
佛教大学福祉教育開発センターシンポジウム
『私たちが考える“新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン”』

■基調講演 講演録

日時：2016 年 12 月 4 日（日）13 : 00～17 : 00

会場：成徳常照館 5階 常照ホール

講師：井上 英夫 氏 佛教大学社会福祉学部客員教授・金沢大学名誉教授

演題：『平和、人権を基調とする福祉の提供ビジョン』

はじめに～基本的人権とは何か～

こんにちは。只今、ご紹介いただきました井上です。基調講演ということで、本日は基本的

人権についての話をさせていただきます。まず、基本的人権（Basic Human Rights）とは、

人間にとって最も基本的でありベーシックなニーズ（Basic Human Needs）を保障するもので

す。この権利、人権が保障されないと人間として生きていけない。それゆえに、多くの国では

憲法という、その国の最高規範である法律によって権利が保障されるというわけです。

また、権利といっても、最高規範の憲法ではない法律、例えば生活保護法や介護保険法等と

いった法律によって保障される権利もあります。その他、契約によって保障される権利もあり

ます。しかしここでいう人権というものは、憲法によって、権利の中でも最高位の権利として

保障されているという、そこに意義があります。

この権利というのは厄介なもので、できればあまり触れたくないと、皆さんは思っている。

特に、いわゆる福祉の領域の方々はそういう感じがするのですが、実はこの権利の中でも人権

は法律上の権利、契約上の権利というものとはレベルが違うわけです。

本日のこのシンポジウムが、人権、平和という提起をして、とりわけ人権ということをこの社

会福祉、福祉の領域で取り上げているということに、私は大きな意義を感じます。それは小手

先のビジョンとか、多様なニーズ、インクルージョンといったことを議論するよりも、人権と

は何かというもっと根本的な内容を論じる必要性を感じているからです。

人権とは、人間の尊厳を理念としているわけですから、当然、人間とは何か、尊厳とは何か

が問われなければならない。その人間の尊厳にふさわしい社会福祉、社会保障、あるいは国、

自治体でなければならないということになる。そういう意味で、本日は根本的な問題について

皆さんと一緒に考える機会になれば、あるいはその出発点になればと思います。

人権と違憲立法審査権

最初にお話しておきますが、基本的人権、略して人権は最高位の権利です。どこが最高位な
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のかというと、それに反すると違憲立法審査権を私たちが行使して、裁判所に憲法違反かどう

かを審理させることができるわけです。法律で言いますと、法律を憲法に照らして、この法律

が正しいかどうか、その違憲性を判断するということになりますし、法律に基づいて行政がす

べき行政行為について、これらは法律に照らして正しいか、さらには憲法に照らして正しいか

どうかが判断されるということになります。そして憲法に違反していれば、憲法違反というこ

とで無効になるわけです。これが、人権として保障されるということの意義なのです。そのこ

とをまず、ご理解いただきたいと思います。

人権と社会保障裁判

いきなりこういう話から始めましたが、現在、私は生活保護裁判を各地で支援しています。

新たに、3年間にわたって保護基準が引き下げられています。その件については「いのちのと

りで裁判」が提起されています。その前には、生活保護の老齢加算が廃止されて、その復活を

求める裁判（生存権裁判）を闘ってきました。いずれも保護基準の引き下げ、あるいは廃止が

憲法 25 条（生存権）違反であるということで争われているわけです。これが憲法違反だとい

うことになれば、この引き下げ自体が無効になる。侵害された生活保護を受けるという人権が

回復されるということになります。

裁判官の恩恵・劣等処遇意識

ご存じのように、日本の最高裁をはじめ裁判所は、憲法違反という判決を出すことに非常に

憶病です。とりわけお金がかかる、社会保障や社会福祉、生活保護の問題について言えば、

「金がかかるのだから黙っていろ。税金でやっているのだから我慢しろ」。これまで出会った数

多くの裁判官や官僚たちに感じるのは、このような恩恵意識、人権否定意識です。

もう一つは、劣等処遇です。貧乏になるのは本人が悪い、本人の性格が悪い、努力が足りな

い。だから、そういう劣等な人間には劣った処遇で良い。生活保護基準は、もう人間ぎりぎり

で良いというという考え方です。働いている人間の方が偉い、働いている人間より低い水準で

良い、最低限度で良いのだという考え方です。これは本当に根強いものがある。そして、私の

中にも実はあるわけです。蔑視という気持ち、やはり働いている人の方が給料は高くて、生活

水準も高くていいのではないかと。

劣等処遇意識と優生思想

「働かない」のと「働けない」のは違うということ。生活保護を受給しておられる方々に私

は全国各地でお会いしますが、その方々の多くは、「働けない」方々です。一番は病気が引き

金です。そういう方々は国の税金であるし、働いている人間より低い生活で良いのではない

か、とつい思ってしまう。しかし、現代社会では、国や税金の世話にならずに生きていくとい
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うことはできないのです。誰の世話にもならない、ロビンソン・クルーソーではあるまいし、

今の社会では、皆がそれなりの国や自治体、公的なものの広い意味でのケアを受けながら生き

ているわけです。そういう観点から言うと、果たして劣等処遇という考え方を今の時代に維持

しなければならないのかどうか。

北欧のように、特にヨーロッパ社会で言えば、社会保障、社会福祉の発展というのが、劣等

処遇意識を克服してきた歴史であるとも言えます。日本では克服できない上、恩恵主義という

考え方が重なってくる。それに、あの相模原津久井やまゆり園殺傷事件（2016 年 7 月 26 日）

により浮き彫りとなりましたが、その根底に優生思想という考えが根強くあるように思いま

す。私はこうした意識、あるいはその思想を根本から議論し、考えていく時期にきているので

はないかと考えています。

「福祉」か「社会福祉」か

次に、「福祉」と「社会福祉」について。「福祉」というような、いわばあいまいなウェルフ

ェア（Welfare）と「社会福祉」・ソーシャルウェルフェア（Social Welfare）の違い、ソーシ

ャルの意味をぜひ考えていただきたい。

福祉というと、ウェルフェアだから良きことですよね。しかし、その良いことを実現するの

に、歴史的に形成されてきたのが社会福祉、ソーシャルウェルフェアであります。はっきりと

福祉というような思想や考え方ではなくて、社会福祉は制度です。かつては、それが法律等で

作られ、今は憲法という最高法規によって、人権として保障されているということです。

「福祉を良くします」という言い方をして政策的に使う、選挙の時の使用がその典型です。

福祉、福祉という言葉が乱れ飛ぶが、中身がさっぱりわからない。何か良いことがありそうだ

が、今日の「福祉の提供ビジョン」をよく読んでいただくと、口当たりの良いことは言われて

いるが、具体的に何を言っているのかさっぱりわからない。なぜなのか。それは、核がないか

らです。別の言い方をすれば、そこに思想や哲学、もっと言えば理念、原理原則がないからで

す。

理念や原理原則というものは、突然、誰かの頭で作られたものなのではありません。歴史的

に作り上げられてきたわけです。社会保障や社会福祉、それこそ、それに携わった人々の努

力、運動。そして政治家や官僚もそこにいるでしょう。その人々によって作られてきました。

戦争と人権

憲法の前文でうたわれている憲法の掲げる 3本の柱、平和主義、国民主権、基本的人権の尊

重、は独立しているわけでなく、3本の柱があって、相互に関連しながら国家を支えているの

です。

この 3本を柱とする国が福祉国家だと、私たちは考えています。しかし、ご存じのように平
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和主義は今、風前の灯火（ともしび）です。国民主権は天皇主権にしようという状況です。そ

して、基本的人権。人権という言葉は、国会内、社会の中で乱れ飛んで、これは否定しがたい

事実のようですが、しかし人権は日本の国にはなじまない。人権という考え方、その仕組みは

西洋のものであって、日本の古来の伝統には反するというようなことまでもが言われてきてい

ます。

話は変わりますが、中国では長らく「一人っ子政策」が行われてきました。しかし、その政

策について、他方で爆発的な高齢化が進んでいるわけです。高齢者が日本の人口ぐらいはいる

ので、一人っ子政策を見直さざるをえなくなった。5年ぐらい前でしたか、横山教授と一緒に

上海でシンポジウムに登壇した際、人口統計論の権威者で一人っ子政策を進めてきた人が、

「一人っ子政策は間違っている」と発言しました。私たちはそれぞれ人権の話をしました。社

会は確実に変わってきています。中国も少し前まで、中国には中国式の人権があるなどと言っ

ていました。しかし、その中国も、人権の普遍性を認めざるを得ず、政策を変えざるを得なく

なっています。そうした国際的な人権保障の流れの中で、日本の政府は、また、日本には日本

の人権があるようなことを言いだした。

確かに、国によってそれぞれの事情はあると思います。しかし、例えば、第二次世界大戦で

ナチスドイツのヒトラーがアウシュヴィッツで行ったあの残虐な行為を思い返してください。

日本でいえば、アウシュヴィッツは他人事ではない。中国で何をしたか。731 部隊、南京虐

殺、侵略しつくしました。そして、朝鮮を植民地にし、日本軍慰安婦問題等を起こしている。

我々は、今、その国の国民として生きているわけです。

こうした事態に対して、これは国を越えて、やはり戦争になれば、人間は残虐な行為をする

ということを改めて考えなければいけない。どんなに良心的で、どんなに善意の人間でも、戦

争になって戦線に出て、その敵と対したら、殺さざるを得なくなるわけです。それが戦争とい

うものです。だからこそ戦争を起こしてはいけない。平和を貫かなければいけない。そして、

人権は保障されなければならない。とりわけ基本的ということでは命の権利、生命権です。

そのために、第二次大戦後の国際社会は、世界人権宣言を発して、人権保障を柱に戦後社会

を構築していくという決意を固めました。そして、国際条約によって、その中身を単なる宣言

ではなくて法的効果を持たせる。国が条約を批准すれば、それは国内法となり法律的効果を持

つということです。そういう社会を作り上げて、今、国連、あるいはその他のいろいろな機関

が人権を保障する。国連の大きな目的は、平和と人権保障です。不断の試みを続けてきている

わけです。

人間の尊厳

そして、最も大事なのは、第二次世界大戦で多くの人命が奪われました。しかも、そこにヒ

トラーがアウシュヴィッツ等におけるユダヤ人の大虐殺の根拠とした優生思想、人間には生き
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るべき価値を持つ者と、生きる必要のない者とがあるという考え方がありました。人間にとっ

て価値に差がある。この考え方を全面的に否定した、それが「人間の尊厳」ということです。

すべての人間には尊厳がある。私は、尊厳という理念をより具体化するとすれば、それは自

己決定であると思います。私はこれを原理と呼んでいます。すべての人は同じ価値を持ち、同

じく、その命が保障されなければならないということです。そのことを掲げて、戦後の社会は

出発し、さらに、それが思想や哲学に止まらないということを強調しておきたいと思います。

人権のためのたたかい－憲法 97 条と 12 条

憲法 97 条（基本的人権の本質）は、そうした世界中の人々が、人権を獲得するために闘っ

てきた成果が、この憲法には盛り込まれているのだと言っているわけです。「人類の多年にわ

たる自由獲得の努力の成果」、これが人権であると、はっきり言っています。

さらに、憲法 12 条は、この人権は、「国民の不断の努力」によって保持しなさいと言ってい

ます。つまり、日本国民は憲法を守り、人権を保障するために、不断の努力、絶えることのな

い努力をしなさいと言うことです。努力は、ここにいる皆さん全員に、その努力義務が課され

ているわけです。そして、そういう努力を重ねることによって、その成果が、また人権をさら

に豊かなものにしていくということ。このことを憲法自身、はっきりとうたっているのです。

ご存じかもしれませんが、自民党の憲法改正草案は、この 97 条を全文削除すると言っていま

す。

平和的生存権と恐怖と欠乏－9条と 25 条は一体である

そして、平和と人権保障について。これは、両方をやはり考えておかなければならない。

「平和的生存権」の問題ですが、そもそも平和の問題と人権保障、さらに、憲法 25 条をはじめ

とする人権の保障で貧困をどう解決するかという問題は、一体のものであるということです。

憲法の条文で言えば憲法前文と 9条、25 条、これはまさに一体です。そして憲法 13 条は、人

間の尊厳を理念に掲げているものとして、平和的に追求しなければならないことと同時に、憲

法 25 条、社会保障や社会福祉、ここにおいても 13 条が理念として掲げられなければなりませ

ん。したがって、25 条だけで社会保障や社会福祉の権利、人権を論じるというのは、狭いと

考えています。

憲法の前文、第 2段落の最後のところですが、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖

と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあります。これは

いわゆる平和的生存権です。平和的生存権のこの条項の中でやはり強調しておかなければなら

ないのは、「全世界の国民がひとしく」という、全世界の国民を対象にして言っているという

ことです。

そんな大げさなことを言って、自分の国のことだけで良いではないかと思うでしょうが、憲
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法の基調は、先ほどの 97 条でもそうでしたが、まさに世界の人々を対象としています。国際

というより、世界的視点、しかも人類的な視点に立っている。私だけ、家族だけ、私の近所だ

け、日本の国だけで良いという「けちな根性」ではないということ。これはあらためて強調し

ておかなければならないと思います。

そして、「恐怖と欠乏から免かれ」と書いてある。恐怖はまさに戦争であり、テロです。欠

乏とは貧困です。人々はこの両者から免れて、平和のうちに生きる権利がある。それが平和的

生存権だというのです。

恐怖のほうは平和と結合しやすいのでわかりやすいのですが、貧困という問題について、戦

争が貧困をもたらします。実は、貧困こそ戦争の引き金になるということも理解する必要があ

ります。争いの発端ははっきりとしています。「金」の問題です。石油資源をはじめ、金儲け

のために戦争が引き起こされているのです。

他方、主に中近東、アフリカを見れば、貧困が根深く存在しています。その貧困は、多くの

場合は、植民地政策・搾取政策の中で作られたものです。ですので、今の難民問題は、ヨーロ

ッパ社会、アメリカ社会へ直接跳ね返る問題なのです。ヨーロッパ社会がそうした貧困、ある

いはあのような難民を自ら作りだした。自分たちの戦争政策が大きく影響しているのです。そ

して、突き詰めれば、それは石油です。

戦争の理由は簡単です。もっと単純に考えれば良いのです。なかなか複雑に入り組んでいる

ように見えますが、根本は単純だろうと思います。あらためて国際関係では、耳に入ってくる

情報が多くなっています。

シンプル・イズ・ベスト

しかし、私はシンプル・イズ・ベストだと思います。ものを単純化して見ると、真実の姿が

見えてくる、そういうことだろうと思います。

だからこそ基本的なニーズを最高位の権利として保障する。これが基本的要求・需要、ベー

シック・ヒューマン・ニーズです。これを保障するのがベーシック・ヒューマン・ライツ、人

権なのです。

ニーズは実にベーシックなものです。憲法 25 条の生存権であり、やや広めて生活権である

と言えます。もちろんその他、教育や労働の権利、いろいろな権利も保障されているのです

が、憲法ではまさにベーシックなもの、本当にそれを欠くならば生きていけなくなるものを保

障しているのです。

「障害者」から「固有のニーズをもつ人」へ

私の車椅子に乗っている友人、H さん・・・別に車椅子に乗っている友人という必要はな

いのですが、日本だとどうしても「障害者」の誰々さんになる。車椅子を使うという「固有の
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ニーズ」（Specific Needs であり決して Special 特殊・特別のニーズではない）を持っている

H さんで良いのですね。この点については、社会福祉を専門とする皆さんには、ぜひ考えて

いただきたい。もう「障害者」なんていう言葉はやめましょう。「障がい者」とひらがなにし

ても同じですね。人権を保障するという視点でいえば、人であるということであれば、価値に

おいて平等であるということであれば、障害者などと呼んで区別し、差別する必要はないので

はないでしょうか。

専門職、資格制度、社会福祉士

ただ、一人ひとりに「固有のニーズ」はあるでしょう。さきほどの H さんは車椅子が必要

だという「固有のニーズ」はある。それを一人ひとり満たしていけば良いわけです。それが専

門職のやるべき仕事です。社会福祉士は、そのニーズを満たす。その段取りを全部つければい

いのです。そうすると、ケアマネージャーは必要ない。私はなぜ、あのような屋上屋を重ねる

資格をつくったか疑問です。

そしてまた、国は同じようなことをしようとしている。皆さんにたくさん資格を取れと言う

のだけれど、なぜ一つの資格で全部がさばききれないのか。医師は、医師として医療について

はオールマイティな存在です。しかし、医師は、その人の生活状況まで見て医療を行うべきだ

と言われながら、現実にそれができていないから問題なのです。社会福祉士も、本来は、単な

る相談活動のみが業務ではないのです。社会福祉士はあらゆる問題に対応する、そのための仕

事なのではないでしょうか。そして、問題解決するためには、あらゆることに取り組む必要が

あるのです。ただし、そうはいっても専門的な範囲でいえば、できないことがある。となれ

ば、他の職種の人と本当の意味で協力しなければならない。そこには民主的な協働関係がなけ

ればならないのです。

医師の方が上で、社会福祉士が下だとか、という話ではないはずです。それぞれの資格を持

った、専門職が問題解決をするためにベストを尽くして、なおかつ、できないときに初めて連

携が生まれるのです。はなからできないこと、しないことから始まっては、そこに本当の連携

なんてできない。単に押しつけにしかすぎません。いわゆるネットワーク論というのはそうい

うことになりがちだ。資源の少ないところで、なんとかつなげあって問題解決しましょうとい

うのは、根本的に間違っていると思います。それぞれの資源が分厚く保障されなければならな

い。相談だけで終わらせてしまったら、固有のニーズを持つものはとてもじゃないけれど、生

きていくことはできないと思います。

二つの「努力」

そういうことで、さっきの 97 条の権利のための闘争ストラグル（struggle）の話にかえり

ますが、人権のために闘ってきたからこそ、その成果がこの憲法に盛り込まれたし、盛り込ま
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れた人権を、さらに、守り、発展させるために国民は「不断の努力」を、絶えることのない努

力を重ねなければならないのです。12 条の不断の努力の「努力」は日本では同じ言葉ですが、

英文憲法では「endeavor エンデバー」という言葉を使います。そこにストラグルとエンデバ

ーの違いを付けたというのは、それなりに意味があるのではないでしょうか。そんなに、スト

ラグルほど頑張って闘わなくても良いから、不断の努力をしなさいっていうことなのかもしれ

ません。

積極的平和主義と人権保障

さて、平和の問題でいうともう一つ、「積極的平和」について話を進めます。積極的平和と

は何かというと、戦争がないという消極的な平和だけではなく、人権がすべての人に十全に保

障された状態、これで本当の平和がくるのだという意味です。だから国防のために侵略するの

が積極的平和だということではありません。

もう一つ、人権保障の闘いとの関係です。人権保障のための努力、運動を続けることが、実

は平和を確立することになるということです。人権保障を掲げても、戦争の中では成り立たな

いから、戦争そのものをなくさなくてはならない。しかし、反対に人権保障を日々徹底する、

その努力を続けていくと、それ自体が平和につながる。人権のためのたたかいは、すなわち、

平和のためのたたかいにほかならない、ということでしょう。そういう意味で、積極的平和、

積極的平和主義と言っています。ぜひ考えていただきたい考え方です。

災害、原発事故そして住み続ける権利

さて、今日の状況で、私は住み続ける権利ということを人権の一つとして強調しています。

住み続ける権利というのは、まさに総合的・包括的に人権を保障していくということなのです

が、いろいろな人権を保障することによって、初めて成立する。住み続ける権利というのは、

新たな人権として、21 世紀の人権として強調されるべきだと思っています。

11 月末、イタリア中部地震の被災地であるアマトリーチェ、ノルチャ等に行ってきました。

ノルチャでは、城壁が倒壊し城壁の中に旧市街地があって、そこが全面的にやられていて、立

ち入り禁止でした。アマトリーチェでも被災現場には入れませんでした。だいたい 12 時間ぐ

らい車に乗って回りました。ずうっと走り回っていたら、気が付いたのです。一軒だけです

が、民家に「フォルツァ・アマトリーチェ」という横断幕が出ていました。「フォルツァ」は

サッカーでよく使う言葉ですが、「頑張れ、行けー」という意味です。「頑張れ、アマトリーチ

ェ」と書かれていたのです。

頑張るのは、国と自治体

日本の被災地に行ってみてください。もうあふれるほどスローガンが貼ってあります。国、

佛教大学福祉教育開発センターシンポジウム『私たちが考える“新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン”』

― ８ ―



自治体、あるいは商店街、個人を含めて、「頑張れ」と。頑張りつくしているのに、まだ頑張

れと応援するのかと。だから最後に私が言いたいのは、「頑張らなくてもよい社会を創りまし

ょう」ということです。

人権が十分に保障されている社会は、頑張らなくて良いのです。できる限りではなく、自分

のできる範囲で頑張ればよろしい。頑張れを強要する社会でなくて良いのです。アマトリーチ

ェの復興・復元現場の国の女性の責任者に、「日本だとあっちこっちでそういう横断幕がたく

さんあって、その標語が並んでいるんだ」と言うと、「私は忙しくて、走り回っているので、

そんなものは見ている暇はない」と。そして、あの場で感動したのは、その人が足元を見て、

「ああ、タンポポが咲いているわ」と言ったのです。瓦礫の山のところでしたが、そういう感

性というのは大事だなと思いました。その雰囲気は日本にはなくて、こういったら怒られるか

もしれませんが、楽しそうなのです。国の人も、自治体の人も、民間の人も、楽しそうに働い

ている。震災で 300 人ぐらいが亡くなっているし、多くの家が崩壊している。まだ 2万人ぐら

い避難している。そういう状況の中で、楽しく、和気あいあいと仕事をしている。

日本の被災地に行くと、そんなことはありません。皆、眉間にしわ寄せて、働いている。日

本ではこうはならないと言ったら、「ああイタリア的なんだね」と言っておられたことが印象

的でした。日本だったら、パソコンの画面ばっかり見ていて、こっちがあいさつしても全然相

手にしてくれない。そんなことで、寄り添いや、付き合いや、支え合いができるのでしょう

か。やっぱりそうではないと思います。

住民の意思を尊重し、その実現に向け国や自治体が「楽しく」頑張る。突然の訪問にもかか

わらず、笑顔で応対してくれた州知事が、「イタリア人は、普段はいい加減で、頑張らないけ

ど、災害等いったん事あれば団結して頑張るんですよ」と説明してくれました。

住み続ける権利と避難する権利－自己決定を保障する

原発の被災地、福島は、深刻な問題、しかも究極な姿で住み続ける権利が奪われました。他

方で、避難する権利はあるのではないかという質問を受けました。とりわけ自主避難をした

方々の権利をどう思っているのかという話です。私はそれに対しては、避難する権利もあるで

しょう、しかし、それは住み続ける権利の裏側の問題で、同じ権利の中身で考えないといけな

いと答えました。人権である以上、住み続ける権利を人権として構築する以上は、その理念は

人間の尊厳であるということです。原理は、やはり自己決定だと考えています。同時に、自己

決定を可能にする選択の自由が保障されなければならない。選択肢です。原発の被爆地に生き

続けるのか、あるいはそこから避難して、避難先で暮らせるのかということです。

汚染された地域に住み続けるのだと言った人の場合はどうするのか。基本的には、私は両者

について認められるべきだと思います。チェルノブイリでも、そういう人がいまだにいるよう

です。汚染地域に帰る人がいるのだから、自主避難してる方々はわがまま言わずに、元の除染

福祉教育開発センター紀要 第 14 号（2017 年 3 月）

― ９ ―



されたところに帰れというような話ではありません。やっぱり基本は自己決定だと思います。

そうすると選択肢がいくつかあって、どこに行って住んでも、そこで暮らしが成り立つよう人

権が保障されなければならない。

暮らしを保障するというと日本ではしきりにつながりだとか、寄り添いだとか、地域で見守

るとか言われます。それらは、土台、政策の体系でいえば、ライフラインから居住、住まい、

産業、これは労働権の保障です。住み続ける権利、居住権はもちろん、それだけではない、保

健や医療、福祉、教育、こうした社会保障や社会福祉が人権として保障される、それがあって

こその文化やコミュニティ、つながりが可能になる。精神論だけでは、人間の復興、地域の再

生・発展は実現できません。

今、被災地へ行くとしきりに言われている「頑張れ」と「つながり」のスローガン。私は逆

立ちしていると思うのです。生活の基盤、社会保障の制度や組織が国や自治体によってきちん

と保障されたところでほんとうにつながりが可能になるわけです。それなくしてつながりを強

制すると、例えば家族間でいえば、介護殺人なんてその典型ですが、あるいは共倒れですね、

そういうことになるのではないかと思っています。

本日、後で報告をしていただくハンセン病の問題についても、故郷を奪われ、死んでも帰れ

ないという状況が引き起こされている。まさに住み続ける権利が奪われている、侵害されてい

ると捉えるべきだということです。

憲法の人権保障を国際人権条約でより豊かに

現在の日本国憲法が保障している人権を十分保障すれば、住み続けることはできるというこ

となのですが、さらに原発問題のような新しい状況（広島、長崎に続く三度目の被爆になりま

すが）、70 年前に憲法ができたときにはなかった状況を踏まえて、さらに人権保障を発展させ

ていく必要があると思います。その発展させる方向はどこにあるかといったら、国際条約や国

際的に保障されているいろいろな文書に示されています。つまり国際的な人権保障の発展を憲

法の中に盛り込めば、21 世紀に住み続ける権利ということを確立することができると考えて

います。

少し刺激的に言えば、憲法は平和主義では最先端でしょう。しかし、憲法 25 条について、

あるいは人権保障については時代遅れです。なにせ 70 年前にできているのですから。後退さ

せてはならないのはもちろんですが、現在の状況にあわせた形で、人権をさらに発展させなけ

ればいけない。

人権を奪うような憲法の改悪は、決して許されない。社会福祉、社会保障、公衆衛生を含

め、あるいはその他の生活を保障するものについて、制度を後退させてはならない。立法改悪

してはならない。

そうした憲法の中で私たちは生きているのですから、私たちの不断の努力として、憲法 25

佛教大学福祉教育開発センターシンポジウム『私たちが考える“新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン”』

― １０ ―



条 2項がいうように憲法の中身も常に向上・増進させなければならないわけです。もちろん向

上・増進義務は、国・自治体が負うのであり、皆さん、国民がおう義務ではありません。「公

助」なんていうのは、いかにまやかしかがわかりますね。公助ではなく、「公的に保障」しな

ければならない。「支援」ではなく、「保障」なのです。「相談援助」ではなくて、「問題解決」

なのです。問題解決の方向はなにかと言えば、社会保障・社会福祉を必要とする人々の固有の

ニーズを満たす。これが人権を保障するということです。それこそが専門職の役割です。

「人権のにない手」論

私は、それを「人権のにない手」論として提唱しています。社会福祉士はじめ、医師はもち

ろん、日本の専門職は社会保障、社会福祉の仕組みの中で働いている限りは、「人権のにない

手」でなければならない。人権としての社会保障、人権としての社会福祉のにない手なので

す。個人の意思にかかわらず、日本の憲法以下の法体系のもとではそうあるべきだと考えてい

ます。

専門職は、その自覚を持って仕事をしていかなければならない。この「福祉ビジョン」の趣

旨のところにありますが、それぞれの仕事をする職員の役割ということが強調されています。

しかし表現をあらためて確認しておかねばならない。趣旨のところには、「総合的な福祉人材

の育成」だとうたわれています。いったい、総合的な福祉「人材」の育成とは何でしょうか。

皆さん、この中で社会福祉の現場で働いている方々は、自分を人材だと思っていますか。人

材というのは、あくまで企業的な視点、労働力の視点。そして、ここに生産性が要求されると

いうことです。そういう視点からいうと、皆さんは人材です。労働力であり、マンパワーで

す。

しかし、「人権のにない手」というのは、ただの労働力ではない。私は「ヒューマンパワー」

という言い方をしています。しかも、その労働者としても、働く人としても、人間の尊厳は保

障されなければならない。とってかわれない、唯一の存在であるというのが人間の尊厳の前提

です。労働力というのは、いくらでも替えがきく、つぶしがきくという発想です。

つまり「人権のにない手」として働くべき社会福祉士の現場に、そうした労働力・効率性の

視点を持ち込む、それが福祉人材の観点であり、生産性の観点だということです。それで良い

のでしょうか。それで、皆さんは満足なのでしょうか。

いろいろお話をして、実は、日本の社会保障、社会福祉、こうした現場で働く皆さん、研究

者とあえて言いますが、その人々も含めて社会保障像、社会福祉像、あるいは人間観、これが

あまりにも貧困すぎるというように感じています。

一時、北欧詣出がありました。しかし、帰ってくると簡単に日本ではとても無理だと言う。

しかし、もっと豊かな社会福祉・社会保障、それはもっと豊かな人間像ということですが、そ

れを築いていく必要があるのではないでしょうか。
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最後に～頑張らなくても良い社会を創る～

最後にもう一度繰り返しますが、「頑張らなくて良い社会」、これを創ろうではありません

か。そのことを申し上げて、講演を終了させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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