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Ⅰ　オーストラリアの格差問題

　オーストラリアは、「公平な扱い」を意味す
る「フェア・ゴー（Fair�Go）」主義の原則が広
く支持される国であるといわれ、この原則は
政府によっても実践されてきたと考えられて
い
（注１）
る。しかし、経済グローバル化の進行ととも

に1980年代から90年代前半にかけて所得格差が
拡大し、その後も全体としてこの傾向は止んで
いない。
　1996年から2007年まで12年間続いたジョン・
ハワード（John�Howard）首相の保守連立政権
下では、新自由主義的経済政策が推進される中
で、事実上の最低賃金制度の廃止、求職者支援
業務の民営化、社会福祉給付への相互的義務の
導入などが行われ、所得差の拡大にさらに道を
開いたともいわれている。
　こうしてオーストラリアにおいても、過去10
年ほどの間に、所得格差や貧困問題が政策課題
として大きな位置を占めるようになってきた。
しかし、関心の焦点は、格差問題というより、
貧困その他の困窮要因を抱える弱者が社会的に
排除される問題に絞られる傾向にある。
　本稿では、社会的排除からの脱却、すなわち
社会的包摂を重視する最近の貧困問題研究にふ
れたうえで、オーストラリア労働党新政権の政
策を見ていくこととする。

Ⅱ　社会的排除という視点

　貧困は、格差の有無にかかわらず、人の生存
を直接脅かす深刻な問題である。しかし、何を
もって貧困というか、貧困を測る尺度は何かと
いうとき、答は簡単ではない。従来、貧困は所
得で測られることが多かったが、最近ではこの
手法に対する疑問の声も聞かれる。
　2006年刊行の OECD の調査報

（注２）
告は、所得に

よる測定は貧困の全体像を描き出すことができ
ないとして、所得によって貧困を測定しようと
するアプローチには注意が必要であると警告し
ている。すなわちこうしたアプローチには「資
源を駆使する力」という観点が欠けており、教
育、医療、住宅などのサービス受給の有無、金
を貸してくれる人の存在、家族や友人の援助な
ど、貧困にとって重要な要素が無視されること
になる、と指摘してい

（注３）
る。

　このような考え方から、貧困研究においては、
貧困の中に暮らす者が経験する現実の生活条件
を新たな指標として設定すべきだとの提言も行
われるようになった。オーストラリアの貧困、
雇用問題の代表的研究者であるピーター・サン
ダース（Peter�Saunders）ニューサウスウェー
ルズ大学社会政策研究センター所長は、最近の
研究において、貧困問題に取り組む際には、低
所得という観点からだけでなく、「物が手に入
れられない状態（デプリベーション：depriva-
tion）」と「社会的な活動から排除される状態（社
会的排除：social�exclusion）」の双方向から問
題を検証する必要があると述べている。サン
ダース所長によれば、これらの状態は、互いに
重なり合いながら「弱者という状態（ディスア
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ドバンテージド：disadvantaged）」をもたらし
てい

（注４）
る。

　社会的排除の概念は、ヨーロッパ諸国で1990
年代以降用いられるようになり、貧困問題の研
究や政策に新たな視点を提供した。一般に「失
業、技能の不足、低所得、劣悪な住居、犯罪が
多発する環境、不健康、家族崩壊などの相互に
関連する問題が結びついた状況に、個人または
地域が置かれた場合に生じ得る事態」と定義さ
れ
（注５）
る。

　社会的排除に対抗する概念として提示される
のが「社会的包摂：social� inclusion」である。
今日のヨーロッパにおいては、このような概念
にもとづいて策定された貧困対策が多く見られ
るようになっている。
　オーストラリアにおいても、サンダース所長
の研究に言及されているとおり、社会的排除と
社会的包摂という視点の重要性が認識されてい
る。そのことは、以下の項で紹介する2007年総
選挙に際してのオーストラリア労働党の政策文
書に明確に現れた。

Ⅲ　労働党の総選挙向け政策文書

１　社会的包摂計画
　2007年11月の総選

（注６）
挙において、ケヴィン・ラッ

ド（Kevin�Rudd）党首率いるオーストラリア
労働党は、この国の困窮者問題を深刻に受け止
める姿勢を、「オーストラリアの社会的包摂計
画（Australian Social Inclusion A

（注７）

genda）」という
選挙向け公式政策文書において明らかにした。
　この政策文書は、同年の10月から11月にかけ
て労働党が各分野の政策課題ごとに相次いで発
表した一連の文書の一部を成す。労働党のマニ
フェストと考えられるこれらの文書のうち「社
会的包摂計画」文書においては、オーストラリ
アの困窮者についての問題を、労働、教育・訓
練、医療面の政策を通じた社会的包摂によって

解消しようとする労働党の構想が述べられてい
る。文書の取りまとめには、労働党副党首であ
り、当時「影の『雇用・労使関係担当大臣』兼
『社会的包摂担当大臣』」であったジュリア・
ジラード（Julia�Gillard）下院議員と、同じく「影
の『労働者参加担当大臣』」であったペニー・
ウォン（Penny�Wong）上院議員があたった。
「社会的包摂計画」文書がその冒頭で示した現
状認識は、次のようなものであ

（注８）
る。

・オーストラリアの経済は成長を続けており
その連続記録も17年目に入った。しかしこ
の繁栄の陰に、困窮状態に取り残された
オーストラリア人がいる。今こそ社会的包
摂のための計画が必要とされている。

・失業や低所得、劣悪な住居、病気、心身の
障害、家庭崩壊などの広範な問題を抱える
人々や地域にとって問題なのは、このよう
な状態が社会的排除をもたらすということ
である。

・社会的排除は、人生の途中で起きることも
あるが、貧困や失業に苦しむ親のもとに生
まれることにより、人生のスタート時点で
すでに始まる場合もある。社会的排除は世
代間に継承される場合、とくに深刻な問題
となる。このことは、オーストラリア先住
民において顕著な傾向となっている。

・人々が社会的に包摂されるためには、オー
ストラリアの生活の中で、経済的にも社会
的にも政治的にも、また精神面においても、
十分な活動をすることが可能でなくてはな
らない。

・すべてのオーストラリア人は、雇用を保障
され、各種サービスを受けることができ、
家族・友人・職場・コミュニティなどを通
して他者との関係を保ち、病気や失業など
の個人的危機を克服し、自らの声を上げる
ことができる機会を持つことにより、社会
的に包摂されなければならない。
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　このような認識にもとづき、労働党は、ハワー
ド保守連立政権による従来の経済的社会的困窮
者対策が縦割りで断片的であったと批判し、社
会的包摂という観点から政策を組み立てなおす
必要があると論じ

（注９）
た。

　その上で「社会的包摂計画」文書は、新たな
政策の骨子として、次のような項目を提示した。

①　連邦政府の明確な役割のもとに州・地方
各機関との連携を強化し、各施策の効果を
最大限にすること。

②　教育をこの計画の中核に据えるととも
に、すべての4歳児を対象とする全国的就
学前教育プログラムを実施すること。

③　雇用への参加を社会的包摂の重要な基盤
の一つととらえ、求職者が適切な仕事を見
つけられるような支援の仕組みと、雇用訓
練の各プログラムを充実させること。

④　雇用のための教育・訓練期間をサポート
する保育費補助プログラムの対象者と対象
期間を拡大すること。

⑤　家族を疲弊させ、社会的排除に追いやる
要因としての劣悪住居やホームレス問題に
着目し、10年計画で需要に見合う緊急住宅
の提供を行うこと。

⑥　デジタル格差を生じさせないため「全国
中等学校コンピューター基金」プログラム
により、９－12歳のすべての生徒が各自の
コンピューターにアクセスできるようにす
ること。

⑦　労働者の中でも声を発しにくい人々の利
益が守られるように、企業と労働組合の関
係を是正すること。

⑧　各種の社会的サービスを供給するコミュ
ニティが技能のある有能な人材を確保する
ことができるように、雇用主としてのコ
ミュニティの役割を強化するこ

（注10）
と。

２　若年者労働政策
　このほか関連の政策文書として、ジラード副
党首による「オーストラリアの若年労働者のた
めの公正な前進（Forward with Fairness for Aus-

tralia’s Young W
（注11）

orkers）」も同時期に刊行された。
　この文書では、低失業率と言われるオースト
ラリアで、15－19歳の若者の５人に１人が失業
している事実が指摘され、統計上区分された80
か所の地域のうち76か所で、十代の若者の失業
率が二桁であることが警告されている。また、
15－24歳の若者のうちフルタイムの仕事にも学
業にも就いていない者が52万6,000人に及ぶと
いう民間機関の調査結果が引用されている。さ
らに、若年者においては、就業者であってもパー
ト労働従事者の割合がどの年齢層集団よりも高
く、66％に上っていると述べられてい

（注12）
る。

　労働党は同文書において、若者に各自の潜在
能力を十分に発揮させることがオーストラリア
の将来を決定づけるという認識を示すと同時
に、労働こそが若者自身に意味のある生活を送
るための資力を得させ、将来の雇用のための技
能を身につけさせることができる、として若年
者労働政策の重要性を強調し

（注13）
た。とくにその政

策において焦点があてられたのは、ハワード政
権下で進められた「ワークチョイス（就業選択）」
政
（注14）
策の見直しである。

　「ワークチョイス」政策は、労働市場の柔軟
性を高め、選択肢を増やすという目的のもとに、
それまでの最低労働条件にかかわる法令等を簡
素化して連邦法制化を図ることなどを中心に、
2005年に推進された。
　この政策のもとで、不正解雇規制の適用対象
から、被用者数100人以下の中小企業が除外さ
れ、さらに、臨時に短期間の業務に従事する者
や一定期間の契約にもとづき労働に従事する者
は、不公正または違法な解雇に際しても救済を
受ける権利を有しないとされた。
　このほか、最低賃金の決定権限移管、労働時
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間の法定などが、企業側を利するものとの批
（注15）
判

を受けながら進められた。すなわち、技能を持
たない若年労働者が結果的に不利を蒙ることに
なりやすい政策が導入されていったのである。
　労働党の「若年者労働政策」文書においては、
ハワード政権によるこのような「ワークチョイ
ス」政策を破棄し、最低賃金、労働時間、不正
解雇からの保護などの条件において、若年労働
者のための強力なセーフティネットを構築する
ことが公約され

（注16）
た。

Ⅳ　ラッド政権発足後の政策展開

　以上のようなマニフェストを掲げて2007年11
月24日の総選挙に勝利した労働党は、同年12月
３日、ラッド党首を首相とする新政権を発足さ
せた。マニフェストで示された社会的包摂計
画と若年労働者対策は、新政権発足後にどの
ように展開されているのだろうか。政府各省
の記者発表および、2008年２月に刊行された
小冊子「ラッド政権が発足後100日で達成した
こ と（First 100 Days―Achievements of the Rudd 

Governm
（注17）

ent）」の中から、主なものを拾ってみる。

⑴　「教育雇用労働関係省」の設置
　ラッド新政権は、政権発足とともに省庁再編
を行い、従来の教育科学訓練省（Department�
of�Education,�Science�and�Training：DEST）
と雇用労働関係省（Department�of�Employ-
ment�and�Workplace�Relations：DEWR）とを
統合して、教育雇用労働関係省（Department�
of�Education,�Employment� and�Workplace�
Relations：DEEWR） を 創 設 し た。 新 設 の
DEEWR には、従来、家族住宅地域サービス
先住民問題省（Department�of�Families,�Hous-
ing,�Community�Services�and�Indigenous�Af-
fairs：DFaHCSIA）が所管していた、若者と子
どもの早期教育に関する業務も移管され

（注18）
た。

　これは、上述の二つの政策文書で強調された
困窮者対策と若年者労働の問題に、包括的に取
り組むという新政権の姿勢を表したものといえ
よう。担当大臣である教育担当相および雇用労
働関係担当相は、ジュリア・ジラード下院議員
が兼任することとなった。ラッド政権で副首相
に就任したジラード議員は、社会的包摂担当
相にも就任した。社会的包摂問題を所管する
のは、首相内閣省（Department�of� the�Prime�
Minister�and�Cabinet：DPMC）とされた。
　首相内閣省は、連邦政府の運営と調整、連邦
と州の各政府間調整、首相への政策助言などに
あたるほか、省庁横断的な重要政策の調整を所
管する。2008年１月25日付の行政再編令によれ
ば、首相内閣省が調整すべき省庁横断的な重要
政策課題として「テロ対策」「国家安全保障政
策」と並んで「労働および家族」があげられて
い
（注19）
る。

⑵　「社会的包摂対策室」の創設
　総選挙直後の2007年11月末、首相内閣省
の中に「社会的包摂対策室（Social�Inclusion�
Unit）」が設置された。これは、イギリスでブ
レア労働党政権発足時の1997年、内閣府（Cabi-
net�Office）に設置された「社会的排除対策室
（Social�Exclusion�Unit）」の例に倣うものであ
る。この機関は、1980年代以降イギリスで貧富
差の拡大が進行し、その結果、失業やホームレ
スの増大、失業家庭の子どもの増大、犯罪・麻
薬等の非社会的行動の増加が深刻化する中で、
これらの人々の社会的包摂を図るための政策を
企画・立案するものとしてブレア首相（当時）
により設置された。首相のリーダーシップによ
り子どもの貧困や失業家庭、住宅問題、教育と
雇用などに集中的に取り組むための政策の拠点
として、社会的排除対策室はイギリスの貧困対
策に重要な成果をもたらしたといわれてい

（注20）
る。

　ラッド政権の「社会的包摂対策室」の構想は、
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このようなイギリスの例のほか、南オーストラ
リア州とヴィクトリア州で運営されている社会
的包摂担当機関の経験も参考にしてい

（注21）
る。

　連邦の社会的包摂対策室には、政策立案のた
めの助言を行う機関として「社会的包摂委員会
（Social� Inclusion�Board）」が設置されること
となっている。委員会メンバーとしては、福祉
問題の専門家や経済その他の関連政策分野の専
門家が想定されている。2008年１月には、首相
内閣省ホームページ上で、各界からの適任者の
応募を促す呼びかけが行われた。委員は、副首
相および首相により選任され、任期は３年とさ
れる予定であ

（注22）
る。

⑶　住宅問題とホームレス対策
　総選挙向け政策文書でも示されたように、
ラッド政権の社会的包摂計画においては、劣悪
な住宅とホームレスの問題が社会的排除の要因
となりやすいことに強い関心が寄せられ、この
問題への取組みに高い優先度が与えられている。
　新政権発足後の2008年１月27日、政府はホー
ムレス問題についての白書作成を、長年民間福
祉団体でホームレス問題に取り組んできたト
ニー・ニコルソン（Tony�Nicholson）氏を座
長とする白書運営委員会に委嘱し

（注23）
た。今後、５

月に政府提案から成る緑書が用意され、それに
対する公開協議期間が設けられたあと、９月に
最終的な白書がまとめられる予定である。白書
には、10年間でホームレス問題を撲滅するため
の全国規模の包括的アプローチと行動計画が盛
り込まれるといわれてい

（注24）
る。

　住宅問題に関しては、住宅購入環境の整備も
図られ、２月には「住宅初購入者貯蓄制度（First�
Home�Savers�Accounts：FHSA）」の導入の正
式決定が行われたほか、住宅関連経費の引下げ
も進められている。FHSA は、平均的所得の
夫婦が初めての住宅購入のため貯蓄を行う場合
の優遇措置が認められるものである。これらは、

近年度々行われた金利引上げとインフレ動向の
ために、比較的若い中間所得者層が負っていた
住宅ローン返済の負担増を解消しようとするも
のであ

（注25）
る。

⑷　学校と親と地域の連携
　2008年２月18日、ジラード教育担当相兼社会
的包摂担当相は、80万ドル（１豪ドルは約90
円）の予算により「家庭・学校・地域協力局
（Family-School�and�Community�Partnership�
Bureau）」を設置し、三者の密接な連携を図る
ことにより、子どもの学習能力や出席率、態
度の向上を目指すという新政権の構想を発表
し
（注26）
た。

　家庭・学校・地域協力局には、学校に通う子
どもの親の全国連合と協力して、学校が親や地
域にとって望ましいものとなるための調査研究
を行う使命が課される。同時に、これらの連携
協力をつうじて、子どもの学習過程に関心を示
さなくなった親を繋ぎ止めることが期待されて
い
（注27）
る。家庭が学校教育に参加することは、上質

の教育を達成するために必要不可欠である、と
いう新政権の基本認識を反映したものといえよ
う。

⑸　全国中等学校コンピューター基金
　続いて３月４日、ジラード教育担当相兼社会
的包摂担当相は、全国の中等学校のうち、最新
の情報技術に触れる機会が最も不足している学
校について、同日から「全国中等学校コンピュー
ター基金」への申請を受け付けると発表し

（注28）
た。

この基金のため、政府は向こう４年間に10億ド
ルを支出することになる。
　政府はこの計画の導入に先立ち、全国2,650
の中等学校のコンピューター設置状況を調査し
た。その結果、コンピューター１台についてそ
れを使う生徒数が８人以上となる学校は、937
校（生徒合計29万5,972人）にのぼることが分っ
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た。今回の申請受付は第１回目とされ、これら
の学校の生徒を対象に、コンピューター対生徒
の割合を１対２にすることを目的として行われ
る。
　政府の調査によれば、全国の中等学校におけ
るコンピューター対生徒の割合は、平均１対５
であるという。今回対象となる生徒数の内訳は、
７割が州立学校に、２割がカトリック系の学校
に、そして１割がその他の私立学校に通う者で
あるとの結果が出てい

（注29）
る。

⑹　中等学校への職業訓練センター設置
　さらに３月７日には、全国の中等学校に対し
て、各校に職業訓練センターを設置するための
連邦出資プログラムへの応募の呼びかけが、ジ
ラード大臣により行われ

（注30）
た。

　この計画は、職業訓練の機会を生徒に保障す
ることによって、産業界における熟練技能者不
足の問題の解決を図ると同時に、生徒が就業や
学業の継続、また高度の技能修得のいずれを選
択する場合にも、良い成果を得られるようにす
ることを目的とする。10年計画で25億ドル規模
の支出が見込まれ、2008年については４億ドル
が支出される予定であ

（注31）
る。

⑺　先住民のための教育向上支援
　オーストラリアの先住民には、大陸に住むア
ボリジニとトーレス諸島（クインズランド州北
部）に住むトーレス諸島民の二つの民族がおり、
その数は約2,070万のオーストラリア全人口の
およそ2.5％（517万）を占め

（注32）
る。これら先住民は、

所得、教育、雇用状況のいずれにおいても、非
先住民と比べた場合、困窮している者が多い。
さらに、医療環境、アルコール・麻薬問題、住
宅事情などによって社会的排除の危険に晒され
ている者が少なくない。
　2008年２月13日の連邦議会開会にあたり、
オーストラリア政府の過去の先住民政策につい

て公式謝罪を行った新政権は、社会的包摂計画
の重要な柱として、先住民のための教育、保健、
雇用、訓練を掲げている。同日、政府は先住民
のための超党派の「共同政策委員会」を設置す
ることにつき野党（自由党）と合意したと発表
した。この委員会では、与野党党首が共同議長
を務めることにな

（注33）
る。

　また、ジラード教育担当相兼社会的包摂担
当相は２月14日、ジェニー・マクリン（Jenny�
Macklin）家族住宅地域サービス先住民担当相
とともに、先住民の学校の教員を増員する法
案「先住民教育（集中的援助）法2008年改正
法
（注34）
案」を、議会に提出した。この法案は、2008

年度に716万ドルの追加支出を行ってまず50人
の教員増員を図るもので、次の３年間にもさら
に150人を増員することが予定されている。
　政府は教員増員計画のほか、先住民の多い北
部特別地域の過疎地帯を対象として3,400万ド
ルを出資し、学校施設の改善や子どもの読み書
き能力の引上げ、未就学の子どもの就学支援な
どに充てる計画を発表してい

（注35）
る。

⑻　職場関係法改正法案
　新政権は、第42連邦議会冒頭の2008年２月13
日、「2008年職場関係法改正（公正な前進への
移行）法

（注36）
案」を提出した。この法案は、先述の

とおりハワード前政権で進められた「ワーク
チョイス」政策を是正する目的を持つ。同政策
は、非熟練労働者や若年労働者に不利な労働条
件をもたらし、不当な解雇が行われやすいと指
摘されていたほか、労使交渉における労働組合
の介在をできるだけ排除しようとするもので
あった。改正法案の主な内容は次のとおりで
あ
（注37）
る。
・労働者の賃金カットや条件引下げに利用

されてきた個人ベースの「全国職場協約
（Australian�Workplace�Agreements：
AWAs）」は、今後、新たに結ばないこと
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とされる。
・AWAs を利用してきた経営者に対しては、

2009年12月31日まで限定的に移行期間の個
人協約が認められる。

・2010年１月１日からは、団体交渉を基本と
し、最低賃金その他の条件を担保するため
の裁定機関を備えた労使関係制度が導入さ
れる。

　「2008年職場関係法改正（公正な前進への移
行）法案」は、３月、両院を通過し、法律とし
て成立している（３月20日裁可）。

⑼　2020年を展望するサミット
　政府は2008年４月19-20日の２日間、「オース
トラリア2020年展望サミット」と題する全国民
レベルの会議を、連邦議会において開催した。
これは、３年という通常の議会選挙のサイクル
では対応することのできない国家的政策課題に
ついて、各界の主導的な人物1,000人を一堂に
集め、長期的な視野に立った選択肢を論じても
らうという計画である。サミットの議長は、ラッ
ド首相のほかメルボルン大学グリン・デービス
（Glyn�Davis）副学長が務めた。
　このサミットのテーマとしては、10項目の課
題があげられたが、その中には地域の活性化と
家庭の支援、社会的包摂、教育や技能訓練を含
んだ生産性向上計画、先住民の未来についての
選択肢などの項目が見られる。それぞれのテー
マについて、100人ずつの参加者が選ばれ、各
項目の会議では、連邦政府でその分野を所管す
る大臣が運営委員会のメンバーとともに議長と
なった。
　サミット終了直後には、政府の検討に資する
ため、各テーマの会議における議論の要点、政
策提言などをまとめた第一報告

（注38）
書が刊行されて

いる。報告書によれば、社会的包摂が議論され
た会議においては、この問題を国家的優先課題
の一つとし、「社会的包摂のための連邦行動計

画」を策定することが提言された。
　政府は、この報告書にもとづき、各テーマに
ついて2009年以降の長期的方向を展望する見
解を、2008年末までに公表することになって
い
（注39）
る。

　オーストラリアでは、イギリスの制度を参考
とした公開協議が頻繁に行われている。公開協
議は、一定期間の意見募集や各地での公聴会開
催などで構成され、この過程で重要な政策課題
の事実関係や利害の存在、賛否の議論が明らか
にされていく。貧困問題や困窮者対策に関連し
ても、様々な機会に多数の公開協議が行われて
きた。
　大規模な公開協議の場とも考えられる今回の
サミットで議論され提示された貧困問題や困窮
者対策の選択肢に、政府がどのような具体的政
策をもって応えるかが注目されている。
　貧困その他の困窮条件を抱えた人々の増加と
固定化に対抗するため、オーストラリア労働党
が2007年の総選挙において掲げた公約と、政権
発足後の政策展開について見てきた。公約の基
本理念として掲げられた社会的包摂計画と若年
者労働問題に関しては、関連の立法が推進され、
矢継ぎ早に政策発表が行われている。
　個々の政策については、野党自由党のホーム
ページまたは新聞紙上などで反論や批判を見る
こともあるが、概ね世論は新政権の打ち出す政
策を好意的に見守ろうとしているように思われ
る。

注

＊インターネット情報は、すべて2008年４月25日現在
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