している。コ
ミュニティの活性化に寄与する公共施設への転換
を基本とし、その転用、その後の運用をめぐって
は校区住民が跡地活用検討委員会を設立し、行政
と地域住民が密度の濃い話し合いを通じて、その
活用方法を決定している。

京都市では、このように政策決定に「京都方式」
と呼ぶに相応しい住民参加方式（ユーザー・デモ
クラシー）が生み出され、それが機能している３）。

４．国における取組
2003年６月30日に「国土交通省所管の公共事業

の構想段階における住民参加手続きガイドライン
の策定について」が国土交通事務次官より通達さ
れ、都市計画決定などの法定手続き以前の構想段
階において、住民参加の手続きを踏むようになっ
た。このように、国においても社会的合意形成を
得るための取組が行われており、この手続きにPI
手法を取り入れている。

PI（パブリック・インボルブメント）とは、
「計画の初期段階では市民の関心を高めるため、
プロジェクト整備段階では市民や各種団体の意見
を計画決定前に反映させるために、行政が払わな
ければならない努力」であるといえる。

PI活動は、計画段階のPIと事業段階のPIとに分

けることができる。計画段階のPIは、都市計画等
において全体の方向性を定めることが目的であ
る。主に、市民の計画に対するニーズの把握や意
識向上のために行われることが多い。事業段階の
PIは、具体的な個別事業が明らかなPIである。こ
の段階では、説明責任の達成、透明性の確保によ
って、事業の円滑化を図ることが目的となる。事
業段階では、計画段階でのPI活動が行われている
ことを前提として進められる。

いずれのPI活動も、計画・事業のプロセスを明
らかにすることと、市民のニーズを反映させた計
画・事業をつくることが大きな目標である。

これまでの日本の都市計画等における住民参加
は事業段階のPIに分類することができるが、計画
内容を公表するだけの形式的なものが多かった。
しかし、計画段階でのPIにより、住民を計画・事
業の中に巻き込んでいこうとする行政の新しい動
きが見られるようになってきている。

５．おわりに
近代化により、暮らしの成熟した知恵としての

営々と築かれた地域社会の「社会関係資本（ソー
シャルキャピタル）」の縮退が指摘されている。

都市計画事業の中での対話や地域運営をめぐる
協議は、単に個々の住民や住民組織の利害の妥協
だけでなく、参加する諸個人の間に共通利益を認
識させ、相互理解を促進する。つまり共同社会の
一員であるという意識を育んでいる。

市民参加を促進することは、地域社会の「社会
関係資本（ソーシャルキャピタル）」を成熟させ
ることにも繋がり、地域社会の活性化にも繋がる。
実際、京都市では、廃校問題を契機に自分たちの
コミュニティをより良いものにしようとの機運か
ら、まちづくり運動が起こった。その結果、安全
で快適な活力ある地域社会の形成を目標とした地
区計画が計画決定されるなどの地区が現れてい
る。

今後、行政計画への市民参加をどのように進め
るかについて、デンマークのユーザー・デモクラ
シーから、その１つの答えを導き出せるのではな
いだろうか。今後どのような方法をとるのか、市
民参加を進める行政主体の手腕が問われる。

【参考文献】
１）西英子、小池直人（2006）「デンマークの非営

利住宅におけるテナント・デモクラシー」住宅総
合研究財団研究論文集No.33、pp.301～310

２）文部科学省ホームページ（2008年11月20日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/
yoyuu.htm

３）能勢温（2008）「京都市における廃校小学校跡
地利用計画策定プロセスに関する研究」、日本建築
学会計画系論文集No.73、pp.913～918

朝野賢司ほか、『デンマークのユーザー・デモクラシ
ー：福祉・環境・まちづくりからみる地方分権社
会』、新評論、2005. 3

小池直人、西英子、『福祉国家デンマークのまちづく
り：共同市民の生活空間』、かもがわ出版、
2007.12
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デンマークの職場

～働く人中心に考えられた労働環境～

和泉市　山　本　　　謙

１．はじめに

今回の視察で訪れたデンマークの福祉施設や市

役所、学校など、どの現場で会った人も、仕事に

対して真摯に取り組んでおり、いきいきと仕事を

しているように見えた（視察に対して説明者とし

て選ばれた人たちだから当然なのかもしれない

が）。

また、企業が従業員を解雇することは比較的容

易であるということだ。

その一方、失業率は３％を切る低水準である。

なぜデンマークでは、容易に解雇される状況が

あるにもかかわらず、低い失業率で、労働者がい

きいきと仕事できているのだろうか。

２．容易な転職

デンマークでは、毎年、11％の人が失業し、

20％の人が自発的に会社を辞めるそうである。労

働者が様々なスキルを身につけながらステップア

ップしていくことは普通のことである。スキルを

向上するための機会は様々に用意されている。例

えば、介護の仕事をしていた人が夜間に大学に通

って財務の知識や、心理学の知識を身に付けてマ

ネージャーの職についたりすることは普通であ

る。企業が求人するときは、その職を遂行するこ

とができる資質がある人が求められ、資質がある

人がその職につくことができる。日本のように新

卒者や若い人が労働市場で優遇されるといったこ

とはないし、転職だからといって不利になること

はないので、スキルさえあれば仕事を辞めても次

の仕事が見つからないかもしれないといった不安

はあまりないようだ。

失業時の給付も手厚く、スキルアップのための

教育費用もほとんどかからないので、ステップア

ップを目指して積極的に転職する労働者も多い。

我が国においては転職することが容易でないた

め、産業構造の変化に応じて労働力が必要になっ

ている産業において充分な労働力が確保できない

事態が起こっている。また、職と能力とのミスマ

ッチによる生産性の低下といった問題も多々ある

と思われる。

３．オフィスでの労働環境

今回訪問した高齢者支援施設で事務スペースを

見学した。個人用のデスクは日本で通常使われる

ものの２倍くらいはありそうな面積で、天板の高

さを随時簡単に変えることができるものであっ

た。同じ姿勢でデスクワークを続けていると腰痛

などの原因になるので、高さを変えることが出来

る椅子・机を利用することによって姿勢を変えな

がら仕事をすることができるようにしているとの

ことだった。

これはデンマークでは特別なことではなく、デ

ンマークの労働環境のガイドラインで定められて

いる「オフィスの必要条件」で、労働者の健康を

守るために長時間同じ姿勢で机に向かわせてはい

けない、というきまりがあるのだそうだ。これを

破ると雇用者側は罰をうけることになる厳しいも

のらしい。この他にも、デンマークの労働環境に

関するガイドラインはさまざまな細かい規定があ

り、労働者は法律によってしっかりと守られた環

境で働くことができる状況にある。サラリーマン

の残業もデンマークではほとんどないということ

だ。これは19時までの時間外手当が50％増し、そ

高齢者支援施設の事務室
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れ以降は100％増しという規定があり、雇用する

側も残業させるメリットがあまりないし、ほとん

どの女性が仕事をもっているので、家事も仕事も

男女同じように行っているからかもしれない。

４．自宅での介護の現場では

日本の介護現場においても近年は最新の介護技

術が導入されてきており、介護労働者が自分の体

を酷使することによって体を壊すことは一昔前に

比べると少なくなってきている。しかしながら、

利用者の自宅における介護においては、極端に狭

い風呂場やトイレなどの介護しやすいように作ら

れていない場所で介護を行わなければならない場

合も多いため、介護労働者が自分の体を酷使する

場面は実に多いし、感染症・ケアハラスメントな

どの不安も大きい。

デンマークでも以前には自宅は個人のものであ

るし、そこにある環境は個人を尊重してそのまま

受け入れるべきと考えられていた。しかし、現在

は介護労働者を守るために、たとえ、利用者の自

宅であっても、介護労働者にとっては安全で健康

な職場でなければならないといった考え方になっ

てきている。エルシノア市の場合は、利用者に充

分理解してもらうための取組みを行ったうえで、

利用者の自宅が介護労働者にとって安全で健康な

職場であるか判定を行っている。

５．おわりに

デンマークでは高校や大学を卒業した若者が１

年～２年の間いろいろな仕事を経験してみたり、

世界を放浪したりすることは普通のことだそう

で、高校→大学→就職とストレートなコースを歩

むほうがむしろ少数派らしい。親のほうも子ども

がやりたいことがみつかるまでいろんな経験をし

たほうがいいと考えているようだ。雇用する方も

本人の能力や経歴を重視し、学歴や年齢はあまり

問題とならないようで、社会経験が多いほうが就

職も有利になる。

日本では自分がやりたいことが見つかる前に就

職してしまう人がほとんどだし、見つけることが

できたとしても転職は不利になるし難しい。自分

がやりたいことを仕事にできるデンマークの人は

幸せだと思う。

我が国の一般的な職場では、職場での人間関係

や、劣悪な労働環境によって、心の病にかかって

しまう人が多くいたり、最悪は死に至る「過労死」

といったことまでが起こっている。

労働環境を整備することは多大なコストがかか

ることではあるが、結果的に労働者をスポイルす

ることになればさらに多大なコストになってしま

うのではないだろうか。

文化的な背景の違いなどもあるので、デンマー

クでの手法をそのまま持ち込むのは難しいことだ

が、日本においては労働者の意向よりも産業界の

要請のほうが優先されているような気がする、日

本でももっと労働者側の視点にたった労働施策を

実施していかなければならないのではと感じた。

そして、自分の持てる能力を最大限に発揮させる

ため、多様なニーズに応じることのできる教育資

源の整備も重要であるだろう。

［参考文献］

小島ブンゴード孝子『つらい介護からやさしい介護

へ』株式会社ワールドプランニング　平成18年発

行

ケンジ・ステファン・スズキ『なぜデンマーク人は

幸福な国をつくることに成功したのか　どうして

日本では人が大切にされるシステムを作れないの

か』合同出版　平成20年発行
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日本が豊かで幸せな国になる鍵

～女性の潜在労働力を活かす～

田尻町　古　家　直　博

１．はじめに

英国レスター大学の社会心理学者エイドリア

ン・ホワイト氏が調査した世界幸福度ランキング

によると１位がデンマーク、２位スイス、以下オ

ーストリア、アイスランドと続き、７位にスウェ

ーデンが位置する。一方、我が日本は90位と相当

に下位である。同様の調査は、ほかにも多数あり、

それぞれ異なる結果が出ているが、総じてヨーロ

ッパ、特に北欧諸国が上位に並び、日本は下位に

甘んじている。幸福感に個人差、また国民性によ

る差があることが容易に想像できるため、こうし

た結果だけをもって各国の幸福度を定義付けるこ

とはできないが、一つの参考指標になるのではな

いか。

国民が日々の生活において幸福を感じるために

は、安全で安心して暮らせる環境の構築が最も重

要であろう。しかし、安全、安心の実現には、相

応の社会的コストが伴う。例えば、政府が予定し

ている国民年金財源の国庫負担率引き上げには、

消費税率の改定が必要であるという点などが挙げ

られるだろう。しかし残念なことは、こうした議

論の際、税率ばかりが争点になり、国民所得その

ものの向上や消費の拡大といった議論が後回しに

されているように感じることである。

今回、研修により幸福度世界１位の国デンマー

クを訪問し、言葉に表し難いが、ある種の国民パ

ワーの差に圧倒された。付加価値税25％に加え、

高い所得税率を賦課する高負担国家の国民が、世

界で最も幸福を感じ、生きいきと生活している点

から、翻ってわが国の状況について、部分的かつ

概観のみであるが、考察をしてみたい。

２．幸せな国を造る仕事とお金の問題

デンマークの国民一人当たりのGDPは2006年の

米ドル換算データで$51700であり、日本の$34252

の約1.5倍に上る。為替レートの影響もあるだろ

うが、中々衝撃的な数値である。しかも彼らのワ

ークスタイルには、非常に余裕がある。一般の労

働者は、概ね夕方４時には仕事を終え、自転車な

どによる短い通勤時間を経て帰宅できる。また、

有給休暇も充分に取得できるそうである。日本人

から見れば夢のような労働環境であるが、果たし

てこのようなゆとりのあるワークスタイルと高い

GDPという一見相反する事象が両立している鍵は

どこにあるのだろうか。

この疑問に対し、今回の研修における文献調査

や現地視察を通じて、おぼろげながら答えに通じ

るかもしれない一つの事実に行き当たった。女性

の労働力率の違いである。データの集計方法が異

なるので単純な比較はできないが、デンマークに

おける女性の労働力率は、74.2％（2004年）であ

り、日本の48.3％（同年）との差は歴然としてい

る。また、デンマークにおける女性労働者の多く

は、フルタイム労働者である。

このように、女性が男性と同様の条件で働くこ

とにより、同等の賃金を得ることができ、全体と

してGDPの上昇や税収の増加につながっているも

のと考えられる。一方、日本では高い教育を受け、

職業経験をもった女性が、結婚や出産を機に退職

を余儀なくされる社会的環境が未だに残ってお

り、結果として大きな社会的損失を招いているの

ではないだろうか。

３．女性の労働力確保に向けた社会環境の構築

デンマークでは、子育てや高齢者の介護などは、

社会全体の責任において実施されるものと考えら

れている。もちろん、日本でも介護の社会化や子

育てを支援する制度の拡充に伴って、徐々に改善

されているものの、デンマークとの比較において、

その差は顕著である。また、日本で子育てなどを

家庭内で担当する人は、往々にして女性であるこ

とが多く、社会全体で支援する体制が整わなけれ

ば、これからも多くの社会的損失を出し続けるだ

ろう。
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実際に、日本における女性の年齢別労働力率を

グラフ化した場合、20歳代前半の数値が最も高く、

続く子育て年齢層の数値がぐっと下がり、その後

は緩やかに上昇するというM字カーブを描くこと

は良く知られている。一方、同様のグラフをデン

マークで見た場合、台形型の形状となり子育て世

代の労働力率低下は見られない。しかも、ほぼす

べての年代を通じて、日本の労働力率を大きく上

回っている。こうした両国の違いは、女性の就労

に対する意識の違いや高い税金を納めるために働

かざるを得ないという側面もあるだろうが、日本

の子育て世代における低下は、明らかに労働環境

の問題といえるのではないか。

では、具体的に女性の労働力率を向上させるた

めに、どのような施策を展開するかについては、

例えば育児休業制度や保育環境の充実などが挙げ

られるだろう。しかし、これらは既にわが国にお

いても一定の取組みが行われており、何を今更と

言われるかもしれない。確かに各施策の表面上の

比較においては、日本がデンマークに大きく劣る

わけではないようである。

しかしながら各施策の実効性の側面から見た場

合、両国の環境は随分と異なる。育児休業制度を

例にとって見た場合、日本では、確かに大企業に

勤める正社員や公務員は、制度として確立されて

おり充分に機能しているようであるが、反対に小

規模企業の社員や派遣社員などにおいては、お世

辞にも実効性が確保されているとは言い難い。原

因となる理由は様々であろうが、一つの問題点と

して休業中の労働者に代わる要員確保が挙げられ

るのではないか。休業中の労働者に対して有給と

する企業では、代替要員への賃金と２重の負担と

なること、また無給としている企業でもコスト削

減が優先され、代替要員の確保が積極的に行われ

ず、結果的に同僚への負担などを考え、労働者が

退職せざるを得ない環境が出来上がっているよう

に感じる。同様に短時間勤務制度や病児の看護休

暇制度なども制度としては存在しても、実際の運

用上、充分に機能しているとは言い難い。

こうした問題を解決するためには、問題の一つ

ひとつを社会全体の問題として捉える仕組みづく

りが不可欠ではないだろうか。例に挙げた育児休

業制度であれば、特別な事情の無い限り、企業側

に代替要員の確保を義務付けることなどが考えら

れる。企業側が負うこととなる経済的負担は、各

企業から企業規模の大小や利益に応じた負担金を

徴収し、必要に応じて交付する制度を構築できれ

ば、実際に休業する労働者側も自身の休業によっ

て企業側に追加的な経済的負担を強いることがな

くなるため、休業を取得し易くなるはずである。

４．おわりに

日本では、少子化の進行が女性の社会進出に起

因すると考える人が多いようであるが、国際的な

データで見た場合、この論理は成り立たないよう

である。一般に女性労働力率が高い国の方が出生

率も高くなる傾向にある。実際問題、今の日本で

男性一人が働いて得た収入で多くの子どもを育て

ることに経済的不安を抱える人は少なくないだろ

う。女性が男性と同等の条件で働き、所得を得ら

れる社会を構築することが、出生率の改善に寄与

するのではないか。こうしたことで少子化に歯止

めをかけられれば、私たちの未来に対する展望に

幾分かの光が差し、これが、引いては国の豊かさ、

国民の幸福度向上につながるのではないだろう

か。

コペンハーゲンの通勤風景
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デンマーク、スウェーデンの障害者福祉

～ノーマライゼーションの国から学ぶこと～

摂津市　堤　　　　　守

１．はじめに

障害があっても、健常者と同様に当たり前に生

活できるような社会こそがノーマルな社会であ

り、こうした社会を実現するための取り組みをノ

ーマライゼーションと呼ぶが、この概念はデンマ

ークのバンク－ミケルセンにより初めて提唱さ

れ、スウェーデンのベングト・ニリエにより世界

中に広められた。バリアフリー化の推進も、障害

者の被る不自由・参加制約を緩和する手段のひと

つである。

ところで、ノーマライゼーション発祥の地であ

るデンマークでは、最近その言葉があまり聞かれ

なくなったと言われている。日本では、平成18年

に障害者自立支援法が施行され、ノーマライゼー

ションの理念の下、ようやく障害者が地域で自立

して暮らしていけるようシステム作りが始まった

ところであるが、デンマークではその理念が普及

し、障害者が地域で普通に暮らすことができるの

が当たり前になってきたため、あまり使われなく

なったというのだが、果たして本当だろうか。

今回の海外研修では、事前研修、現地研修、事

後研修を通じて、福祉大国といわれるデンマーク、

スウェーデン両国の社会福祉の実情をいろいろと

調査研究したが、中でも、デンマークにおける現

地調査では、障害者福祉の最前線を訪問し現場を

自分の目で見ることによって、データからは窺う

ことができない貴重な障害者福祉の実情を知るこ

とができた。

２．デンマークの障害者福祉の特徴

デンマークには、障害者手帳がない。障害者手

帳がなくてどうやって支援するのかというと、市

民一人一人に担当のケースワーカーがいて生まれ

た時から関るため、障害の有無等について家庭医

などから情報を得て早期に障害を把握し、その後

の必要な支援を行うことができるのである。

今回デンマークで訪問したコペンハーゲン市の

知的障害者日中活動施設で障害者手帳について質

問すると「障害者年金を受給者していると、交通

機関の定期代が安くなったり、薬が安くなったり

するが、登録すると差別になるのでない」との答

えであった。

（１）収入の保障

デンマークの障害者福祉の特徴は、身体的、精

神的、社会的原因によって就労できない人に対し

早期年金（障害者年金）が支払われ、収入面にお

いて十分な保障がされていることである。支給対

象は、18歳から64歳までで、65歳以上になると国

民年金（高齢者年金）が支払われる。障害者が働

くかどうかは本人の希望次第で、就労を希望する

人は希望就労先の環境整備のために、国がお金を

出して工事を行う。就労できない人には収入を保

障した上で、収入のある全ての人が公平に税を負

担するという仕組みになっている。

（２）介護の保障

介護が必要な場合、介護手当が支払われる。重

度障害者でも管理能力のある人はパーソナルアシ

スタント（注１）を最高５～６人持つことが出来る

ので24時間介護が可能である。

コペンハーゲン市のデイホームの玄関ホール
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（３）補助器具の貸与

低下した機能をカバーするため補助器具が貸与

される。利用者の希望に基づいて、機能の低下を

調査し、日常生活がスムーズに送れるよう、また

就労できるように支援する。こうした器具は必要

と判断されれば、すべて原則無料で貸与される。

（４）住宅の保障

18歳になると親から独立して生活するのが通例

で、障害があっても年金をもらって自分で税金と

必要経費を支払いグループホームなどに住むこと

になる。

（５）「寝たきり」にしないシステム

デンマークには「寝たきり」という言葉はない。

病気で安静が必要な時と昼寝や夜の就寝時以外は

寝かせないようにしているため、「寝たきり」に

ならないからである。このように「寝たきり」は

人為的に創られるものであり、結果的には「寝た

きり」にしない方が、手間がかからないという。

３．社会サービスの実態

（１）社会サービス法によるサービスの提供

日本では、身体、知的、精神という障害の種別

ごとに法律が定められているが、デンマークには

障害者のための特別な法律はない。社会サービス

法という法律があり、すべての人にすべての権利

が平等にあると定められている。社会サービス法

では、社会サービスの詳細は定めず、枠組みだけ

を定め、市（コミューネ）に大きな権限を与えて

いて、市は市民に提供する社会サービスの詳細を、

それぞれの地域の状況に合わせて決定することが

できる。

また、援助してあげる、やってあげる、という

発想がなく、すべての人に対する当然の権利とし

て、実施されている。今回訪問した施設でも、ケ

アに当って、全ての人間に対して尊厳の念を持つ

ことを大切にしていたが、現場でも、社会サービ

ス法の精神が常に尊重されていると感じた。

（２）高福祉高負担

次に、高福祉高負担の実態であるが、この言葉

は、まさしく両国の特徴である。社会福祉を推進

するにはお金が掛かる。若干の違いはあるが、両

国とも所得税（注２）は概ね50％以上で25％の消費

税（付加価値税）の負担があるが、義務教育、医

療は無料で、国民のほとんど全てに年金が支給さ

れ、それで生活ができる。

年金に対しても等しく所得税が掛かっている

が、介護に掛かる費用は国が保障しているので、

所得税を支払い、介護費用を支払っても手元に現

金が残るようになっている。それがソリダリティ

ー（連帯）の精神で、みんなが連帯して高い税を

負担して、社会保障を推進しようという意気込み

なのである。

最近も、福祉水準を下げるくらいなら税率を上

げろというデモがあったという。実際にそのよう

な高額の所得税がうまく徴収されているかコペン

ハーゲン市役所を訪問した際尋ねてみたが、徴収

率はほぼ100％で、税務署が一括して効率よく徴

収（注３）しているとのことであった。デンマーク

では税金を払わないことは、制度的にも道徳的に

も難しいことなのである。

（３）効率的な運営を保証する制度

高い税負担をするからには、放漫な使い方は許

されない。スウェーデンはオンブズマン発祥の地

であるが、両国とも実に効率的に税金を使ってい

る。それは、国全体の制度にも現れており、国も、

市も社会サービスの向上のため、徹底した地方分

権（注４）により合理化や効率化を行っている。ま

た、福祉にかかる施策に対して国が補助をするとプライエム（特別養護老人ホーム）での体操の様子
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いう仕組みはなく、それぞれ役割がきちんと決ま

っていて、財源も決められている。

さらに、福祉施設の運営においても、どの施設

も権限と財源を保障されており、自己の責任にお

いて効率的な運営に心掛けている。今回訪問した

施設でも、通所者の障害の程度と人数によって市

から決まった額が施設に対し報酬として支払われ

るだけで、あとは施設が責任を持たなければなら

ない。新しい車がほしいときは、何年もかかって

節約して貯金し購入するという。デンマークでは

各施設に権限と財源を委譲し、それが施設の効率

のよい経営を促している。

４．デンマーク、スウェーデン両国の実情

（１）手助けが必要な人には…

今回スウェーデンで通訳をしていただいた牧野

氏がスウェーデンで子育てをしたときの体験談だ

が、ストックホルムのまちは石畳でゴツゴツして

おり、乗り心地をよくするため乳母車はクッショ

ンの効いた大型になっている。公共機関を使って

出掛けるとき、この大型の乳母車をどうやってバ

スや電車に運び込もうか困っていると、どこから

ともなく手助けが来て、何事もないかのように車

内に運び込んでくれる。ところが、日本に里帰り

したら、誰も手助けしてくれないばかりか冷たい

目で見られたとのこと。

両国と比べると、点字ブロックや段差解消など

は日本の方が進んでいるように感じられる。また、

ストックホルム駅のエレベーターの扉は手動式

で、車椅子に乗った障害者が開けるのは困難であ

る。しかし、手助けが必要な人にはすぐ手を差し

伸べるという心のバリアフリーができていること

に感心した。翻って日本では、ハードのバリアフ

リーは進んできたが、手助けが必要な人にはすぐ

に手を差し伸べるという心のバリアフリーはまだ

まだ進んでいない。

（２）生活を楽しむ市民

今回の現地で感じたことは、デンマーク人もス

ウェーデン人も本当に生活を楽しんでいることで

ある。両国を訪問したのは、10月１日から８日ま

での８日間だが、10月でもサマータイムを実施し

ていて、みんな明るいうちに家に帰って生活を楽

しんでいる。

税金は高いが、夫婦共働き（注５）で、十分生活

を楽しみながら生活ができる。また、過労死が問

題になる日本というシステムに比べ、両国のシス

テムは、施策の全てが国を経済的に豊かにするだ

けでなく、国民を幸せにするために機能している

ように感じられた。

（３）本当の豊かさとは

コペンハーゲン市では2009年に国連の気象会議

が開催されることになっており、環境に対する感

心は非常に高い。デンマークの義務教育には環境

教育があり、子どもの頃から環境教育を徹底して

いる。原子力発電所は作らないため、コペンハー

ゲン市の近郊にはいたるところに風車の発電機が

ある。火力発電所もあるが、余熱・廃熱を有効利

用し、市民の住居へ温水を供給することでCO2排

出量を大幅に削減している。また、車道の端を自

転車専用道に転換し自転車通勤を奨励したことも

効果をあげている。

こうした努力によって、豊かな環境が守られ、

豊かな生活が保障されている。コペンハーゲン市

の「住むには高くつくが世界で一番暮らしやすい

都市」というキャッチフレーズは、こうした地道

な努力によって達成されたものである。

ヨットハーバー（コペンハーゲン市では５軒に１軒がヨ
ットを所有している）
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４．おわりに

2007年９月に日本は「国連障害者の権利条約」

（注６）に署名し、今後、障害者福祉の比重はます

ます高まっていくと考えられる。私は、現在障害

福祉を担当しており、今回の海外研修では、障害

者福祉施設や高齢者福祉施設などの現場を視察

し、両国がどのようにして福祉大国となったのか

を調査するのが最大の目的であった。

実際に現地を訪れて最も印象に残ったのは、す

べての人はみんな平等に権利と義務を有している

という思想が徹底していることであった。手厚い

福祉を国が保障する代わりに、みんなが連帯して

高い税を負担しており、障害者といえども自立の

努力をすることが求められている。

そして、私は両国が福祉大国となることを可能

とした理由のひとつを、計らずも両国で訪れた森

の幼稚園で発見した。福祉国家の基本は教育にあ

る。幼児期から、自分で考える力や、判断力、創

造力、協調性、自立性を養い、しっかりと社会と

共生する能力を身に付ける必要があると強く感じ

た。

今回の海外研修により、両国が徹底した地方分

権により、効率的な社会サービスを提供すること

で大きな成果をあげていることがわかったが、そ

れとともに、平等の理念が大切にされており、そ

の根本が教育にあることがよくわかった。そして、

環境を含めた本当の豊かさこそ、今後日本が追求

していくべきものである。

（注１）デンマークのパーソナルアシスタント制度は、

1970年代後半から80年代にかけて地方都市オーフ

スで始まり、俗に「オーフス制度」とも呼ばれて

いる。障害者が地域で自立生活をするために、介

助などの面で経済的な負担がある場合、それを公

的機関が保障する制度で、重度障害者でも、本人

が直接、雇用・解雇するパーソナルアシスタント

の介助支援によって、地域で自立生活を営むこと

ができるようになった。

（注２）デンマークの所得税は、国税が最高税率26％

の累進税率で、その他に、保健税８％、市税25％

（教会税を含む。市によって若干異なる。）、労働市

場拠出金８％があり、合計で最高67％が所得税と

して徴収される。

（注３）デンマークでは、全国民に対し1968年から社

会保障と徴税のため住民登録番号による管理を行

っている。

（注４）2008年10月４日の小島ブンゴード孝子氏の講

演資料によると、2007年１月１日にデンマークで

は大胆な地方分権が実施され、13あった県を廃止

し、県が持っていた機能のうち、中等教育や障害

児教育、成人障害者の通所施設の管理などの機能

を市町村に移管し、県は医療に特化した５つの区

（リジョン）になった。同時に、271あった市（コ

ミューネ）も98に統合された。

（注５）16～66歳の女性の労働力化率は年々上昇の傾

向をみせており、対可働年齢人口比で73 . 3％

（1998年現在）を示している。

（注６）「国連障害者の権利条約」は、障害者の基本

的人権を促進・保護すること、固有の尊厳の尊重

を促進することを目的とする国際的原則である。

2008年４月に批准国20カ国に達したため、翌５月

３日に障害者の権利条約は発効した。日本は2007

年９月に署名したが、国内法の整備が必要なため

まだ批准していない。

ムッレ教室（スウェーデンの森の保育学校）
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１．はじめに
将来への不安というものは誰もが感じているこ

とではないだろうか。特に高齢者（65歳以上）と
なったとき、安心した生活が送れるのだろうかと
いう不安は誰もが感じていることであろう。

高齢者が住み慣れた地域と自宅において生活を
するためには、住宅整備を推進するとともに、生
活を支援するためのケア体制もあわせて推進する
ことが求められている。

高齢者福祉の先進国の場合はどうか。
今回、視察に訪れたデンマーク、スウェーデン

の両国は、高齢者福祉の先進国として広く知られ
ており、わが国とは人口規模や歴史的背景など相
違する部分もあるが、両国の高齢者がどのような
住宅で生活をしているのかを紹介するとともに、
高齢化の進むわが国において何が必要であるかを
考えていきたい。

２．デンマークにおける高齢者住宅
デンマークでは1960年代の後半から70年代にか

けて多くの介護提供型施設であるプライエムが建
設されたが、1987年の「高齢者及び障害者在宅法」
の成立により、プライエムの建設が禁止されるこ
ととなり「施設ケア」から「在宅ケア」へ移行す
ることとなった。

当時、プライエム建設の禁止は、住み慣れた自
宅で最後まで生活をすることになると考えられた
が、自宅にこだわって生活を続けることにより、
高齢者の虚弱化が進み、また外出の機会などが少
なくなることから、いざ引越しをしようと思った
時に自力で引越しができないほど体力がなくなっ
てしまうという結果を招くことになった。そのた
め、「自宅での暮らし」を最上のものだとして

「施設」を全面的に否定するのではなく、それぞ
れの長所とリスクを認めたうえで、高齢者は柔軟
に住み方を自己選択していくことになった。また、
市は高齢者に対して住宅の選択肢を用意する責務
があるため、高齢者住宅を建設する必要がある。
また、それだけではなく高齢者住宅での生活にお
いても高齢者は介護ケアや医療ケアを必要とする
ため、在宅ケアチームが高齢者宅を訪問し必要な
ケアを行っている。

デンマークとスウェーデンにおける「在宅」とは。

島本町　新　　　貴　博

ヒュースホルム市にあるソフィルン高齢者住宅
群は、1990年代に入ってから開発されたものであ
り、プライエムではない。個々の住宅の間取りは
日本でいう１LDKがほとんどである。１戸あた
りの床面積は67㎡（法律では67㎡までは国が補助
金を出すことになっている。）でバリアフリー化
が施されており車椅子の人でも自立した生活がで
きるようになっている。その他にも、２部屋以上
のもの、個人用のミニキッチンや、バス・トイレ
がついたもの、さらに食堂・リビングなどの共用
スペースが設けられるようになっている。

敷地内には、カフェテリアが設備されたアクテ
ィビティセンターも建設されており、ヒュースホ
ルム全地域の高齢者が訪れ、クラブ活動など好き
なことができるようになっている。

アクティビティセンターの運営については職員
をできるだけ少なくし、利用者が運営する形式を
採用することで、人件費を安く抑えることができ
ると同時に高齢者は生き生きと活動することがで
きることとなった。

ソフィルンはヒュースホルム市が運営してお
り、入居するには市の判定委員会の認可が必要と
なる。在宅ケアは無料であり、家賃は住宅の床面
積によって設定されている。住宅に関しては、市
が非営利住宅協会から借り受ける方式を採用し、
毎年協会に支払う形式を取っている。開発をすべ
て市で行うと、初期投資など市にとって負担が大
きくなることから、大規模な開発はもちろん、集
合住宅１棟の建設についても非営利住宅協会に任
されている。

３．スウェーデンにおける高齢者住宅
スウェーデンでは、老人ホームの全廃を受け、

居住については、集合住宅である「サービスハウ
ス」が建設された。サービスハウスとは、レスト
ラン、美容室、医療ケア、看護師の詰め所、図書
館などを常設するという条件あり、また24時間勤
務の専属職員によるサービスがある。

サービスハウスに住むことができる高齢者は、
ある程度は自立した生活ができる人に限られ、職
員数は最低限度に抑えられているが、必要に応じ
て介助、食事、着替えなど、在宅サービスと全く
同じ内容となっている。さらに、看病、看護、介
護、そして人生の最後を看取るのも仕事となって

ソフィルン高齢者住宅群
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いる。
このようなサービスハウスであるが、ストック

ホルム市においては、統計上、今後20年間に、人
口に占める高齢者の割合が減ってくるというデー
タがあり、サービスハウスがこの先不要となる可
能性が出てきた。そのため一般住宅への改築が可
能なシニア住宅（高齢者住宅）への転換が進めら
れている。

2006年にサービスハウスを改築しシニア住宅と
して出発したレイメッシュウッデシニア住宅は、
１戸あたりの平均床面積は55㎡で、１部屋では45
㎡、２部屋では82㎡、３部屋では90㎡となってお
り、各住宅にはキッチンとシャワー、トイレが設
備されている（バスタブをつけるかどうかは本人
の希望）。また家賃については床面積に応じて決
められている。そしてサービスハウス建設当時に
はバリアフリーについての考慮は余りなかった
が、高齢者によっては車椅子を使う時期もあり、
それらの事情に対応するにはドアの拡幅や敷居を
なくす必要が生じたことから、バリアフリー化が
施された。

このシニア住宅は、ストックホルム市が株主で
あり経営をしている「ミカサ」という住宅会社の
不動産であり、家賃はこの会社に支払うことにな
る。しかし運営については住民代表による委員会
があり、委員会のメンバーが全部決めることにな
っている。

シニア住宅への入居は、サービスハウスに入居
するときに必要とされるニーズ審査官の審査が不
要となっており、介護が必要になった場合は、市
に申請を行いニーズ審査官の審査を受けて在宅介
護を受けることとなる。つまりシニア住宅は全く
普通の住宅と同じものである。ただし、入居して
いる高齢者の認知症がひどくなれば、グループホ
ームに移転することになる。

４．両国における高齢者福祉
両国に共通していることは、高齢者のケアにつ

いて在宅への切り替えを進めていることである。
わが国でも、住み慣れた自宅や地域において療養
をしながら生活を送り、身近な人に囲まれて人生
の終末迎えることを望む患者が多いことから、高
齢者の在宅福祉に力を入れており、あわせて地域
において医療を担う在宅医療や介護ケアなどの整
備や、既存家屋のバリアフリー化を進めている。
しかしながら、デンマークやスウェーデンにおけ
る「在宅」とは必ずしも「住み慣れた自宅」を意
味するものではない。

福祉の専門ではない私にとって「在宅」とはあ
くまでも「住み慣れた自宅」において介護ケアや
医療ケアを受けながら生活を送るものと考えてい
たが、デンマークやスウェーデンにおける「在宅」
とは少し意味が違っていたようである。

両国とも「在宅」といっても「住み慣れた自宅」
にそのまま住み続けることはなく、高齢者専用の
住宅に引越をすることが特徴のようである。在宅
ケアは、各高齢者の状態に応じたきめ細かなサー
ビスを受けることができることから、この流れは

続くものと考えられ、わが国においても既存スト
ックを利用しバリアフリー化を推進し在宅ケアを
進めようとしているが、それだけではなく、地方
公共団体も高齢者用の住宅を用意することが必要
であると考える。

５．おわりに
ヒュースホルム市におけるソフィルン高齢者住

宅群では敷地の散策のみであったが、緑に囲まれ
た広大な敷地の中にホテルのコテージのような住
宅が並んでいた。

また、スウェーデンでのシニア住宅における生
活は、お気に入りの家具を持ち込み、各自が毎日
の生活を楽しんでいた。

しかし一番すばらしいと感じたことは、両国の
住宅が、大変美しい場所に建設されていることで
ある。ヒュースホルム市における高齢者住宅は
木々に囲まれ、景色の中に溶け込んでおり、スト
ックホルム市におけるシニア住宅は、住宅から美
しい景色が一望できた。高齢者の住宅が選択肢の
１つとして市から提供されていれば、若者は高い
税負担を受け入れ、将来に不安を覚えることなく
安心して生活を送ることができるものと考える。

最後にもう１つ、両国とも共通しているのは、
「自己決定、自己責任」を小さい頃から教えられ
ている点である。質の高い人間を育てることに力
を入れていることがモラルの高い国民を育て、福
祉国家を支えている。

〔参考文献〕
厚生労働省編『平成19年版厚生労働白書』株式会社

ぎょうせい　2007年
竹 孜著『スウェーデンはなぜ生活大国になれたの

か』あけび書房　1999年
松岡洋子著『「老人ホーム」を超えて』クリエイツか

もがわ　2001年
〔引用資料〕
竹 孜著『スウェーデンはなぜ生活大国になれたの

か』あけび書房　1999年
松岡洋子著『「老人ホーム」を超えて』クリエイツか

もがわ　2001年

崎 殕

崎 殕

シニア住宅の様子
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少子化を乗り越えた国

～デンマークとスウェーデン～

門真市　花　城　　　勉

１．はじめに

1990年の「1.57ショック」以降、我が国で少子

化問題が取りざたされてから幾久しい。国や地方

自治体ではこれまで10年以上にわたり、様々な取

り組みを行ってきたにも関わらず、少子化傾向は

未だ改善されたというには程遠い状況にある。

日本と同様、数多くの先進諸国が少子化問題に

直面する中、今回訪れたデンマーク、スウェーデ

ン両国の合計特殊出生率は近年伸び続けており、

2006年にはそれぞれ1.83と1.88に達するなど、す

でに少子化を克服した国とも評価されている。

かつてデンマークでは1970年代から1980年代前

半に、同じくスウェーデンでは1980年代や1990年

代後半に出生率が急落し、その後、回復を果たし

てきたという経験を持っている。

その要因は経済状況の変化をはじめ様々な因子

が考えられるが、男女がともに働きつつ育児を行

うために様々な創意工夫を凝らしてきたことが再

び出生率を向上させるに至った重要なポイントと

して挙げられている。

そこで、両国の取り組みを通じて少子化に対す

る有効な方策について考察してみたい。

２．父親の産休・育休取得率向上に向けた取

り組み

両国の産前産後休暇及び育児休暇制度の特徴

は、母親は当然のことながら、父親が取得するこ

とに対するインセンティブを強く考慮している点

が挙げられる。

デンマークでは父親の産休・育休制度として、

①父親休暇制度（産後２週間付与）と②両親育児

休暇制度（両親合わせて32週間付与）が整備され

ており、それぞれ最大90％の収入保障がなされ、

各自治体や事業者によっては、さらなる保障を実

施している例も見られる。また、国と事業者の拠

出金からなる中央産前産後休暇基金を制度化して

おり、中小・零細企業にも休暇取得者の給料保障

等を可能としている。

一方のスウェーデンでは両親保険制度により産

休・育休取得時の収入保障がなされており、その

内、①出産・育児休暇（両親合わせて480日間付

与、収入の80％を保障）、②育児休暇（父親に10

日間付与、収入の80％を保障）、③子どもの傷病

時の休暇（年間60日間付与、収入の80％を保障）

が父親の利用可能な制度として用意されている。

特に、出産・育児休暇は父親と母親に各60日分が

割り当てられており、それぞれが取得しなければ

権利が消滅するため、約８割の父親が休暇を取得

する状況にある。

また、デンマークでは子どもが９歳に達するま

で、スウェーデンでは８歳に達するまで分割取得

が可能で、労働時間短縮制度との併用も可能であ

る。

出産した母親が働き続けるためには父親の協力

が重要であることは論を待たず、先日、日本にお

いても育児休業制度改革の骨格が発表され、両親

ともに取得した場合に限った期間延長や今まで認

められなかった再取得を認める方針などが打ち出

された。しかし、これらの制度が本当に活用され

るためには、休暇取得を積極的に勧める職場環境

や職場復帰時のキャリア等に影響が及ばない安心

感に加え、収入保障が充実していることが休暇取

平日の昼間に子連れで散歩を楽しむ夫婦
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得者に大きなインセンティブを与えると考えられ

る。また、中小企業等の事業者が積極的に産休・

育休を付与することを可能とするため、さらなる

仕掛けが必要ではないであろうか。

３．保育施設の状況

デンマークの保育施設は受入児童の年齢で保育

所と幼稚園に分かれているが、近年では両者の統

合施設の割合が増加している。一方、スウェーデ

ンでは就学前教育施設として保育学校に一元化さ

れている。いずれの施設も子どもの人間形成等に

関わる教育の場として位置づけられており、特に

子どもの自己決定能力を育むことが重視されてい

る。

これらの施設は数的にも充実しているが、さら

なる待機児童解消の施策として両国とも保育ママ

制度が確立されており、保育所の補完的な役割を

果たしているほか、デンマークでは子どもが１歳

に達するまで保健師が家庭訪問を行うといった子

育て支援施策が実施されている。

この様に保育環境が充実している両国である

が、スウェーデンの保育学校の受入年齢は１歳か

ら、デンマークの保育所も現在では０歳児から預

ける保護者は少なくなってきている。これは、両

国とも産休・育休取得率が非常に高く、子どもの

罹病時に休暇を取得できる環境なども整備されて

おり、ワークライフバランスの意識も非常に高い

ためだと考えられる。

日本においても2009年４月に児童福祉法が改正

され、保育ママ制度の法的な明確化、資格要件の

緩和などが行われるほか、「こんにちは赤ちゃん

事業」なども法制化されることとなったが、今後

は保育ニーズの捉え方として、乳児保育や病児・

病後児保育といったサービスをさらに充実してい

くのか、それとも父親も含めた育休取得や子ども

の罹病時の休暇取得を向上させるなど、ワークラ

イフバランスの意識を高める方向に向かうのかと

いった議論がなされていくべきではないだろうか。

４．おわりに

デンマークとスウェーデンでは、本稿で取り上

げた産休・育休制度や保育環境の充実ぶりに加

え、教育費や子どもの医療費の無料化、住宅環境

の整備など子育て家庭に直接跳ね返ってくる施策

のみならず、老後や罹病時等の保障が充実してい

るため将来への不安が少なく、子どもを産み育て

ることに大きな安心感がある。

また、行政に対する住民の信頼感が非常に高く、

制度を支えるための費用を税金として納め、皆で

支えあうことが当たり前という意識も非常に強

い。

これらを可能にしているのが、徹底した地方分

権、担当省庁や部局の一元化・簡素化、現場への

権限委譲などによる効率化であり、施策やプロジ

ェクトなどの立ち上げから実施段階に至るまで

様々な形で行われる住民参加や情報公開などによ

る透明化である。

今後、日本においても、高齢化が進行する中で

将来に向けた制度を支えていくためには、次代を

担う子どもたちを貴重な人的資源と捉え、少子化

を克服するためのさらなる手立てを打つ必要があ

るが、そのためには住民の負担も求めていくこと

が不可欠となってくる。

2008年11月23日に政策評価・独立行政法人評価

委員会から、育児休業制度、ワークライフバラン

ス、子育て支援サービスなどの政策に対して「サ

ービス提供を受けていない者の潜在的ニーズを把

握していない」との非常に厳しい答申が出された

が、ニーズを的確に把握した有効な施策を実施す

るためには、より一層、内においては効率化を、

外に対しては透明化を進めることにより、住民の

理解と協力を求めていくことが遠回りに感じても

結局は一番の近道ではないだろうか。スウェーデンの保育学校（ムッレ教室）の様子
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１．はじめに
デンマーク、スウェーデンの両国は、世界でも

有数の福祉先進国である。制度的にも、充実した

施策が展開されており、実際のケアの現場でも、

個別に合わせたレベルの高いケアが行われている

という印象がある。

私は、行政において、社会福祉士という専門職

として仕事をしている。

日本では、福祉の現場で働く専門職の現状は、

決して恵まれているとは言えないと思われる。身

体的・精神的な負担が大きかったり、過酷な労働

環境や低賃金等、さまざまな理由から離職率が高

く、定着率が低い、現場での人手不足が慢性化し

ている等の課題を多く抱えているのが現状であ

る。

その中で、私は自分自身も含めて、福祉の現場

で働く専門職の現状について、常々興味を持って

おり、今回の研修に臨むにあたって、福祉の先進

国である両国では、専門職の労働の現状や教育の

体制はどうなっているのか、日本との比較をした

いと思い、自主研修のテーマとした。

２． 専門職教育の体制
日本では、高齢社会の到来を見越して、介護福

祉士・社会福祉士等の国家資格が創設され、また、

介護保険制度の施行にあわせて介護支援専門員

（ケアマネジャー）の資格が設けられる等、福祉

の分野でも徐々に専門職としての資格化、教育体

制の充実が進んできているところである。

デンマーク・スウェーデンでも、資格化・専門

職化はいち早く進んでおり、福祉の現場で働いて

いるのは、ほとんど資格をもった専門職となって

いるということである。

両国では、義務教育を終え専門教育を受ける場

としては、専門学校や大学ということになるが、

福祉の現場を支えるもの

～福祉専門職の現状に学ぶ～

四條畷市　三　谷　優　子

福祉の分野に限らず、学校は資格を取るための場

であり、ほとんどの学校では学んだ内容に応じて、

卒業時には資格が取得できる仕組みになってい

る。

そのため、ほとんどが将来の職業に対しての目

標意識を持ったうえで進学し、勉学に励んでいる

様子が伺える。それは、その前段階の幼児期の教

育や義務教育の課程で、個人の特性を見極めた助

言・指導が行われる中で、明確な目標設定ができ

ている結果であるとも言える。

日本でも同様に、大学等で専門教育が行われる

こととなるが、進学時に明確に将来の職業を考え

た進路選択を行えている学生は少数派なのではな

いだろうか。

福祉の専門教育の課程は、実習が中心となって

おり、福祉分野はもちろんのこと、保健・医療に

関することも含めたものが基礎的なカリキュラム

となっている。さらに、その上級課程として、各

専門分野に分かれた教育課程があり、ステップア

ップが図れる仕組みになっている。

また、両国においては、大学までの学費は無料

で、学費以外の生活費の部分でも奨学金や教育ロ

ーン等の制度が充実しており、経済的な状況に関

わらず、誰もが学びたいことを学べる環境が整え

られている。またデンマークでは、現場で働いて

賃金を得ながら資格を取る仕組みもある。

さらには、再スタートとして新たな分野で学び

直したいという人にも、それが可能な仕組みが用

意されている。仕事を辞めて再度学校で学ぶ場合

にも、もちろん学費は無料であり、安心してチャ

レンジができる。その場合、日本では、経済的に

も大きな不安を抱えることとなったり、多大な労

力が必要な場合が多いことを考えると、大変な驚

きであり、有意義な仕組みであると言える。

３．働く環境の向上
このような教育を受け、実際に仕事に就いたあ

とには、そこで長く働き続けることができるよう、

マンパワーの確保のため、働く環境の向上への取

り組みが積極的に行われている。

両国でも、日本と同様の理由から、やはり離職

や職員の入れ替わりは多いようである。

デンマークでも、一般の企業や他の職場と比較

すると、賃金はあまり高いとは言えないようだが、

各専門職種ごとの最低賃金が決められており、ど

の職場でも、同じ職種であれば賃金はほぼ同じで

あるとのことであった。そのため、転職する場合
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には、働きやすく、環境がよい職場で仕事をした

い、という理由が多くなるため、雇用主はよりよ

い人材を確保しようと、環境の向上に力を注ぐわ

けである。

具体的な取り組みとしては、例えば、各職場で、

再教育・再学習の機会を積極的に設けたり、能力

向上の研修プログラムを組んだりということがあ

げられる。働くことと、スキルアップの両立を図

ることで、長く勤めてもらう工夫をしている。

また、職員自身が、さらに上の資格や別の専門

資格を取得しようとするときには、それを職場全

体でバックアップしたり、積極的に支援する体制

も整えられている。質の高い資格を持っている職

員が多いことが、その職場の利益となることが共

通認識として理解されている。雇用主はもちろん、

職場全体で、働きやすい環境の整備に積極的に取

り組んでいると言える。

スウェーデンの認知症デイセンターの職員は、

全国でもまだ数少ない認知症ケアの専門職が、自

分の職場にいることを誇らしげに語ってくれたこ

とが、そのよい例である。

職場の環境を整え、優秀な人材を確保し、職員

の入れ替わりを少なくすることは、利用者にとっ

ても環境の変化が少ないということで、サービス

の安定的な提供、利用者の利益にもつながるとい

う大きなメリットがあるのである。

４．おわりに
今回、実際の現場の視察と研修全体を通じて強

く実感したことは、両国に浸透している「人が資

源」という考え方である。

働くにあたり、専門的な教育や資格、働く環境

の向上を重視するということの根底には、子ども

の頃からの教育の力が大きい。

両国では、幼いころから個人を基本として、ひ

とりひとりを尊重し大切にするという考え方、自

らで考え、判断することができる自己決定力を身

につけることを根付かせる教育が実践されてい

る。今回の視察で訪れたどの施設でも、その点が

強調して話されていた。

自分自身の自己決定を尊重することは、他人の

自己決定をも尊重するということであり、自己決

定と自己責任という、表裏一体の考え方を身につ

けさせることである。

それゆえに、利用者である「人」を大切にする

と同時に、労働者である「人」も大切にすること

ができるのである。それが、労働者の権利を保障

し、安心して働ける環境をつくり、その能力の向

上にも力を入れていくことが、サービスの質の向

上にもつながり、利用者の利益にもつながってい

く。

日本との比較を行ったときには、両国のほうが、

制度面や賃金、待遇そのものが充実しているとい

う面は確かにある。もちろん、そういった面を改

善することも当然重要ではあるが、それだけで果

たしてすべてが解決するであろうか。

最も大切なのは、どんな人でも、その人個人の

尊厳を認め、ひとりひとりの生き方を大切にし、

自己決定を尊重する社会をつくっていくことであ

る。日本においては、福祉専門職やそれを取り巻

く人々だけでなく、市民全体としての考え方を少

しでも変えていくことが、専門職の質や量を担保

し、サービスの質の向上を図るためには必要なの

ではないだろうか。

今回の研修では、目先の現場だけを見るのでは

なく、長い目で見て、子どものころからの教育の

あり方から考えていく必要性が実感できた。

日本で同じことを実践するには、国民性も含め

たさまざまな違いもあり、すぐには困難であると

思われるが、このエッセンスを取り入れ、学ぶべ

き点が多いように感じられた。

また、個人としては、現場で生き生きと誇らし

げに働く同じ専門職の姿を目の当たりにし、刺激

を受けるとともに、今回直に触れて感じたことや

学んだことを忘れず、今後の業務やさまざまな面

に還元していくことが必要であり、自分自身の課

題であると感じられた。

【参考文献】

野村武夫『ノーマライゼーションが生まれた国・デ

ンマーク』ミネルヴァ書房　2004年

高島昌二『スウェーデン社会福祉入門～スウェーデ

ンの福祉と社会を理解するために～』晃洋書房

2007年

認知症デイセンターにて（職員カリーナ氏）
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はじめに
デンマークとスウェーデンは、様々な調査で国

民の幸福度が高いと評価されている。さらに教育
レベルも高く、国民総所得（GNI）もデンマーク
４位、スウェーデン７位、日本は９位（注１）とい
うように、経済的にも成功している北欧の福祉先
進国である。

どのような施策を展開しているのか考察を重ね
た。

高福祉高負担を選択した国
～地域福祉の概念～

地域福祉とまちづくりが研修テーマであるが、
講師の先生からの事前研修、調査、研究するうち
に、２国において、地域福祉という概念が見当た
らなかった。

このことは、現地に赴いてはっきりと確信した。
国が責任を持ってきめ細やかな福祉をおこなうの
で、行政の足りない部分や目の届かない部分を補
うことなど起こり得ない、地域福祉の入る余地の
ないシステムが構築されていることがわかった。

～負担率～
この高福祉システムの基礎は国民が負担するの

である。
デンマークは付加価値税25％、所得税等と合わ

せた税負担率70.8％、社会保障負担率2.9％、合計
国民負担率73.7％となる。

スウェーデンは付加価値税25％、所得税等と合
わせた税負担率51.5％、社会保障負担率19.2％、
合計国民負担率70.7％となる。

日本は付加価値税5％、所得税等と合わせた税
負担率25.1％、社会保障負担率15.0％、合計国民
負担率40.1％となる。

（引用文献１）

人こそが資源の国
～フレキシキュリティ制度～

フレキシキュリティとは、柔軟性（フレキシビ
リティ）と保障（セキュリティ）を合わせた造語
で、これは労働者が失業しても、手厚い失業手当
を受けながら、職業教育、職業訓練を受けること
により、さらに高い専門知識を身につけ、次の職
業にステップアップするデンマークが誇る制度

心地よいひと時（Hygge）の精神を

大切にするデンマークとスウェーデン

高石市　神志那　　　隆

で、国際的に注目されており、企業は生産性向上
のため容易に従業員をリストラすることができる
ことから、流動性が高く、失業率の低い労働市場
が創出された。

～少子化対策～
２国は、工業化が進んだ時代に、労働者が不足

し、これまで子どもの世話や高齢者の介護、家事
をしていた女性の労働力が求められるようにな
り、国を挙げて高齢者施設や在宅介護制度が整備
されたため、女性が安心して社会に進出できるよ
うになった。

しかしながら、デンマークでは出生率が下がり
続け、ついには1983年に合計特殊出生率（注２）が
史上最低の1.38となったのである。

合計特殊出生率が2.00を下回ると、現在の人口
を維持できなくなり、経済、年金などの社会保障、
労働市場などに深刻な影響を与えると言われてい
る。

そのため、デンマークでは女性も男性も働きな
がら安心して子どもを産み育てられ、仕事と家庭
を両立できる保育制度が発達し、保育所や保育マ
マ制度、出産・育児休暇制度とその所得保障も企
業と一体となって充実を図り、社会環境を整えた
結果、1995年には合計特殊出生率が1.81となった。

なお、デンマークでは就労時間が週37時間と決
められており基本的に残業もしない。有給休暇は
５週間あり、これをほとんど全部取得するそうで、
家族と過ごす時間をいかに大切にしているかがう
かがえる。

またスウェーデンでは、父親が一定の育児休暇
を取得しない場合、ペナルティとして夫婦の育児
休暇期間が短縮されるので、ほとんどの父親が取
得するそうである。

日本の合計特殊出生率は、1947年～1949年の第
１次ベビーブームの4.32をピークに、減少傾向を
たどり、2005年にはついに1.25となったため、

（新）エンゼルプラン、少子化対策プラスワン、
次世代育成支援対策推進法、少子化社会対策基本
法など対策をたて、保育所の拡充や男性の育児休
暇制度、育児休業中の年金保険料免除期間を１年
から３年に延長するなど、子育て支援策を進めて
きた。しかし、数々の制度はあるが、サービス残
業をはじめとした長時間労働、休日出勤、有給休
暇の未消化、男性の育児休暇取得率も低迷してい
る。

心の教育を大切にする国
デンマークとスウェーデンでは、外観上の建築

規制が厳しく、文化的にも古い物を大切にするの
で、建物はそのままで、内装を改築する手法が多
い。

そのため、石畳の歩道は段差がそのままで、建
物は階段が多く、決して街はバリアフリー化され
ているとは思えなかった。

なぜこのような状態で、高齢者や障害者が、映
画を観に行ったり、旅行に行ったり、友人の家に
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遊びに行ったり
するという、娯
楽、趣味もすべ
て可能なのであ
ろうか。

これは、その
人にあったサー
ビスを必要なだ
け、国や行政が
責任を持って行
うために可能な
のである。

そして、普段
から困っている人を見たら誰でもすぐに手伝うと
いう精神、人として、人を大切にする、人を思い
やる心を、私たちが訪問した保育園や幼稚園で、
一番大切なこととして子どもたちに教えていた。

「読み書きは遅れても小学校で取り戻すことがで
きるが、人間性の教育、心の教育は小さな頃から
教えなければならない。」と、「自分の意見をしっ
かり持ちながら、相手の意見もよく聞くというこ
とから始めているのだ。」と、訪問先で教えてい
ただいた。

また、小学校で、自分に向いた職業を探す手助
けをし、卒業後は自ら志す職業の専門学校に行く
のである。

さて、日本はというとハード面のバリアフリー
化はかなり進んできている。歩道はきれいに舗装
され段差も少なく、公共的施設はエレベーター、
エスカレーターが設置され、点字ブロックもかな
り敷設されている。

しかしながら、モラル、マナーの悪いのが問題
である。歩道や点字ブロック上に自転車や自動車
を放置して、車椅子やベビーカーを押した人が、
危険な車道を通行しなければならない状況や、公
共交通機関で座席を譲らない人をよく見かける。

さらには単身の高齢者や障害者が、民間賃貸住
宅に入居することを断られたりするケースもよく
聞いたことである。

これは、人間性の教育、相手の気持ちを思いや
る心の教育という
ことに関して、幼
稚園、小学生から、
受験という競争社
会に巻き込まれる
ために、おろそか
になっているので
はないだろうか。
さらに、そういう
ことが一端とな
り、いじめの陰
湿・深刻化や学級
崩壊など、集団の
中での人間性より
も個人主義になり
つつあるのではな
いかと考える。

おわりに
日本は戦後、焼け野原から経済的に奇跡的な発

展を遂げ、三種の神器など物質面での豊かさを追
求してきたが、個人の主体性が弱く、行政主導の
社会システムを構築してきた。

そのため、福祉、教育、医療などにおいて個人
の意向や精神面での満足感があまり重視されてい
ないのではないだろうか。

かたや北欧のデンマーク、スウェーデンは経済
的な発展よりも、高率の税金を負担することによ
り、全ての国民の生活を保障し、所得格差が少な
く、福祉面での豊かさを追求してきた。

高緯度の北欧は、冬の暗くて長い夜を快適に過
ごすため、暖かみのある独特のインテリアが発達
し、贅沢ではなく、質素ではあるが、家族ととも
にゆったりと過ごす、心地よいひと時（Hygge）
の精神をとても大切にしているので、同じように
福祉、教育、医療などにおいても個人の意向や精
神面での満足度が重視されているのではないだろ
うか。

結論として日本とデンマーク、スウェーデンの
社会は、単に福祉の度合いが違うということでは
なく、精神的な幸福度の尺度が違うということで
あった。

この度の研修を通じて、見聞を広め、知識を増
やし、多種多様な施策を学ぶ事が出来たが、研修
生の同志達も各々の自治体に戻り実践するのはこ
れからである。

私の所属している自治体は文教都市と銘打って
いるので、その名に恥じぬよう、微力ながら自分
の考え、意見を述べていきたい。

最後に、本研修をプロデュースして下さったマ
ッセOSAKAのスタッフ、約１年にわたる事前事
後研修をして下さった講師の野村先生をはじめ、
本研修に快く参加させていただき、ご迷惑をおか
けしたであろう職場の皆様方に、この場をお借り
して心からお礼を申し上げる。

『参考文献　ユニバーサルサービスのデザイン福祉と
共生の公共空間　大沢真理ほか　有斐閣　2004
年』

『参考文献　福祉の国は教育大国　小島ブンゴード孝
子　丸善ブックス　2004年』

『参考文献　ノーマライゼーションが生まれた国デン
マーク　野村武夫　ミネルヴァ書房　2004年』

［引用文献１　2008年８月27日朝日新聞　北欧に学
ぶ　各国の国民負担率と付加価値税率より抜粋］

（注１）外務省ホームページから
（注２）合計特殊出生率とは厚生労働省の人口動態統

計の15歳から49歳までの１人の女性が一生のうち
に平均何人の子どもを産むかを示す数値。

朝の通勤風景・自転車専用道路
で子どもを安全で快適に運ぶ３
輪自転車

ストックホルム市庁舎にある
ノーベル賞舞踏会が行われる
黄金の間
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１．はじめに
ゆりかごから墓場までといわれる北欧の福祉。

そのなかでもデンマークは、世界で一番住みやす

い国であるという調査があります。その理由は豊

かな福祉システムにあるといえます。

英レスター大学の研究者が平均寿命や経済状況

などを数値化し比べた調査「国民の幸福度」結果

で、第１位にランキングされたのがデンマークで

あり、日本はなんと90位である。

また国民総生産が世界で６位であり、食料自供

率にいたっては300％という日本の40％とは比較

にならないすごいものです。

いずれの数字を取ってみてもこの違いはどこか

ら来るのか、最も興味深いことであり、これから

のまちづくりを進める上で重要な課題であるとい

えます。

２．日本人にない合理的な考え方
デンマークは核家族で子どもの独立は早く18歳

になると親元から独立します。親の面倒を見る義

務はなく、老人の介護は福祉サービスのプロが行

う。

生活スタイルとして、結婚すると新婚時代はコ

ンパクトなアパートに暮らし、子どもができると

庭付きの一軒家に引っ越す。子どもが独立すると、

また暮らしやすい小さな家に暮らす。老後はケア

ホームなどに移る。そこが最後の家。日本のよう

に土地や家を子どもに相続するということはな

く、子どもはその家が欲しいなら親から買う。親

もその売ったお金で、新しい家を探す。その都度

ニーズにあった家に引っ越し、日本のように先祖

代々の土地を守るといった考え方は全くないこと

に文化の違いを感じました。

デンマークは共働きで専業主婦はいない。高い

税金を払うためにせっせと働く。しかし、妻の出

人こそ重要な資源

～幸福度世界一の国に学ぶ～

貝塚市　西　秦　幹　雄

産や育児のための休暇が保障されており、子ども

が小さい間は両親とも十分な休暇を取り、子ども

たちとの時間を大切にし、家族の絆を深める。こ

のように減り張りのある生活であることに日本に

はないよさを感じました。これは週37時間の労働

時間や、年に６週間の有給休暇を皆が消化しても、

国民総生産が世界で６位であることが物語ってい

る。

医療については家庭医制度があり、入院は最低

限の４～５日が基本で療養型の病院はない。日本

のように終末医療に多くの医療費を費やすといっ

たことはないようである。これは私たちが訪問し

た高齢者福祉施設でもスタッフはヘルパーや看護

師で医師はいない。これは高齢は病気ではないと

いう考えと、それぞれに家庭医がいるということ

からである。

環境面に目を向けると、平らな地形を活かし自

転車が活用されている。現在の自転車通勤率は

36％で50％を目指しているという。若い女性もヘ

ルメットをかぶり爽快に走っているのが印象的で

あった。しかし寒く長い冬や、突然の雨など変わ

りやすいデンマークの気象を考えると並大抵なも

のではないことが伺われる。

３．高い道徳観念、モラルに裏打ちされた社会
デンマーク人は個性が強い民族であり、人の言

うことを聞かず自分の思うままの生涯を送るとい

う。長生きよりも自分らしい人生をおくることを

大切にしている。

組織は平坦で人から命令され、押さえつけられ

ることを嫌う。自己決定（個人尊重）、自己責任

が徹底している国民である。

福祉は手厚く、高齢者、障害者福祉などの全て

において個々のニーズにあわせたサービスがなさ

自転車道が整備されたコペンハーゲンの街
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れている。標準型のサービスはなく、この人には

何が必要か、この人に足りないものは何か、それ

を先ず見極めたうえでのサービスをおこなってい

ることが満足度を高めている理由である。足りな

いものは補うが、できることは全て自分でやりな

さいという厳しい社会でもあり甘さがない。

これらは全て自分たちが支払った税金で賄われ

ていることをしっかり認識しているからで、政治

についても感心が高い。90～95％という投票率に

より選ばれ信頼された、179人の議員により国民

の意思を反映させたガラス張りの政治が行われて

おり満足度も高い。

医療費についても通訳してくれたフォースベヤ

ー氏によると「医療は無料だから、皆さん医者に

よくいくんじゃないかと、また過剰診療はないの

かとよく質問されるのですが、デンマーク人は医

者に行くほど嫌なことはない。病院にいくほど悲

しいことはない。と思っている国民ですからかえ

って手遅れになる」と話していた。

また電車の駅には改札がなく、電車もバスも全

て自分で改札、検札、全て自己責任において行う。

しかし電車で切符を持っていなかったら、１万

2000円の罰金が科せられるという。また路上駐車

しているように見えた車も、自己管理しているこ

とに驚いた。車の前にタコメーターのような時計

があり、停めた時間分の切符を買うとのことだ。

信頼関係・モラルにより成り立っている社会

で、正直で不正を嫌がる国民性であり、自由と責

任の両輪によって成り立っている社会である。

４．デンマークを支える資源は人材
かつてデンマークは、バイキング時代には北欧

の強国として一世を風靡したが、度重なる戦争に

よって衰退し多くの資源を失った。そのような状

況でデンマークが生き残る道は人的資源を最大限

に生かすことであった。

今の福祉国家としてのデンマークを支えている

ものは、人材であり、教育であることに気づかさ

れる。教育は学力を追わず、質の高い人間を育て

るものである。

私たちの訪れた森の幼稚園でも、自分で決定権

を持つことを子どものときから培っている。子ど

もに体験・学習させ、子どもたちが権利や意見を

出しあい、自然の静かな環境で物事を深くつきつ

め、なぜ、どうすれば問題解決できるかなど、コ

ミュニケーションをとりながら学ぶ。先生は言葉

を選び、大人も子どもも同権であることを認識さ

せるが、ただ社会では責任ある大人のほうが立場

は強いことも教えるという。

義務教育を終えると、資格を取るための教育を

受ける。国民の多くは何らかの資格を持っていて、

全ての人がその道のスペシャリストである。デン

マークでは、大学に行くのは医師、弁護士や教師

などの資格を取る人だけで、それ以外の人は専門

学校に通う。日本と違って、公務員も資格をもた

ない一般事務員という人は少なく、多くは何らか

の資格を持った専門職である。

また生涯教育も盛んであり自分を磨くという意

識が強く、職場では自分たちの受けた資格を磨く

という意味での能力向上のための再教育、再訓練

が行われている。こういった研修は、労働組合が

職場の環境補償として常に出す要求であるとい

う。

５．おわりに
デンマークの福祉は、所得税が50％、消費税が

25％という高い税金によって支えられているの

で、福祉施設は日本とは比べ物にならないほど整

備されたものであるとの先入観があったが、実際

に訪れてみると、ハード面での充実ではなく、ソ

フト面の充実であったことに気づかされた。

人によって支えられているものであり、それは

人を育てる教育が根底にあってのことである。

幸福度は満足度であると話していたが、幸せの

感じ方は人によっても違う。デンマーク方式を文

化の違う日本に取り入れても幸福度が１位になる

わけではない。しかし教育により人を育て、モラ

ルの高い人によって社会が支えられることには違

いが無いのではないか。

国会議事堂（国会は一院制）
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信頼関係で成り立っている

福祉先進国

千早赤阪村　菊　井　佳　宏

１．はじめに

デンマークの国土面積は北海道の半分の約４万

3000平方キロメートルで、人口は東京の半分以下

の約547万人である。しかし、国の経済的な指標

である国民一人当りのGDP（国内総生産）やGNI

（国民総所得）は日本を上回っている「小さくて

大きな」国である。

また、2006年に英国レスター大学の社会心理学

分析の研究者が発表した「世界幸福度マップ

（The World Map of Happiness）」の指標では、

世界１位がデンマーク、７位がスウェーデン、90

位が日本である。もちろん人それぞれにより幸福

度や満足度、豊かさなどの感じ方は違うが、世界

178カ国のユネスコ、WHOなどの国際機関の報告

書を分析した結果である。

デンマークでは、今後高齢化が進みこれまでの

ような高負担高福祉型社会を将来維持できなくな

るため地方分権を進めた。2007年には、13あった

県を廃止し５つのリジョン（地区）に再編、271

あった市は人口３万人以上を目途に合併し98市に

減らした。リジョンは、医療を担当し、以前の県

の役割は国と市に再配分するなど大胆な行政改革

に取り組んだ。

２．社会が育む「人的資源」

デンマークは、「人は誰もが社会に貢献できる

人的資源をもっている」という考えで教育を重視

している。デンマークには、約2120校（公立約

1690校、私立約430校）の義務教育学校がある。

義務教育は日本の小学校と中学校と同様に９年間

であるが、小学校と中学校の区別のない９年間一

貫の学校である。また、６歳の就学前の子どもが

通う「０年生」がある。幼稚園で自由に遊んでい

た子どもたちは、０年生になると学校の施設内の

教室に拠点を移す。内容は、幼稚園に近いが、学

校の枠の中で徐々に学校生活のリズムに慣らして

いくのが目的である。

義務教育を終了すれば、約４割の生徒が職業教

育を受ける職業訓練学校や職業訓練基礎教育のコ

ースへ進み、約３割の生徒は大学進学コースであ

るギムナシウムと呼ばれる高校で３年間学び、大

学入学資格を得て大学へ進学する。大学は、医者、

学者、エンジニア、教師などの資格を取得するた

めの専門職養成の場である。基本的にサラリーマ

ンの養成所でなく、日本のような受験競争や受験

予備校的なものは存在しないようだ。

福祉や医療と同様に義務教育から大学までの学

費は無料で、すべての子どもに平等な教育の機会

が与えられる。社会的地位に関わらず誰でも平等

に福祉サービスを受けることができるのと同様で

ある。

デンマークの最大資源は「人的資源」なので、

学びたい人には学ぶ機会を与える。教育を受けて

資格を取った人は「社会に育てられた」という意

識が醸成され自然と社会や国に対しても恩返しす

る機運が生まれ，市民一人ひとりが高い参加意識

をもつことになる。

義務教育学校の教育方針や制度などに関して

は、教育省が法律で定める。市では、全体的なカ

リキュラムを決め学校の財務管理などに責任をも

利用者のニーズに合わせたデイサービス
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つ。国のガイドラインは教科によってすべて異な

り、指導項目の内容も教育省から市に提出され、

さらに市の方針や指導目標が加えられて学校長に

届く。しかし、権限委譲が徹底しているので、学

校運営や学力目標に達するためのカリキュラムの

作成などは学校の役割である。

義務教育学校の運営資金は、市の負担で学校に

交付されている。学校が施設の維持管理費、教職

員の人件費、教材費などを支払っている。１クラ

スの児童生徒数や教職員数はガイドラインで決ま

っているが、それ以上配慮するかどうかは学校長

の裁量で決められる。教科書の選択や卒業後の進

路のための準備教育をどのようにするのかなども

同様に学校の裁量である。もちろん多くの授業を

やろうとすると教員の配置を多くする必要がある

が、予算の範囲内での予算配分や職員の人事など

も校長の判断で、創意工夫しながら効率のいい運

営を行っている。学校では、保護者などで運営組

織が設置され学校の予算や教材選定、校則などの

承認を得ることにより透明性を図っている。

３．教育先進国は福祉先進国

日本は、ピラミッド型や縦型社会だと言われて

いる。デンマークは、地形も平らな国だが社会構

造そのものも平たんな構造になっている。

お互いの立場を把握しつつ「社長と平社員」、

「校長と生徒児童」もファーストネームで呼び合

う。校長は全校生徒、全校児童の名前を知ってい

る。知っていなければ校長にはなれない。いつも

校長の顔がすぐ近くにあり信頼関係ができてい

る。教師は常に生徒や児童の目線に立ち、遅れる

生徒や児童には補助教員がつくが、受験や競争原

理には向かない。個性を尊重し一人ひとりの能力

や才能に見合った教育をし、小さい時から共生を

教えていくことが重要である。

福祉制度を充実させるには義務と権利を主張す

るべきで、そのためにも教育は大切である。教育

先進国は福祉先進国である。

４．おわりに

日本では、子どもの教育費や高齢者になったと

きのために貯金をするが、福祉先進国のデンマー

クではすべて国が面倒をみてくれる。貯金をする

代わりに所得の約50％を税金として国に預けてい

る。「福祉サービスの質を落とすなら税率を上げ

てほしい」と市民が望んでおり「高負担でもそれ

が適正に市民生活に還元されるので構わない」と

のことである。

医療、教育、福祉は市民の税金からという当た

り前のことが当たり前のように行われて、市民に

広く浸透し受け入れられ、国や自治体に対する安

心感や信頼感があるので滞納もない。

国や自治体が「市民から税金を預かり還元して

いる」という意識が根強いのである。

日本とデンマークでは、国や自治体に対する信

頼度・透明度は、「100ボルトと220ボルトの電圧

の違い」以上に大きいのである。

デンマークがすべてにおいて日本より優れてい

るとは思わないが、学ぶべきことは多い。「国民

性が違う」「国の規模が違う」「日本にはなじまな

い」で、終わらせてはならない。

現地講演会の様子
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１．デンマークが注目されている

デンマークは北欧の中でも面積が九州くらい

で人口約540万人という小国であるが、世界で最

も福祉の取り組みがすすんでいる国の一つであ

る。また、福祉のみならず、国民の生活に最も

密接に関わる医療、教育については原則無料、

さらに年金については無拠出で、国民の基本的

な生活が保障されている。もちろんその行き届

いた社会保障の財政的な裏づけは、世界で最も

高い税率１）に基づく税収によることはいうまで

もない。

このように国民の生活が、国の責任において

保障されている国は「福祉国家」といわれるが、

デンマークでは、国民すべてが胎児から死後に

至るまで安心して生活でき、さらに、社会連帯

と共生の社会理念に支えられ、それぞれの生き

方や生活の仕方が尊重されている。そしてデン

マークは世界で最も住みやすい国という意味で

「生活大国」と呼ばれている。

国によって経済的な貧富の差がどの程度であ

るかを、所得の不平等さで示す「ジニ係数」（所

得配分不平等度）２）で比較した調査結果がある。

これによると2004年のOECDによる貧困率の調査

でも加盟国の中で最も低い国としてデンマーク

（4.3％）が登場している。日本は5番目に高い貧

困率（15.3％）で、OECD全体の10.7％をはるか

に超えている。最近の日本が格差社会に移行し

て貧富の差が拡大しているという指摘を裏付け

る数値である。

従ってデンマークが貧富の差の最も少ない国

であるばかりか、先ほど紹介したように世界で

最も住みやすい国の一つであるといわれるのは、

米国ペンシルベニア大学リチャード・エステス

教授が1991年に124カ国を対象に、国連や世界銀

行のデータを使って保健、福祉、医療、人権、

市民的自由、女性の社会的地位などの46項目で

調査して総合した結果、デンマークが１位を獲

得したが、それ以降10年以上トップを維持して

いることからも指摘できる。また、人生の満足

度について178カ国を対象とした1995年から2005
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デンマークに何を学ぶか

京都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部
教授　　野　村　武　夫　氏

■略歴■

同志社大学大学院文学研究科社会福祉学専攻修士課程修了。京都

YMCA主事、滋賀文化短期大学を経て、現職。

社会福祉法人京都障害児福祉協会理事、社団法人葵橋ファミリークリ

ニック常任理事、同志社大学社会学部、同志社女子大学の非常勤講師

などを歴任。

毎年、デンマークを訪問し、福祉の現状などについて調査研究を行な

うほか、デンマークの福祉、文化などに関する講演活動も多い。

著書には『はじめて学ぶグループワーク』（単著・ミネルヴァ書房）

『ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク』（単著・ミネルヴ

ァ書房）などがある。



年の調査でもデンマークが１位とする調査報告

がある。

さらにデンマークは、後で触れるが、いまや世

界的な福祉の理念として確立したノーマライゼー

ションという考え方を生み出した国でもある。

貧困率が世界最小、政治のクリーン度が世界

一３）、国際競争力もずば抜けて高く４）、国民一人

あたりのGDP５）も高い水準を保持している。男

女平等が広がり、女性が働きやすい環境整備と

子育て支援が充実し、少子化も克服している。

環境保護や地球温暖化の取り組みも積極的であ

る。デンマークが取り組んで成果を挙げている

このような課題は、今日日本がぶち当たってい

て、しかもどれも有効な解決策を見出していな

いものばかりである。なぜデンマークは小国に

もかかわらず成功しているのか。この秘訣を探

ることはいま深刻な不況と貧困格差の広がる日

本にとって有益なことである。

２．デンマークの社会や福祉が発展してきた

理由

ここで「福祉大国」として成功しているデン

マークの発展を促してきた要因について順に述

べてみたい。

（１）北欧モデル

北欧モデルとは北欧諸国、とくにデンマーク、

スウェーデン、ノルウェーの社会政策、あるい

は社会福祉政策に共通した政策形態を指す。こ

れら北欧３国それぞれの社会福祉政策の内容に

おいては、多少の相違はあるが基本的には以下

の点で北欧モデルとして共通している。

①　市民権を基礎とした社会福祉である。すな

わち社会福祉の対象はすべての市民であり、

す べ て の 市 民 の 包 括 す る 普 遍 主 義

（universalism）的な社会福祉である。

②　基本的な福祉サービスの提供はパブリック

セクターがおこない、市場原理、競争原理を

排除し、どこに住んでいても平等なサービス

を受けられるようにする。

③　「胎内から墓場まで」の包括的で、広範囲

な福祉サービスが提供されている。

④　社会サービスの財源は主として税金である。

⑤　徹底した所得再分配政策が行われている。

すなわち高額所得層からの累進徴税と、低所

得層への重点的サービスの提供。

⑥　社会政策の目標は平等の達成である。平等

は機会均等、安全、安心感と並んでほかの価

値以上に優先される政策的価値として位置づ

けられる。

このように北欧モデルが内包する理念は平等

性、普遍性であり、これらは民主主義の基本原

理に合致するといえよう。また北欧モデルは政

治的・経済的・社会的な平等性という民主主義

的価値の実現を前提としており、長年にわたる

民主主義を基礎においた社会発展の過程で築き

上げられた成果である。

（２）ノーマライゼーション―共生と連帯意識

デンマークは、ノーマライゼーションという

世界的な福祉理念が発祥した国であるが、この

事実はあまり知られていない。ノーマライゼー

ションは、障害のある人の生活条件を、障害の

ない人々の生活条件に限りなく近づける、とい

うことであり、たとえ障害があっても人間とし

て平等であり、尊厳ある生活をいとなむ権利を

有し、可能な限り障害のない人と同じ生活条件

を保障するという理念である。この理念は、そ

の根幹に平等、自由、共生、博愛、権利擁護と

いった福祉の発展に不可欠な基本的原理を包括

している。

（３）自由と自己決定を尊重する国民の意識―政

治意識も高い

伝統的にデンマークはできるだけ個人の自由

を認める傾向が強い国である。個人の価値観、

生き方、職業、教育、ライフスタイルなど、ど

のような形を選択するかは基本的に個人の自由

である。自由が尊重されるということは自己決

定の大前提であるので、できるだけ個人の自由
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を認めるということは、その人の自己決定を尊

重しようということである。

デンマークでは歴史的に見て、時の国王、政

治権力者、貴族、大地主などの支配者に対する

抗議、抵抗の過程を経て、デンマークの政治や

市民社会のなかに個人の自由、自己決定を尊重

する民主主義的な意識が根づいてきた。このよ

うな意識の中から福祉の実践においても、個人

の自己決定や生き方を尊重するという精神が育

てられたといってよい。

（４）著しい女性参加―女性の地位が高い、リー

ダーシップを発揮できる環境

デンマークが福祉先進国、生活大国としての

地位を築くことができた背景には、この国の女

性の力に負うところが大きい。北欧諸国は女性

の社会進出の著しいことで知られているが、そ

の一つの指標である15歳以上の全人口に占める

労働力人口（労働力率）は約75％（2006年）で

ある。

高い就業率を保つ理由としては、経済発展に

よる労働力の需要が急速に高まり、雇用の機会

が急速に拡大したためでもあるが、現実的な事

情として、一つには共働きしないと高い税金の

負担ができないという背景がある。二つ目には

離婚率が高く、母子家庭が増えているため、子

どもをもつ女性が働く場合が多い。したがって

保育園の数は多い。そして三つ目には、高等教

育を受けた女性の就業や社会参加の意欲が高い

という指摘がある。

デンマークでは多くの女性が社会に進出する

ことによって、働きやすい環境整備はもとより、

福祉や医療などの分野でも制度や行政によるサ

ービスがめざましく発展することになった。世

界的に誇れる高齢者への福祉サービスの充実は、

人口の高齢化というよりも、女性の社会進出の

結果だといったほうがよい。多くの女性が働き

にでているので、高齢者のケアは社会全体の責

任となった。これによって24時間いつでも対応

してくれるきめ細かな訪問介護、訪問看護のシ

ステムが制度化されたのである。

（５）地方分権

デンマークに限らず、北欧の福祉が高度に発

達することができた要因の一つとして、社会福

祉政策の展開過程での分権制度の広がりがある。

デンマークにおいても福祉施策が充実した背景

には、1970年の地方自治体改革による徹底した

地方分権の制度化が大きく影響した。これによ

って福祉、医療、教育など市民生活に密接にか

かわる政策は、住民の最も身近な自治体が大幅

な権限を有することになった。その結果住民側

の目線にそったきめ細かなサービス提供が可能

となった。しかも自治体の福祉行政に対しては

高齢者委員会、障害者委員会といった後述する

ユーザー・デモクラシーのシステム（参加民主

主義）が機能しているし、非常に高い投票率に

よる選挙（市民の政治参加）によって、住民の

意思やニーズを政治や政策に反映させることが

容易となっている。

このような高度に発達した分権制度と、市民

参加の民主的な仕組みを基礎とするパブリック

セクターによる政策の推進は、北欧モデルの中

核たる普遍主義を媒介として、住民本位の福祉

サービスの展開に寄与しているといえよう。

（６）ユーザー・デモクラシー

デンマークでは、民主主義の発展と浸透によ

って国民の政治意識の向上、国民世論の政策へ

の反映、政策決定過程の民主主義的手続きの明

確化が進んだ。そして、行政による政策決定や

その実行にあたって、行政サービスの直接的に

対象となる市民（ユーザー）が行政に対して意

見を述べたり、提言や助言をしたり、要望する

ことのできる公的な制度（組織）が確立する。

これはサービスの対象となる市民自らが、自分

たちの福祉を充実させることのできる公的なシ

ステムで、市民、サービスの利用者、当事者自

らが市民の立場で意見や要望を、行政の政策決

定に民主主義的な過程と手法で反映させるので

ある。このように公的な市民組織による民主的
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な政策決定や、それにもとづく政策実行を含め

て、その過程や制度全体をユーザー・デモクラ

シーと呼んでいる。

ユーザー・デモクラシーの具体例として、高

齢者委員会を紹介すると、高齢者委員会は1997

年に法制化され、各コムーネ（自治体）に必ず

置かれている。４年に一度の選挙によって60歳

以上の高齢者が立候補でき、60歳以上の住民が

投票する。任期4年で無給、委員の数は最低5人

で、コムーネの人口によって数は異なる。自治

体は新しく高齢者福祉の政策や計画を決めると

きは、必ず高齢者委員会に諮問しなければなら

ない。委員会は月１回開かれ、議会や当局の高

齢者福祉政策や方針などについて検討し、意見

を述べたり、助言する。この委員会はまさに高

齢者の高齢者による高齢者のための委員会で、

デンマークの民主主義が市民生活に制度として

定着していることを示す一つの例である。

（７）自由、連帯、博愛、共生の精神が定着

デンマークでは市民社会における民主主義の

普及・浸透とともに、民主主義が内包する重要

な価値として、自由、連帯、共生、博愛といっ

た市民社会の精神的価値が広がり、これによっ

て人間本位の社会の実現や自由を尊重する社会

風土、デンマーク固有の文化の醸成に多大の貢

献を果たしたと見ることができる。ノーマライ

ゼーションの理念もこのようなデンマークの市

民社会から誕生したといえるのではなかろうか。

３．民主主義をはぐくむデンマークの教育

デンマークの民主主義は、国民が長い歴史を

経て勝ち得た貴重な財産であるが、その民主主

義を市民社会の規範としてだけでなく、デンマ

ークの国民生活の質的な発展の原動力となった

のがデンマークの教育である。デンマークの教

育基本法第１条では、学校は保護者と協力して

生徒個々の個性を伸ばすことにつとめると同時

に、社会性を身につけること、および民主主義

を徹底して教えることを目的に掲げている。と

く に 日 本 の 小 中 学 校 に 当 た る 国 民 学 校

（folkeskole）の教育方針の中心は、生徒に民主主

義を教えることとされている。

ホームルームは民主主義を体得する大切な機

会であり、そこでは話し合いを重視し、物事を

決める過程では他人の意見を尊重することを学

ぶ。生徒は人の意見を聴くことで自分とは違っ

た価値観やものの見方があることを知り、自分

の意見が尊重されることを知って、自分も他人

の意見を尊重する大切さを学ぶのである。ルー

ルはみなで話し合って決め、みなが納得できる

まで十分に話し合う。このような姿勢が知らず

知らずのうちに生徒たちが学校教育の中で民主

主義を身に付けることになるのである。もちろ

んこのような訓練を通して平等と自由の大切さ、

お互いの価値観を尊重することの意義を理解す

るのである。

このような教育現場での民主主義の訓練を経

験した子どもたちが、将来社会で活動するとき

に、当然に社会において自由、平等、人間の尊

厳と権利、共生、連帯といった民主主義の根底

を支える価値を共有し、社会形成に貢献するで

あろうことは疑う余地がない。

４．おわりに

デンマークを学ぶことによって、現代の日本

が直面する数々の課題をどのように認識し、ど

のように対処すべきか、そのためのヒントをわ

れわれに与えてくれるようである。そして本当

の豊かさは何かという問いにも思いをはせるの

である。

いのちと安心できる暮らしと、それを保障す

る制度や仕組み作ること、これこそが国や自治

体の究極的な使命であろう。デンマークの市民

社会の成り立ちや、根底にある理念を振り返っ

てみてそこから学びえることは、人間の価値や

尊厳、生き方を尊重するところにおいて真の福
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祉が育つということである。行政においても然

りであろう。つまり民主主義を成り立たせてい

る基盤（自由、平等、人権尊重など）を尊重し、

これに基づいて実践されるところにおいて福祉

はもとより、住民の側にたった人々の質の高い

生活や行政サービスが実現されるのではないだ

ろうか。

民主主義の理念、すなわち社会を構成するそ

れぞれの人々の自由と多様性を認め、人間とし

ての尊厳と人権を尊重する理念が、絵に描いた

餅ではなく、市民生活の具体的な営みの中で自

覚され、尊重されることによって生活の質

（QOL）が豊かにされると考える。「生活の質」

は物質的な、量的な側面で論じられるような要

素よりも、むしろ自己実現、安心感、満足感、

充実した気分、生きがい、心の豊かさといった

目に見えない要素によって実現されることが多

い。このような数量的な測定になじまない、目

に見えない要素の保障は何によってもたらされ

るのか。

家族や学校や地域であれ、また、職場やさま

ざまな社会組織であれ、人と人が関わりあう場

所において、人間の尊厳を守り、自由が尊重さ

れ、多様な価値を認めあい、人権が守られるよ

うな地域社会の形成が21世紀社会における課題

である。そしてそのような地域社会の実現に向

けた行政のかかわり、住民と行政の関係のあり

かた、行政サービスの質の向上のシステム形成

など、課題は多い。デンマークで定着している

ようなユーザー・デモクラシーのシステムをど

のようにして日本の社会に構築できるのか、と

いう点も検討する価値がある。ますます進行す

る少子高齢社会を前提として、個人の価値観や

生き方の多様化がすすむ日本社会において、持

続可能な社会を形成するために、どのような政

策を立案・実行していくのか。教育の領域にお

いても21世紀社会を発展させる人材の育成のた

めに、教育のありようや目標を検討することも

重要となってくる。

このような重要な課題を検討するうえにおい

ても、デンマークの取り組みとそれを可能にし

た思想を学ぶことは、大変意義のあることであ

る。

注

１）デンマークの税率は所得税が平均50％、消費税

が一律25％となっている。スウェーデンやノル

ウェーでは食料品に関しては12.5％である。

２）ジニ係数

ジニ係数はイタリアの統計学者ジニに由来してい

るが、例えばある国で所得が完全に均等に配分さ

れている場合は、ジニ係数ゼロとなり、１に近づ

くほど不平等が高くなることを示す。2004年の

OECDの調査によると、先進諸国のジニ係数で最

もゼロに近い国がデンマークで0.225、ついでスウ

ェーデンで0.243とつづいており、日本は15番目で

0.314となっている。

３）「朝日新聞」2008年10月30日（朝刊）。デンマー

クはニュージーランド、ノルウェー、とともに

148カ国中第１位、日本は政治や経済の清潔度18

位となっている。

４）国際競争力ランキングは世界134カ国・地域で、

１位はアメリカ、２位スイスについで３位がデ

ンマーク。日本は８位。（「朝日新聞」2008年10

月９日　夕刊）

５）一人あたりのGDP（2006年）はドル換算で、デ

ンマークは51,700ドル、日本は34,252ドル。
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デンマークという国

デンマークはどんな国かといわれると、私は

まず最初に「小さくて大きな国」という表現を

します。面積は北海道の半分で、人口はたった

547万人ですから大阪府よりずっと小さく、それ

が国になっているわけです。

Ａ班は初日に地方の町までかなり長いドライ

ブをしましたが、地方に行きますと、風力発電

機が田園風景の一部としてあちこちに見られま

す。デンマークはパンケーキのように平坦な国

だとよく言われますが、まさにそれを今回、特

にＡ班の方は感じられたと思います。

地理的に平坦であるだけではなく、デンマー

クの社会構造そのものも非常に平坦です。日本

は縦型社会とよく言われますが、デンマークは

トップと底辺の距離が、いろいろな意味で非常

に短いと感じます。学校でも、会社でも、組織

でも、もちろん地方行政においても同様です。

ですから、例えば学校の校長先生が子どもたち

をファーストネームで呼び、子どもたちも校長

先生をファーストネームで呼びます。会社でも、

平社員と社長がファーストネームで呼び合って

います。立場上の違いというものは把握しつつ

も、それだけ親近感があるのです。校長先生な

どは、全校生徒全員の名前を知っています。そ

れほどでなければ校長は務まりません。そのぐ

らい、いつも校長の顔が生徒のすぐ近くにある

というのが、平坦な社会構造ではないかと思っ

ています。

ではなぜ「大きい国」と表現するかと言いま

すと、福祉先進国として世界的に知られている

だけでなく、国民一人当たりのGNP（国民総生

産）国際比較では、デンマークが、何と世界で

第６位なのです。これはすごいことです。ご参

考までに2005年の統計で１位はルクセンブルク、

２位ノルウェー、３位アイスランド、４位スイ

ス、５位アイルランド、６位デンマーク、７位

米国、８位スウェーデン、９位オランダ、10位

フィンランドです。日本はもちろん総生産は多

いのですが、国民一人当たりですと、ベルギー
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としては、『モア ―あるデンマーク高齢者の生き方』、『福祉の国は教育

大国』、「つらい介護からやさしい介護へ」などがある。
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と並んで13位です。トップ10の中にはノルディ

ック５カ国が全部入っています。つまり、この

尺度で測りますと、スカンジナビアの諸国は勝

ち組ということになります。麻生首相は国会で

「中福祉・中負担」で行くと明言されましたが、

高福祉・高負担で行く北欧タイプが今勝ち組に

なっているのは事実です。「中福祉・中負担」で

行くという日本の考え方にもそれなりの理由が

あると思いますが。

また２年ほど前、イギリスの大学の研究者た

ちが出した「世界幸福度マップ（The World

Map of Happiness）」というものがあります。世

界のどこの国の国民が一番幸福度が高いかとい

うこの調査でも、トップはデンマークでした。

幸せの感じ方は人によってかなり異なります

し、どんなにお金を持っていても不幸せだと思

う人もいるでしょう。ですから、「幸福度」とい

うのはどのように測るのか疑問に思うこともあ

りますが、私はこれを「満足度」と置き換えて

考えてみたいと思っています。つまり、小さい

子どもたちが楽しいと思って学校に行っている

か、働いている人たちがみな生きがいを感じて

自分の能力を発揮できているか、お年寄りが不

安なく日々を過ごしているか。これが満足度で

はないでしょうか。小さな幸せ、満足度が積も

り積もって社会全体の満足度につながると思い

ます。

この同じ統計で、日本が何位だったかご存じ

ですか。実は90位でした。これは悲しいですね。

Ｇ８経済大国であっても、満足度が低いという

のは、やはりどこかおかしいと私は思います。

デンマークは小さくても大国に負けずに頑張っ

ている国だと言えるでしょう。

デンマークモデル　国力はどこから生まれるか

では、デンマークのこのパワーは、どこから

生まれるのでしょうか。デンマークは小国です

から、天然資源はほとんどありません。デンマ

ーク人にとり一番大切な資源は、人的資源

（human resource）なのです。

ですから、元気な国であるためには、この人的

資源のレベルアップが欠かせません。そうでな

ければ、国際競争に勝てません。そのためには

当然、教育が必要です。デンマークにとって最

大の投資は教育であり、能力ややる気のある若

者、あるいは若者でなくても成人でも、学びた

いという人には学ぶチャンスを与える。お金が

ないから学べないというのは、社会全体として

は非常にまずいことなのです。

そして、最終的には資格教育がものを言いま

すので、教育を受けて資格を取った人たちにで

きるだけ多く働いてもらわなければなりません。

そうでなければ、先ほどのGNPにつながって行

きません。ですから、男も女も、教育を受けた

者はみな働く、これが前提です。女が働くのは

当たり前のことなので、「男女参画」という言葉

はデンマーク語にはありません。ただし、せっ
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かく能力があってやる気があっても、職場が働

きにくい場所であってはまずいわけで、デンマ

ークでは労働環境の整備を重視しています。職

場の労働環境が良くなければ、良い人材は集ま

りません。

そして、毎日の生活を安定して安心して送れ

るように、福祉と医療の整備が必要になります。

ですから、デンマークでは、教育も福祉も医療

も、揺りかごから墓場まで、誰でも必要な人が

受けられるように、公共サービスになっていま

す。

デンマークモデル　財源はどこから得るか

教育・福祉・医療どれもがお金のかかるサー

ビスであり、高教育・高福祉・高医療を望むの

であれば、高負担となります。つまり、国民み

なが、税金を負担することになります。デンマ

ーク人は、これを「ソリダリティー（連携）の

精神」と言っています。これはあまり日本では

聞き慣れない言葉かもしれませんが、各自が収

入に応じて、目いっぱい出せるだけ出すことが

「ソリダリティー」なのです。

所得税は今、国税と地方税で構成されており、

均一ではありませんが、平均すると、50％程度

です。一般の日本国民の所得税は15％ぐらいで

しょうか。これが50％になったら生活できます

か？デンマークの人たちはこれで生活している

のです。

さらに日本の消費税に相当する付加価値税は

25％で、世界一です。これはすべての商品・サ

ービスに付けられていますので、物価は高いと

思われるでしょう。ここまで申しますと、デン

マークに住んでいなくて良かったと思われるの

ではないでしょうか。

しかし、これらの税金が主に教育、医療、福

祉に向けられています。全てが無償という時代

は終わりましたが、教育費は基本的に無料です。

大学院まで行こうと、入学金も、授業料もなく、

生活費まで若者に税金から支給されています。

つまり、自分の子どもに直接教育費を出すので

はなくて、社会の学びたい若者に出していると

いうことになります。それがソリダリティーな

のです。ここが日本と違います。

私たちが一生懸命働いて出した税金が、無駄

に使われたらば困ります。ですから、公共サー

ビスは、質の向上と合理化・効率化を図らなけ

ればなりません。そうしなければ、国民は許し

ません。ましてや汚職など、とんでもない話で

す。

デンマークモデル　どこから収入を得るか

デンマークでは、男も女も皆が働いて、収入

を得るから多くの税金が払えます。ではその収

入をどこから得るかですが、国内市場や公的サ

ービスだけでは経済は膨らまず、国民一人当た

りのGNP６位にはなれません。そのため、貿易

で収入を得なければ、この国は成り立たない、

つまり日本と同じ貿易立国なのです。

皆さんは、デンマーク人の半分ほどが公的部

門で働いているのではないかと思われているか

もしれませんが、現実は違います。７割は民間

で、３割が公共部門で働いています。この７割

が海外で外貨を稼いでこなければ、この国は成

り立ちません。

驚くことに、デンマークは過去35年間に、１

年たりとも対日貿易で赤字を出したことはあり
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ません。デンマークでは、多くの日本車を見か

けますし、ソニーやパナソニック、東芝、時計

もセイコーやシチズンなどが各家庭で愛用され

ていますが、総額ではデンマークから日本への

輸出の方が多いということです。

ということは、皆さんデンマーク製品をたく

さん持っていらっしゃるのだと思いますが、ど

んなものを持っていらっしゃいますか。

（参加者）家具と、電灯のかさ。

ほかの方はデンマーク製のものを持っていら

っしゃいませんか。それでなぜデンマークが黒

字なのか、不思議ですね。またデンマークでは、

50人以下の従業員、日本でいう零細企業が８割

以上を占めます。これでどうやって国際競争に

勝てるのか不思議に思われるかもしれませんが、

勝っているのです。つまり、従業員が200～300

人の中小企業でも、この製品に関しては世界一

というものがあるわけです。デンマークはテク

ノロジーはかなり発展していますから、量より

質で勝負する会社が多く、他国の大企業がやろ

うと思えばできるが、採算が合わないから手を

ださないようなモノづくりを敢えてやっていま

す。つまり「すき間産業」が特徴なのです。

その良い例の一つが糖尿病の薬であるインシ

ュリンです。ノボ（NOVO）という会社で作っ

ています。日本で使われているインシュリンの

約70％はデンマーク製だと思ってください。他

社のまねをして、後追いをしていては絶対に勝

てないため、他社が考えないようなものを作る。

そのためには、これができるような人材が必要

です。つまり、新しいものをクリエイトできる

人材を企業は欲しているのです。これがデンマ

ークモデルであり、このような人材を育てるこ

とが、デンマークの教育目標になっているので

す。

地方分権　国・県・市の役割分担

昨年、デンマークでは大規模な行政改革があ

り、行政システムが大幅に変わりました。それ

以前は国・県・市で成り立っていました。県の

平均人口は約30万人で、市の平均人口は２万前

後でした。県は日本であれば市のサイズ、市は

町のサイズであり、すべてワンランク違います。

以前の行政システムは38年続きましたが、今

後は高齢化が進み、デンマークの社会福祉シス

テムがこのまま維持できるかどうか分からない。

今のうちに持続可能な体制に組み替えなくては

いけないという機運が高まり、３年間の準備期

間を設けて、市を98に合併しました。そして同

時に、県をなくして、「リジョン」ができました。

これを「州」と訳される方がありますが、「州」

ではありません。「リジョン」という固有名詞で

考えてください。リジョンは、県とは異なり、

以前県が管轄していた医療だけに専念すること

になりました。議会はありますが、地方税を徴
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収する権利はありません。税という財源を直接

持たないため、立場は弱く、単に県が合併した

のではありません。これは非常にセンセーショ

ナルな大実験です。

今回の行政改革で市の規模を拡大したのは、

当然、サービスの効率化を図るという目的もあ

りますが、県がおこなってきた仕事で市に下り

てきたものもたくさんあり、それを人口２万程

度の単位でクリアすることが困難になったため、

最低３万人以上のサイズに拡大することが求め

られました。今回訪問したネストベズ市などは

４万でしたので、そのままでも良かったわけで

すが、周囲の市が小さかったため５市をまとめ

て８万の市にしました。

過去３～４年間、デンマークの公的部門は、

組織再編成に伴う人事異動で本当に大変でした

が、次第に落ち着いてきました。最終的にサー

ビスが良くならなければなりませんが、当初２

～３年はサービス低下もありうるでしょう。

デンマークでは、地方分権が非常に進んでい

ましたが、現在の政府は、市は税率を上げては

いけないなど地方自治にあれこれ制約を設けよ

うとしており、それを不満として、全国の市長

さんや市民、特に子どもの親たちが最近大規模

なデモをしました。保育所、幼稚園、学校など

公的サービスの質が落ちるのは許せない、その

ぐらいならば税金を上げてほしいと主張したの

です。みなさん、信じられますか。

地方自治と市民

デンマークでは「国民」という言葉はあまり

使わず、「市民」と言います。地方分権で、市民

意識が高いからだと思います。そして、多くの

市民が政治に関心を持っています。昨年総選挙

がありましたが、投票率は86.1％でした。４年ご

との地方選挙でも80％近くの投票率になります。

この点も、日本とはかなり違います。

今は、リジョンの議員と市の議員が地方議員

ということになりますが、どちらにしても地方

議員は基本的に無報酬です。ですから、自分の

仕事をしながら、傍らで議員をしています。た

だし、市長や知事の立場にある人は、個人の仕

事と両立できないため、給料が出ます。市議会

は、仕事が引けた後、つまり夜に、大体月に１

回の割合で開かれています。

市の行政は、市税だけでカバーされているわ

けではなく、国税も回ってきます。どれぐらい

配分されるかは、市と国の直接交渉で決まりま

す。ただ、各市が財務省と交渉するのではなく、

全国の市連盟が交渉に当たります。全国の市は

98あり、それぞれ地域性もありますが、トータ

ルとして数字を合わせなければなりません。こ

れもソリダリティーです。

各市はそれぞれに税率を決め、公共サービス

のどこにプライオリティーを置くか、自由に決

められますが、やはり相互に歩調を合わせる必

要もあります。常に社会全体、組織全体と個と

のバランスを取ることが大切です。

市はすべての公的サービスに関する年間予算

を決めますが、市の公的機関である学校や福祉

施設などの経営は、かなり独立採算制を入れて

います。つまり学校の校長や施設長など各組織

のリーダーが、経営者として予算をうまく運営

していくことになります。

地方公務員には現場で働いている人と、行政

サイドで働いている人がいます。日本ではこの

２つが大きく異なりますが、デンマークでは、

現場経験のあるプロが行政マンになる場合が多

く、お役人という雰囲気はありません。

限られた予算枠の中で良いサービスを、無駄

なく、効率よく提供することは大変なことです。

さまざまなアイデアが出され、それを試してみ

ることが大切です。ですから、デンマークの社

会というのは、ある意味でボトムアップ式です。

上からの指示で動くのではなく、下のアイデア

を汲み上げて、これが成功すれば、それを法律

にして全国に普及させるのです。
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さまざまなアイデアを汲み上げる一つのルー

トとして、市民のヒアリングシステムがありま

す。市の都市計画や実験的プロジェクトなどは、

まず市民集会を開いてヒアリングをし、その後

ワーキンググループを市民も入れて立ち上げて、

具体化していきます。行政マンや政治家だけが

アイデアを出して決めてしまうという構図は、

デンマークでは考えられません。市民が黙って

いません。高齢者も黙っていません。デンマー

クでは、どこの市にも高齢者審議会という組織

が設けられています。この審議会は、高齢者市

民代表です。60歳以上の市民が立候補し、投票

して代表を決めます。この人たちは議員ではな

いため、市議会での発言権や決議権はありませ

んが、高齢者市民の意見を汲み上げるパイプ役

を果たしているのです。この制度は、幾つかの

市がこのようなシステムを作って実験し、それ

を社会省（日本でいえば厚労省）が全国に普及

させようと法律化したものです。先ほどのボト

ムアップの構造です。

デンマーク人が考える三つの人生

日本は長寿世界一で、人生長いわけですが、

みなさんは人生を幾つに分けて考えていますか。

「第２の人生スタート」とは、一般的に定年退職

後のことを言うようなので、人生を二つに分け

ている方が多いようですね。

デンマークの人は、100人中100人が、人生を

三つに分けて考えていると思います。第１の人

生は、人間形成の成長期です。若者が学び、最

終的には資格を取ります。第２の人生は、男女

共に働いて、社会を支える生産期であり、税金

を納め、家庭を築き、自己実現する時期です。

そして第３の人生が、退職後の人生、総まとめ

の時期です。デンマークでは「余生」という言

葉も、「老後」という言葉もなく、「第３の人生」

なのです。

第１の人生：人間形成の成長期

デンマークの第１の人生の長さは、人によっ

て異なり、終える時期は自分で決めます。子ど

もには、年齢相応のすべきことがあります。た

とえば幼稚園児のすべきことは、遊ぶこと。遊

びを通じて体力を鍛え、情緒を養い、また社会

性を養います。お受験など考えられません。

そして、学校に通う児童たちは、個性が一人

一人みんな違うわけですから、学校で学ぶこと

は、自分の芽を伸ばすこと。そのために先生が

いるのです。自分は一体どんな人間としてこの

社会で生きていくか。自分は何が得意で、何が

弱いのだろう。そのようなことを考えつつ、一

人の市民へと成長していく。この自分の芽を伸

ばすということが、まず大事なのです。今、日

本では、自分で勝手に伸びていける子もいるし、

成績が悪かったり、家庭の事情や問題があって、

自分の芽を探せない、伸ばせない、自分は負け

組だと思っている若者がかなりいます。頭脳や

個性はいろいろで、できることもいろいろです

が、成績の悪い子でも何か良いものを持ってい

るはず。それを伸ばしてあげるのが先生であり、

人的資源のフル活用につながります。

というわけで、デンマークでは画一化された

授業はできません。小中学校であれば１クラス

25人がマックス。先生の教育法は、生徒により

違います。同じ数学の授業でも、教室内で生徒

が違うことをやっていたり、寝そべって勉強し

ている子もいれば、教室の外でやっている子も

いれば、一人でやっている子も、先生と向かい

合って授業を受けている子もいればと、本当に

ばらばらです。25人それぞれの芽の出方は違う

わけで、それを一人なり二人の先生でうまく育

てていくことは大変なことです。ですから、そ

れ以上の人数では教育できないとなるのです。

若者たちは最終的に資格を持つことになるの

で、学校には必ず進路指導員という特別な資格

を持った先生がいます。日本にもいますが、日

本の進路指導の先生は、次の学校をどうするか
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を指導しますね。しかし、デンマークはそうで

はありません。進路というのは人生の進路です。

次の学校をどうするかではなく、自分がどう生

きるか、どのような職が一番向いているのかを

考える。これを支援するのが進路指導員なので

す。

第２の人生：男女ともに働く生産期

ですから、18歳で第２の人生に入る人もいれ

ば、30歳近くになって第２の人生に入る人もい

ますが、とにかく自己実現と自立を目指します。

今、日本では「ワーク・ライフ・バランス」な

どとよく言われますが、家庭と仕事をうまく両

立していくのはデンマークでは当たり前のこと

ですから、この言葉は使われていません。日本

では当たり前でないから、使われるのです。過

労死もデンマーク語にはありません。子どもを

育てることは母親だけの責任ではなく、父親の

責任でもあります。また家庭における家事も二

人で分担します。そして女性も、労働市場で共

に働くのです。

第３の人生：退職後の人生総まとめの時期

デンマーク人の第３の人生は、「老いても子に

従わず」式で、子どもの世話になろうと考えて

いる人はいません。ケアが必要になったらばプ

ロに任せますが、やはり精神的な支えは家族で

す。そしていつまでも税金を払い、市民として

の責任を果たすことが、第３の人生の高齢者に

も要求されます。またデンマークの高齢者にと

って人生で何が一番大切かといえば、それは長

生きすることではなくて、自分らしい人生を最

後まで送ることのようです。

子どものいる家族支援（児童福祉） 市管轄

デンマークでは、子どもが生まれても女性は

働き続けます。出産育児休暇は合計52週、つま

り約１年です。出産と育児休暇を一度に取らな

くても構いませんが、多くの人が合わせて取っ

ています。ですから、女性は、遅くとも出産１

年後には復職します。出産は人生の一つの大き

なイベントではありますが、節目ではありませ

ん。結婚もしかりです。

女性が妊娠すると、かかりつけの家庭医にま

ず相談します。そして、出産の準備をしていく

わけですが、病院で胎児のスクリーニングを助

産婦がするときなどでは、父親も一緒に加わり

ます。

分娩は病院でおこなうケースが多く、今はほ

とんど個室です。正常出産であれば、生まれた

その日から子どもは母親の横で、小さな赤ちゃ

ん用ベッドで寝ます。実は、各個室には、もう

一つベッドがあります。これは父親用ベッドで、

初日から「川」の字で寝ることになります。そ

して、正常出産であれば、２日後に退院で、父

親は３週間まで出産休暇を取ることができます。

私の二人の婿は、２回の出産どちらの時も、当

然のこととして３週間の出産休暇を取りました。

多分今では９割方の父親が出産休暇を取ってい

るでしょう。

育児休暇は、最初の部分は母親が取ると決ま

っていますが、残りの20週ぐらいは母親、父親

どちらが取っても構いません。我が家の婿の場

合は、一人（公務員）が育児休暇を３カ月取り、

もう一人（弁護士）は近々１カ月取る予定です。

育児休暇を父親が数カ月取ることが当たり前の

時代になってきています。

その後の子育てですが、祖父母世代がまだフ

ルタイムで働いていることが多いため、実家に

里帰りする習慣はデンマークになく、初めから

両親が一緒に子育てをすることになります。た

だ、市には保健師がいて、退院後一週間以内に

連絡が入り、家庭訪問が始まります。正常の初

産の場合は、最初の１年間に７回ほど訪問して

くれて、乳児の発育チェックと育児相談に乗っ

てくれます。この保健師の家庭訪問制度は、幼

児虐待など家庭問題を早く察知することもでき

るので、非常に良いシステムだと思っています。
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日本でも是非このような制度を導入して頂きた

いものです。

さらに保健師さんは、同じ地域で同時期に生

まれた赤ちゃんとその保護者のネットワークづ

くりも、市の児童福祉サービスの一環としてお

こなっています。当初は保健師さんの呼びかけ

で集まり、その後は自主的に各家庭を持ち回り

で回っていきます。そういう仲間が一生涯の友

達になることもあるようです。

デンマークでは、０歳児から学校に行くまで

の子どもたちを統合して、一緒に扱っている児

童福祉施設（デイケア）が多くなっています。

保護者の負担は25％で、残りは市が負担します。

デンマークではフルタイムの共働き夫婦が多く、

子どもが親から離れて生活する時間が長いため、

デイケア施設は子どもを預かるというより、幼

児教育の場になっています。ここでいう教育は、

お勉強ではなくて、遊ぶこと。遊びを通じて、

情緒や社会性を養うことです。

義務教育　市管轄

OECDの教育レベル国際比較調査で近年フィン

ランドが読解力世界１位となり、日本の教育関

係者はフィンランドの教育に注目されているよ

うですが、デンマークは子ども一人当たりの教

育費は非常に高いのですが、OECD国際比較では

中の上の成績です。そのため文部大臣は、「これ

だけ金をかけているのにOECDの成績がトップに

ならないのは困る」と発言しますが、大半の学

校の先生は、「そんなことで一喜一憂する必要は

ない。詰め込み教育で大切な芽を摘んでしまわ

ないように。」という見方です。

実は、OECDの教育国際比較では、「学校は楽

しいか」も問いかけています。学校は本当に子

どもたちにとって楽しいところなのでしょうか。

子どもは好奇心の塊ですから、楽しくなければ

真の学びにつながらないと思います。この点で

は、デンマークはトップクラスです。学校が楽

しいのです。私はそれで良いと思っています。

小中学校は楽しくなければいけない。最終的な

大人の知性度の国際比較では、日本よりデンマ

ークの方が高い結果が出ています。カメのよう

にゆっくりと、各駅停車で行ったり、途中下車

したり、時には急行に乗ったり。多少時間がか

かっても、きちんと目標まで達すれば良いので

はないでしょうか。人生は長いのですから。

高齢者福祉　市管轄

デンマークの高齢者福祉が進んだのは、戦後、

労働力が不足して、どうしても女性に外で働い

てもらいたいという状況がデンマークにあった

からです。

デンマークは第二次世界大戦中、ナチス・ド

イツに５年間占領されて大変でしたが、不幸中

の幸い、人的資源を失わずにすみました。その

ため戦後の好景気が他国より早く訪れ、極度な

労働力不足状態となりました。そのため、女性

の労働力が必要になったわけですが、女性が社

会に進出するためには、今まで女性が家の中で

やってきたこと、つまり子育てや高齢者の世話

などを社会が支援する必要がありました。これ

がデンマークの近代的福祉の始まりです。

戦後当初は景気が良かったので、どんどん近

代的なナーシングホームを建設し、「施設ケア」

を充実させました。しかし私がデンマークに移

った1973年に石油危機が起き、それから20年間、

デンマークは深刻な不況時代を経験します。財

政困難に陥ったが、サービスは落とせない。そ

の中で提案されたのが、「在宅ケア」でした。こ

れは苦肉の策であったわけです。

しかし、なかなか景気は回復しませんでした。

そのため、90年代に入り、さらに効率良いケア

はないかを模索して出されたのが、「統合ケア」

です。統合の意味は、在宅ケアと施設ケアを同

じように考える（いかなる形態の住まいで生活

していても、その人に必要なケアサービスが得

られる。施設のような場所も、生活する当人に

とっては家＝在宅である）こと、そして看護と
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介護を一つにまとめることです。看護と介護の

境界線は、単に医療行為ができるかどうかで分

けることはできず、かなりファジーです。境目

があいまいならば、いっそのこと、介護と看護

を一つのチームでおこなおうと考えたのです。

日本では介護保険制度の見直しが近年ありま

したが、今後どうなるか不透明な状態です。サ

ービス内容はデンマークのサービス内容と大き

な違いはありませんが、今後これを持続できる

かが問題です。日本の高齢者層には、「私は歳を

取ったのだから」と、何でも息子や嫁に任せる、

ヘルパーさんに任せるという受け身姿勢の方が

多いと思います。デンマークでは、必要な支援

はしますが、必要以上の支援はしません。そし

ていきいき高齢者を育てていくことに、力を入

れています。

高齢者福祉サービスの内容

その一つが、アクティビティーセンターです。

つまり、活動の場所である箱を用意してあげて、

その代わり、いきいき元気な高齢者に、自分た

ちの好きなことをやってもらうのです。中身を

埋めるのは利用者。市のスタッフが活動を企画

していては、コストもかかりますし、本当に高

齢者が望んでいることをやれるかどうか分かり

ません。高齢者は人生の大先輩なのですから、

自分たちで企画して下さいということです。こ

ういうアクティビティーセンターが、どの市に

も必ずあり、ここでは組織的に利用者がボラン

ティア活動をおこなっています。

デンマークには「利用者＝ボランティア」と

いう構図があります。若者は勉強とアルバイト

に忙しいし、女性も外で働いていますから、時

間が取れません。ですから、時間的余裕があっ

て元気な人はヤングシニア、あるいはいきいき

シニアであり、この層が社会のさまざまなボラ

ンティア活動に参加しています。

このような流れから生まれたエルドラセイエ

ンという高齢者全国組織がありますが、会員は

52万人です。人口547万人の国で、52万人の会員

を持つこの組織は、慈善事業、いきいき活動の

ほかにも、政府や地方行政の高齢者政策に対し

ても積極的に意見を出しています。ですから、

新しい法律を作る際、高齢者に少しでも関係が

あれば、法案が練られる前に、厚労省は必ずエ

ルドラセイエンにお伺いを立てます。市議会も

しかりです。それほどの力を持った市民組織で

す。

自助を助けるケアシステム　高齢者ケアの３原則

デンマークの高齢者ケアには３つの原則があ

ります。一つは、「自己決定」、いつまでも自分

らしく生きる、自分の人生は自分で最後まで決

めることです。二つ目は、「継続性」、住み慣れ

た家で、あるいは住み慣れた地域で、最後まで

生活することです。そして三つ目は、「残存機能

の活用」、つまり生きている限り人は何かできる

ことがある。その機能を使わなければ低下して

しまうので、できるだけ活用するということで

す。できない部分だけをプロが支援します。こ

れがデンマークでいう良い介護、良いケアなの

です。やりすぎのケア、不足したケアは、どち

らも良いケアではありません。その湯加減を判

断することは難しいですが、プロならばできる

はずです。

障害者福祉　市管轄

障害者福祉も、高齢者福祉と内容的にはほと

んど変わりません。ただ、若年障害者が多いわ

けですから、市民として自立していくための支

援をまず考え、その支援は、社会教育者という

資格の人が中心になっておこなっています。介

護ではなく、社会教育なのです。

デンマークの医療システム

市民は、住民登録をする際に、その地域に登

録されている家庭医の中から自分の家庭医を決

めます。私の家庭医と夫の家庭医は違いますが、
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それで構いません。何か健康上の心配事があれ

ば、まず家庭医に相談します。少し風邪を引い

た、インフルエンザにかかった程度では、病院

の外来で診てもらうことはできません。すべて

家庭医を通じてということになります。

病院はその大半が公的機関であり、医療はリ

ジョンが担当しています。行政改革後は、設備

や人件費は国負担、利用者の治療費は市負担と

なりました。

デンマークでは、これまでに入院日数が大幅

に短縮され、現在は、平均約4.5日まで来ていま

す。従って、療養型病棟はありません。なぜデ

ンマークではこれが可能なのかと申しますと、

退院した人をケアする受け皿があるからです。

それが市の福祉です。福祉サイドが自宅復帰や

自立生活がまだ出来ない状態の方を支援してい

るのです。この受け皿があるからこそ、病院は

治療に専念できることになります。

少子高齢化社会のまちづくり　キーポイント

デンマークという社会は、ガラス張り社会で

す。ですから、節税はできても、脱税は難しい。

また、税金を徴収して使う側の行政は、無駄遣

いは出来ません。透明化、効率化を要求されま

す。先週、ある病院の幹部が、トヨタ式リーン

（LEAN）方式を導入したいということで、日本

へ勉強に出掛けました。公的機関でも、民間企

業的運営が要求されているのです。

日本の行政機関や公的機関では、２～３年で

人事異動がありますね。ジェネラリストをつく

るのはそれ自体悪いことではないと思いますが、

これからは、行政にも、その道のプロが必要に

なってくるのではないでしょうか。デンマーク

では、例えば高齢者福祉行政に携わっている人

の大半が、福祉現場経験者です。教育も、環境

も、土木もしかりです。ですから組織内の短期

的人事異動はありません。日本には日本なりの

理由があることは理解していますが、私は、も

うそれを言っている時代ではないのではないか

と思っています。

また私は、市民の意識改革（受け身にならな

い）も必要であり、そのための啓蒙教育も必要

だと思っています。現在90歳のお年寄りに、意

識改革や自己決定を要求しても、難しいでしょ

う。しかし、次の高齢者世代である団塊の世代

は、少なくとも、意識改革をしなければならな

いと思います。さもなければ、日本の高齢者福

祉制度は崩壊します。

あとは、いかに少数派の意見も組み入れるか、

市民の意見をどのように行政に反映するかです

が、ヒアリングシステムにも一つ今後の課題が

あると思います。そして、市民のボランティア

活動も、どんどん膨らませていく必要がありま

す。特に、いきいき高齢者のボランティア活動

を、行政は積極的に支援して頂きたいと思いま

す。これが高齢者の生きがいづくりと社会貢献

の両面で、一挙両得だからです。

私が最後に申し上げたいことは、人という資

源を無駄にしないでほしいということです。日

本の社会を外から見ていますと、人資源が活用

しきれていない、無駄にされていることが多い

と感じます。ある意味で、現在の日本社会は、

人資源を無駄使いしても成り立っているという

点で、豊かなのかもしれません。しかしこれで

は、少子高齢化社会において、人資源の持続性

にはつながりません。公的サービスを提供する

行政や現場スタッフ、そして利用者市民も、「人

を活かす」社会づくりに努力していただきたい

と思います。
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１．目　　的

諸外国の先進事例等について調査研究することにより施策反映の一助とするとともに、こ

れからの自治体職員にふさわしい国際的視野と識見を持った人材を養成する。

２．研修生の資格要件

研修の目的を達成するに足りる能力を有する者として、市町村長から推薦された者で５０

歳未満の職員とする。

推薦は、１市町村１名とする。

３．研修生推薦市町村

研修生の推薦は各市町村２年に１回とし、平成20年度は、別紙「市町村職員海外研修ブロ

ック別研修生参加市町村」によるものとする。

４．研修テーマ

（1）研修テーマは「地域福祉とまちづくり」とする。

（2）現地調査（公式訪問）については、班毎に（1）の研修テーマに合致した調査研究の内

容・テーマを決定する。

（3）自主研修に関するテーマは、班別事前研修の中で研修生自身が設定し、調査研究を実施

する。

５．研修生の班編成等

（1）研修生を２班に分けて（２班編成）、班単位で現地調査（公式訪問）を実施する。

（2）班分けは、参加市町村の研修生が決定後、当協会で行う。

（3）自主研修についても、原則として班単位で実施する。

６．調査訪問国及び滞在都市

（1）調査訪問国は、デンマーク・スウェーデンの２か国とする。

（2）滞在は２都市（コペンハーゲン・ストックホルム）を拠点とし、現地調査、自主研修を

行うものとする。

（3）現地調査（公式訪問）は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を、協会及び研修生が選

定する。

（4）自主研修先は、調査内容に応じた訪問先（都市等）を研修生が選定する。

財団法人　大 阪 府 市 町 村 振 興 協 会
平成２０年度市町村職員海外研修実施要領
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７．研修内容

（1）事前研修

研修効果を高めるため、研修先の情報収集・研修の予備知識を得ることを目的として行

う。

（2）班別研修

研修テーマの理解を深め、あわせて現地調査先への質問事項の検討及び自主研修の調査

事項の検討を行う。

（3）現地研修

調査事項についてそれぞれ役割を分担し、主体的に行動する。

（4）事後研修

現地調査及び自主研修テーマについて報告書を作成する。

（5）報 告 会

現地調査事項についての調査結果を報告する。

（6）そ の 他

研修にあたっては、可能な限り大学教員等の指導助言を受けて進める。

８．研修期間

（1）事前研修　　平成20年６月～９月の間で、全体で２～３回、班別で３～４回

（2）現地研修　　平成20年10月１日（水）～10月９日（木） ９日間

（3）事後研修　　平成20年10月～平成21年２月の間で、全体で３回、班別で３～５回

（4）報 告 会　　平成21年２月

ただし、事前・事後研修及び班別研修については、追加実施する場合がある。

（5）旅　　費

現地研修の旅費は、関西国際空港を起点とし、振興協会の規定により支給する。
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市町村職員海外研修ブロック別研修生参加市町村

ブ ロ ッ ク 名 平 成 19 年 度

池 　 田 　 市

吹 　 田 　 市

茨 　 木 　 市

箕 　 面 　 市

守 　 口 　 市

枚 　 方 　 市

寝 屋 川 市

八 　 尾 　 市

富 田 林 市

河 内 長 野 市

松 　 原 　 市

柏 　 原 　 市

泉 大 津 市

豊 　 能 　 町

太 　 子 　 町

忠 　 岡 　 町

熊 　 取 　 町

20市町

岸 和 田 市

泉 佐 野 市

阪 　 南 　 市

豊 　 中 　 市

高 　 槻 　 市

摂 　 津 　 市

大 　 東 　 市

門 　 真 　 市

四 條 畷 市

交 　 野 　 市

羽 曳 野 市

藤 井 寺 市

東 大 阪 市

大 阪 狭 山 市

和 　 泉 　 市

高 　 石 　 市

島 　 本 　 町

能 　 勢 　 町

河 　 南 　 町

千 早 赤 阪 村

田 　 尻 　 町

岬 　 　 　 町

21市町村

貝 　 塚 　 市

泉 　 南 　 市

北 摂 ブ ロ ッ ク

河 北 ブ ロ ッ ク

中 部 ブ ロ ッ ク

泉 北 ブ ロ ッ ク

北 　 　 摂 （ 北 部 ）

南 河 内 （ 東 部 ）

阪 　 　 南 （ 南 部 ）

計

泉 南 ブ ロ ッ ク

平 成 20 年 度
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平成２０年度市町村職員海外研修 研修日程

研　修　会

平成20年
６月12日（木）

（13：00～17：00）

６月26日（木）
（13：00～17：00）

６月下旬～
８月中旬

８月11日（月）
（13：00～17：00）

９月24日（水）
（14：00～17：00）

10月１日（水）～
10月９日（木）

10月24日（金）
（14：00～17：00）

10月下旬～
11月下旬

12月３日（水）
（13：00～17：00）

平成21年
１月13日（火）

（９：30～17：00）

平成21年
２月23日（月）

（13：30～17：00）

・指導助言者による基調講義（福祉政策について）
・自己紹介
・研修の進め方等の説明
・班編成
・報告書原稿作成要領の説明

・訪問国の視察先の提案とアドバイス
・視察・質問書作成のポイント指導　など

・質問事項の検討・作成・自主研修の研究
※各班３回程度実施

・指導助言者による質問書のチェック
（班別）

・視察のポイント

・出発前の最終確認
・現地持参品の確認
・現地研修日程の確認
・渡航中の注意事項・連絡体制について説明

・現地調査へ（デンマーク・スウェーデン）

・班別研修の日程調整
・報告書原稿作成要領の確認
・アンケートの提出
・指導助言者への現地調査報告
・報告書作成にかかるポイント指導

・報告書の作成
・現地調査についての総括

※各班２回程度実施

・報告書案に対する指導助言
・報告会での報告のポイント指導

・成果報告会に向けての事前研修
・報告書の校正
・報告会の内容及び実施方法の検討

・現地調査報告（班別）

第１回事前研修

第２回事前研修

班 別 研 修
（各班３回程度）

第３回事前研修

第４回事前研修

現 地 研 修

第１回事後研修

班 別 研 修

第２回事後研修

プレゼンテーション研修

報 告 会

日　　　時 内　　　　　　　容
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平成２０年度市町村職員海外研修
【班別活動記録書】

Ａ　班

研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成20年６月12日（木）13：30～17：00

活動内容 ・野村武夫教授による基調講義「北欧における福祉政策について」

・事務局より研修実施要領、研修日程等の説明

・研修生、事務局職員の自己紹介

・Ａ班における役割分担及び班別研修日程の決定

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成20年６月26日（木）13：30～17：00

活動内容 ・野村教授による調査テーマの助言、調査先選定の指導

・事務局より班別研修の実施方法についての指導、助言

・各班に分かれた後、Ａ班における研修全体の組み立て、調査項目、視察先の候補

をリストアップ

研修会名 第１回班別研修

日　　時 平成20年７月９日（水）13：30～17：00

活動内容 ・調査先選定の基本方針を確認

・調査先候補を確定、事務局へ提出

研修会名 第２回班別研修

日　　時 平成20年７月17日（木）13：30～17：00

活動内容 ・各班員により質問事項案をリストアップ

・質問事項の体系別取りまとめ作業

研修会名 第３回班別研修

日　　時 平成20年７月29日（火）13：30～17：00

活動内容 ・質問事項の調整作業

研修会名 第４回班別研修

日　　時 平成20年８月４日（月）13：30～17：00

活動内容 ・質問事項の取りまとめ作業

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成20年８月11日（月）13：00～17：00

活動内容 ・野村教授による質問事項案への助言、指導

・事務局より現地調査にあたっての留意事項等の説明

・自主研修の検討

研修会名 第５回班別研修

日　　時 平成20年８月19日（火）13：30～17：00

活動内容 ・野村教授からの助言、指導を受け、質問事項の最終調整

・Ａ班質問事項を事務局へ提出

研修会名 第４回事前研修

日　　時 平成20年９月24日（水）14：00～17：00

活動内容 ・結団式

・事務局より現地調査先の受け入れ状況、渡航に関しての注意事項などの説明
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研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成20年10月24日（金）14：00～17：00

活動内容 ・野村教授への現地調査報告

・事務局より報告書原稿作成についての説明

・班別研修日程の決定

研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成20年11月６日（木）９：30～17：00

活動内容 ・各担当が作成した現地調査報告書原稿案についての意見交換

研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成20年11月12日（水）13：30～17：00

活動内容 ・各担当が作成した現地調査報告書原稿案の調整作業

・総括文の意見交換、調整作業

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成20年11月20日（木）13：30～17：00

活動内容 ・現地調査報告書原稿案の調整、取りまとめ

・総括文の調整作業

研修会名 第２回事後研修

日　　時 平成20年12月３日（水）13：00～17：00

活動内容 ・野村教授による現地調査報告書原稿案に対する助言、指導

・Ａ・Ｂ両班による表記、表現の調整作業

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成21年１月13日（火）９：30～17：:00

活動内容 ・講師 ビジネス・サポート 阿部紀子氏によるプレゼンテーション技法についての講義

・班別でのパワーポイントスライド試作及びプレゼン演習

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成21年１月27日（火）９：30～17：00

活動内容 ・報告書校正の確認

・報告会準備作業（報告内容の調整及びスライド等の作成）

研修会名 第５回班別事後研修

日　　時 平成21年２月17日（火）13：30～17：00

活動内容 ・報告会準備作業（パワーポイントスライド等の作成）

研修会名 マッセOSAKA研修研究成果報告会

日　　時 平成21年２月23日（月）13：30～17：00

活動内容 ・現地調査報告
「生活大国を支えるひとづくり
～デンマーク・スウェーデンにおける福祉・教育の現場から～」

会　場　おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）
５階　映像研修広場

参加者　大阪府内市町村職員　約200名
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Ｂ　班

研修会名 第１回事前研修

日　　時 平成20年６月12日（木）13：30～17：00

活動内容 ・野村武夫教授による基調講義「北欧における福祉政策について」

・事務局より研修実施要領、研修日程等の説明

・研修生、事務局職員の自己紹介

・Ｂ班における役割分担及び班別研修日程の決定

研修会名 第２回事前研修

日　　時 平成20年６月26日（木）13：30～17：00

活動内容 ・野村教授による調査テーマの助言、調査先選定の指導

・事務局より班別研修の実施方法についての指導、助言

・各班に分かれた後、Ｂ班における研修全体の組み立て、調査項目、視察先の候補

をリストアップ

研修会名 第１回班別研修

日　　時 平成20年７月２日（水）13：30～17：00

活動内容 ・調査先選定作業

・調査先候補を確定、事務局へ提出

研修会名 第２回班別研修

日　　時 平成20年７月17日（木）13：30～17：00

活動内容 ・調査先別に質問事項の検討、取りまとめ作業

研修会名 第３回班別研修

日　　時 平成20年７月24日（木）13：30～17：00

活動内容 ・質問事項の調整作業

研修会名 第３回事前研修

日　　時 平成20年８月11日（月）13：00～17：00

活動内容 ・野村教授による質問事項案への助言、指導

・事務局より現地調査にあたっての留意事項等の説明

・自主研修の検討

研修会名 第４回事前研修

日　　時 平成20年９月24日（水）14：00～17：00

活動内容 ・結団式

・事務局より現地調査先の受け入れ状況、渡航に関しての注意事項などの説明

研修会名 第１回事後研修

日　　時 平成20年10月24日（金）14：00～17：00

活動内容 ・野村教授への現地調査報告

・事務局より報告書原稿作成についての説明

・班別研修日程の決定
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研修会名 第１回班別事後研修

日　　時 平成20年11月７日（金）13：00～17：00

活動内容 ・現地調査報告書原稿案についての意見交換

研修会名 第２回班別事後研修

日　　時 平成20年11月14日（金）13：00～17：00

活動内容 ・現地調査報告書原稿案についての意見交換、調整作業

研修会名 第３回班別事後研修

日　　時 平成20年11月21日（金）13：00～17：00

活動内容 ・現地調査報告書原稿案の調整作業

研修会名 第２回事後研修

日　　時 平成20年12月３日（水）13：00～17：00

活動内容 ・野村教授による現地調査報告書原稿案に対する助言、指導

・Ａ・Ｂ両班による表記、表現の調整作業

研修会名 第４回班別事後研修

日　　時 平成20年12月８日（月）14：00～17：00

活動内容 ・現地調査報告書原稿の修正作業

研修会名 プレゼンテーション研修

日　　時 平成21年１月13日（火）９：30～17：00

活動内容
・プレゼンテーションの基礎説明・実習

・成果報告会に向けてのグループワーク等

研修会名 第５回班別事後研修

日　　時 平成21年２月６日（金）14：00～17：00

活動内容
・報告書の編集作業

・報告会に向けてのプレゼンテーション準備（内容の検討・資料作成等）

研修会名 マッセOSAKA研修研究成果報告会

日　　時 平成21年２月23日（月）13：30～17：00

活動内容

・現地調査報告

「福祉大国を支えているもの

～デンマーク・スウェーデンの福祉の最前線から～」

会　場　おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）

５階　映像研修広場

参加者　大阪府内市町村職員　約200名
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行　　 程 図

平成２０年１０月１日（水）～１０月９日（木）９日間

日程 月日（曜）

関 西 空 港 発

アムステルダム経由

コペンハーゲン着

コ ペ ン ハ ー ゲ ン

コ ペ ン ハ ー ゲ ン

コ ペ ン ハ ー ゲ ン

コペンハーゲン発

ストックホルム着

ス ト ッ ク ホ ル ム

ス ト ッ ク ホ ル ム

ストックホルム発

アムステルダム経由

関 西 空 港 着

10月１日（水）

10月２日（木）

10月３日（金）

10月４日（土）

10月５日（日）

10月６日（月）

10月７日（火）

10月８日（水）

10月９日（木）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

都 市 発 着

アムステルダムアムステルダム アムステルダム 

コペンハーゲンコペンハーゲン コペンハーゲン 

ストックホルムストックホルム ストックホルム 

研修日程概要

視察調査先

日　　時 Ａ班

・ベバリエット《アクティブセンター》

・スコバネヘーベン《森の幼稚園》

10月４日

・マ ー ス ク ガ ー デ ン

・ネ ス ト ヴ ェ ド 市 　 社 会 福 祉 課
10月２日

・ボミパーケン《高齢者福祉施設》

・コ ペ ン ハ ー ゲ ン 市 庁 舎

・エルシノア市　児童・青少年課

・GRUNDTIVIS（グルンドヴィ）国民高等学校
10月３日

・現地講演会（コペンハーゲン市内）

・ス ト ッ ク ホ ル ム 市 庁 舎

・レイメッシュウッデ《シニア住宅》

・スンドベバリィ市　高齢者・社会福祉課

・スンドベバリィ市　ハルメスデイケアセンター
10月６日

・ウールオクスキュールステューベン《保育学校》

・シニアトレッフェン《高齢者デイセンター》

・ボーベルグマンガーデン《認知症デイセンター》

・ソ ル ナ 市 　 児 童 ・ 教 育 行 政 部

・B a r g a r t o r p s 国 民 基 礎 学 校10月７日

Ｂ班
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平成２０年度　市町村職員海外研修生名簿

氏　　　名
団 長 大阪府市町村振興協会

高 槻 市
摂 津 市

事 務 局 次 長
総 務 部
保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課

所属市町村等 所　属　課　等

Ａ班

氏　　　名 所属市町村 所　　　属　　　課
関 本 剛 司
波戸元　雅　一
坂 井 裕 子
吉 村 俊 一
松 村 一 之
能 勢 　 温
山 本 　 謙
古 家 直 博

高 槻 市
岬 町
大 東 市
羽 曳 野 市
東 大 阪 市
大 阪 狭 山 市
和 泉 市
田 尻 町

総 務 部
住 民 部 住 民 生 活 課
市 民 生 活 部 生 活 安 全 課
保 健 福 祉 部 子 育 て 支 援 課
建築部建築営繕室電気チーム
教 育 部 教 育 総 務 グ ル ー プ
生きがい健康部障害福祉課障害福祉係
行革推進プロジェクトチーム

氏　　　名 所属市町村 所　　　属　　　課
堤 守
新 　 貴 博
花 城 　 勉
三 谷 優 子
神志那　　　隆
西 秦 幹 雄
菊 井 佳 宏

摂 津 市
島 本 町
門 真 市
四 條 畷 市
高 石 市
貝 塚 市
千 早 赤 阪 村

保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課
総 務 部 税 務 課
福祉推進部保育園民営化推進担当
健 康 福 祉 部 高 齢 福 祉 課
議 会 事 務 局 総 務 課 議 事 係
環 境 生 活 部 農 林 課
教育委員会事務局学校教育課

Ｂ班

氏　　　名 所　　　　　属 役　　　職　　　名

野 村 武 夫 京都ノートルダム女子大学 生活福祉文化学部 教　　　　　　　　　授

指導助言者

氏　　　名 所　　　　　属 役　　職　　名
福 本 芳 次
若 松 成 典
早 川 裕 也

大阪府市町村振興協会
大阪府市町村振興協会
大阪府市町村振興協会

事 務 局 次 長
研 修 課 主 幹
研 究 課 主 幹

事務局

副
団
長

Ａ班班長
Ｂ班班長

福 本 芳 次
関 本 剛 司
堤 守



◇　短い期間で行ったフィールドワーク。報告書を読み解くと、訪問先の担当者や研修生の
思いがイッパイ詰まっていた。この思いを、これからの地方自治を担っていく後輩職員へ
伝えていくのが、これからの我々の仕事だと思います。お世話になった皆さん、ありがと
うございました。
◇　訪問した北欧の国は、国の存続が危ぶまれるような危機を、国民が知恵を出し合って乗
り越えて福祉大国になりました。日本も、大不況で大変な今こそ、福祉大国にチェンジす
るチャンスかも知れません。この報告書が、そのヒントになれば…。なんて、思い込み過
ぎでしょうか。
◇　今回の研修で、他市町村の職員と人的ネットワークを構築することができたこと、水平
思考で物事を考えることの重要性を再認識することができたこと、が自分の大きな財産と
なりました。最後に、職場の皆様や事務局の方などに大変お世話になり、本当にありがと
うございました。
◇　現地の職員から直接話を聞けたのは、私にとって貴重な体験となりました。プロ意識を
持って仕事に携わっている姿を見て、私も住民から信頼されるよう、そして研修で学んだ
ことを住民に還元できるようがんばらねばという気持ちになりました。このような機会を
与えてくださった皆様方にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
◇　海外研修で学んだことを何もかも取り入れることはできませんが、行政と住民との信頼
関係を育んでいけるよう職務に取り組んでいきたいと思います。また、小心者の私を支え
ていただいた多くの皆さんに感謝申し上げます。
◇　今回の研修を通じて、福祉先進国の実態に触れることができ、大いに刺激と感銘を受け
ました。今回学んだことを、どう実際の業務に反映させていくか、今後の課題として受け
止め、頑張っていきたいと思います。

編 集 後 記

平成２０年度大阪府市町村職員海外研修

報 告 書 編 集 部 会

関 　 本 　 剛 　 司

吉 　 村 　 俊 　 一

能 　 勢 　 　 　 温

新 　 　 　 貴 　 博

菊 　 井 　 佳 　 宏

三 　 谷 　 優 　 子

（高　槻　市　　Ａ　班）

（羽 曳 野 市　　Ａ　班）

（大阪狭山市　　Ａ　班）

（島　本　町　　Ｂ　班）

（千早赤阪村　　Ｂ　班）

（四 條 畷 市　　Ｂ　班）
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