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報告の概要 

要旨 前章までのあらすじを織り交ぜた著書のまとめ。官、民、協、私セクターからなる多元的福祉

社会への期待と展望を示す。 

問いと答え 福祉社会を多元化する必要、多元的福祉社会論の存在意義は、これまでの福祉が

家族、市場、国家にそれぞれ頼ってきたものの、それぞれに不足や限界があることが明らかになっ

たことにある。 

姿勢 本書とこれまでの研究ではそのことを明らかにしてきた。既存の政治経済体制・社会保障制

度に対する批判を重ねたうえで、官、民、協、私セクターの社会構想を提示する。『ニーズ中心の

福祉社会へ――当事者主権の次世代福祉戦略』に向けた理想像を示す。 

意義 

①高齢者介護を支援する施設への調査・観察と自身の経験を記述から高齢者介護を取り巻く現状

を理論的な分析・考察にもとづいて整理する。 

②福祉国家論への（主に新古典主義経済学派からの）冷笑と、社会福祉政策に関する従来型の

日本政府の諸実践に批判を込めつつ、既存の福祉国家論を超える福祉社会モデルを提示する。 

③これまでのジェンダー・フェミニズム研究の成果を社会保障の近代経済学や社会福祉論など他

の学問分野に架橋しつつ、天下国家を論じる。 

評価 現行の国内政治経済体制に起因する社会的な課題のなかで、高齢者介護とその組織化を

難しくする要因を枚挙し、社会保障政策との関係を考察したうえで、新たな福祉社会を構築する重

要性を示そうとしている。 

考察・雑感 

①語法、フレームワーク、学際の架橋 

②記述・描写と分析・考察 

③望ましい（福祉）社会像を語る意義と困難 

 

 

解説と検討 

■人の必要を満たすうえでの 3つの失敗 ――市場、国家、家族 

必要な財（製品、サービス）を必要とする人のもとに届ける 2つの原理： 市場と国家 

市場：所有者間での自由な交渉、交換、譲渡、贈与。 

国家(政府)：法的規制→徴税→政策の立案、計画経済→再配分 

市場経済派と計画経済派の対立→ 二者択一ではなく、並立・併存（混合経済体制） 

・市場、国家、家族の機能と不全：  社会保障の（近代経済学・公共経済学）な位置づけ（p.453） 

①市場の失敗：完全競争市場により負の効果が現れる。市場競争が不完全になる。価格メカニズ

ムが働かない。Cf.外部効果、情報の非対称性、自然独占、公共財の存在 

→政府による市場介入の論拠。市場の失敗からの保護と保障、適正配分、是正。社会保障政策も
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ここに含まれる。だが市場の取引では賄いきれない必要を国家が保障・支援によって満たすのが

社会保障であるという、副次的な位置づけ・認識が生まれる。 

②政府の失敗：政府の過剰な介入・規制が、市場の経済活動の妨げとなり、停滞させる。立案した

経済政策が想定通りの効果をもたらさず、かえって市場競争をゆがめる。Cf. 過剰な規制、財政

赤字、汚職・利権の発生、政策の予測不可能性。 

→本論では、社会保障の副次的・補完的位置づけに対する異議を提起する。 

③-A 行政改革論：非効率な行政組織を刷新し、運営の方法を「能率」に適うものに変える 

→行政改革、行政刷新、国家経営 

 Cf.  Kotler. & Roberto. (1989=1995); Osborne & Ted  (1995＝1995). 

③-B ボランタリーの失敗（NPOの存在意義論） 社会のニーズを的確に細やかにつかむことが 

できるのは、草の根活動で地域密着型のボランティア活動であり、非営利・非政府組織であ 

る。その活動は市場取引で満たすことが難しいものの、政府も公平・一律の原則によりサー

ビスを十分供給できない。しかし NPO/NGOは人的財政的に不足がちであるので、活動を

組織化することが難しい。それがボランタリーの失敗である。ゆえに社会のニーズを満たす

ためには、政府が口を出さずに（助成・補助）金を出すべきである。 

③-C 家族の失敗（18章） 家族の機能不全への指摘と女性の外在的・他律的な役割規定に対 

する異議。市場が万能であるというのは、内助の功、家族の支え、家事の（犠牲の）うえに成

り立ってきたものである。従来の社会福祉政策も家庭内の無償奉仕を宛にしている。高齢

者の介護を家族が面倒をみるという図式のもとで、制度設計がなされてきた。だが、…→市

場の失敗を補完する役割であるはずの（福祉・セーフティネット）国家の失敗→福祉多元的

社会の構想へ。 

 

■ユニバーサルな社会サービス法の制定（p.464） 

・連帯と再分配 社会保障の経済学：「貢献原則に基づいて分配された所得を、必要原則に基づ

いて修正するのだ」（権丈善一、2009）の引用。「市民」の連帯とセクター間の連携 

・協セクター 「脱市場、脱国家、脱家族の、ということはそれらのい>457>ずれでもないが、そのす

べてを経過したあとの、個人を基礎とした共同体であることだ。」(pp.456-457) 

 「当事者ニーズの顕在化と事業化、当事者の権利擁護、民セクターとの連携および官セクターと

の共同と政策提言」(p.457)  →コモン common 公益を追求する市民活動が協セクターである。 

・官、民、協、私という分類を提案。「福祉多元社会を、人間お安全保障を実現するための責任と負

担の最適混合と考えるなら、各領域は以下のように役割を分担することになるだろう」(p.457) 

①財源を確保したうえで、②当事者主権にもとづき、③高齢・障害を統合した、④税負担による、⑤

公的機関がサービスの提供を保障する制度。 

・「社会参加の権利」（p.463）を保障するための責任の所在と実現するしくみ。 

Cf.学校へ行くこと、職場へ行くこと、友人を訪ねること、教養娯楽活動に参加すること… 
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■残る問い 

・誰と連帯するか。排除・排他性。・市民権・国籍、政治経済体制・国境、社会制度の責任者・国家、

福祉国家と福祉ナショナリズム。→「福祉多言社会の四つのセクターが相互保管的に機能している

限り、それは可能だと答えたい」。（p.468） 

 

考察と雑感 

◆語法、フレームワーク、学際の架橋 

3つの失敗から議論を説く成否と功罪 

・市場（万能）主義に込める意味について いくつかの「市場」観  市場の失敗 市場万能主義 

・市場、国家、家族は必然的に失敗する、か？ 相互補完的に→どう組みわせ、また調整するか。 

・従来のNPO/NGO論、市民活動論との違いはどこか。協セクターとボランティアセクター、非営利

組織、非政府組織との違い。 

・官、民、協、私という分類の提案・実現により、どのような課題を解決できるのか。 

→「合成の誤謬」という自らの批判に自らの構想が耐えうるか。 

政府と非政府： 官庁・官僚・官制・官立←→民間 

  自律と他律： 協（ボランティア？）、自発性、自弁←→強制 

  個人と集団・組織・団体： 協力関係←→独立（自尊？） 

  公と私： 私（private; closed, non-governmental; non-official, special; particular）  

     ←→公共性（公開 open、政府 official、共通 common） 

・「(社会)福祉」(social welfare )という言葉を使う危うさ 限定用法と一般用法 

人の幸福 happiness、個々人の厚生 well-being（の集合）、社会保障制度 social security 

program/system…のあいだの使い分け。 

・ケアの社会学の結論で、「ケア」への言及がないまま、介護保険制度への期待が語られている。 

・ 「ニーズ」中心 （p.463） 一般化することで個別性が見えにくくなる「ケア」の特色。人と人との

関係性としてのケアと、制度上の「配慮・注意」としてのケア 

 

◆記述・描写と分析・考察 

・現実世界に対する肯定と抵抗 

・国家の社会保障から個人の社会保障へ 一政府の法制度から国際連合の社会保障制度論へ 

官民協私は並列的な関係にあるのか。単位としてひとしく対置できるのか。 

・社会福祉のための財源調達という国家による経済的強制の肯定と徴税論の回避 

・日本の社会保障と介護保険制度に対する批判と期待 

・再配分するのは政府だけか。むしろ協セクターでもあるのでは。公共的であるのは協セクターか。 

・老人・障害者・幼児保育を統合するユニバーサルサービスとはどのような手当て、世話、目配せな

のか？「年齢と家族構成を問わず、ケアが必要な状態の個人に、対人サービスを権利として給付

するという制度」（p.467） 



立命館大学衣笠キャンパス「ケア研究会」                    2011/12/17 

上野千鶴子著『ケアの社会学』18 章「次世代福祉社会の構想」 

髙田 一樹 

4 

                      

・協セクターと他のセクターとの連携・調整の論点が、いつのまにか（あるいは意識的に）社会福祉

の政策論になり、政府の医療保健福祉政策と税の負担とその配分、そして立法論になっている。 

 

◆望ましい（福祉）社会像を語る意義と困難 

・高齢者を対象とする介護保険制度の不備をいくつかの事例と自らの経験を整理して指摘する。

現行の日本の社会保障制度のもとでの介助の組織化が難しく、介護サービス利用者は不便を強

いられている。 

・既存の（近代経済学を中心とする）理論構築に対して、一矢報いることと、ひとつの事例ですべて

を語ること。 

・「ニーズ中心の福祉社会へ」と、高齢者が健やかに暮らせる生活環境をなによりも優先させる社会

へとの違いは何か。 
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