
 

ホームページもご覧ください　http://www.rengo-soken.or.jp/

 DATA資料  INFORMATION情報  OPINION意見

CONTENTS

貧困の連鎖は断ち切れるのか
～現状からの脱却のために～ 
子どもの貧困の現状
〜子どもを取り巻く環境は改善したのか〜

鳫　咲子 ………………………4 

シングルペアレント世帯の貧困とその背景
大石　亜希子 ……………… 10 

スウェーデンにみる貧困の連鎖を断ち切るための政府の役割
伊集　守直 …………………14

 ｢新しい経済政策パッケージ」における政府の貧困対策と連合の考え方
小熊　栄 …………………… 18

寄
稿

特
集

九段南だより   ……………………………………………29

情報発信と人的ネットワークの構築 
〜２つの活動〜
最近の書棚から  ……………………………………………30

弥永真生・宍戸常寿　編
『ロボット・AIと法』

今月のデータ  ……………………………………………31

●独立行政法人日本学生支援機構
　「奨学金の返還者に関する属性調査結果」（平成20年度～28年度）
●内閣府　平成 29 年版 少子化社会対策白書

変わりつつある奨学金制度、それでも約半数の
学生が受給
延滞者の約51％が年収200万円未満
事務局だより ……………………………………………… 32

巻頭言 …………………………………………………………… 2

ＮＰＯ法施行20年

視　点  ……………………………………………………………3

〈特集解題〉
７人に１人の子どもが貧困状態という
現状から脱却するためには

連合総研レポート
2018年6月号

No.338

第31巻第6号通巻338号

報　告     …………………………………………………………22

賃金改善の動きが続く
―家計消費は現状・見通しともに上昇―
第35回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2018年4月実施)



DIO 2018, 6

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
施
行
２０
年

連
合
総
研
理
事
長

古
賀
伸
明

巻頭言

巻頭言

　そのＮＰＯ法成立から今年は20年の
節目を迎えた。この間、多くのＮＰＯ法
人が誕生し、現在では5万を超えるＮＰ
Ｏ法人が存在する。私もＮＰＯ法人を
担っている人たちと意見交換をする機
会があるが、彼らからは、この20年間
で新たな公共の担い手として認知度は
高まったが、多くの課題も抱えているこ
とが提起されている。まず、多くのＮＰ
Ｏが慢性的な資金不足を抱えており、Ｎ
ＰＯ法人の収入総額の中央値は1400万
円強、500万円未満の法人が約25％を
占めるなど、総じて収入規模は小さい。
そのため、大半の法人で、いかに収入
を確保するかに頭を悩ませているのが
実態だ。また、社会的な地位が高くなく、
より社会的信用が重要であることや、Ｎ
ＰＯへの参加機会の増強などが課題と
してあがっている。人材の育成や組織
のマネジメントなど、活動の質をいかに
高めるかといった課題や、同じ課題で
活動する団体間の横のつながりの強化
も必要であろう。一方では、国民のＮＰ
Ｏへの関心は、2005年経済企画庁調査
の43.7%から2017年内閣府調査の37.6%
と減少している。
　ＮＰＯは民間企業や行政だけでは解
決できない社会的課題を、市民の力で
解決することで、ともによりよい地域・
社会をつくっていこうという一般の生活
者の活動である。ＮＰＯが市民の身近
な存在として、社会の多様化したニーズ
に応える重要な役割を果たすことがます
ます期待されている今、幅広い層の参
画が求められている。そして、課題を抱
えている人への支援だけでなく、市民の
社会参加の推進や連帯、行動変革を拡
大する機能をより強化することにより、
日本の市民社会・民主主義の発展のた
めに、ＮＰＯの存在は大きくなると思う。
また、「共助」を基盤に公益を追求する
組織としての労働組合や労働者自主福
祉団体、協同組合、ＮＰＯ・ＮＧＯ、社
会的企業などの運動・活動が、さらに強
く連携して人々の連帯に基づいた生活保
障の仕組みをつくっていく必要がある。

共の担い手の当事者としての自負と責
任をもって活動することで、支え合いと
活気がある社会をつくる”という考え
方がいわゆる「新しい公共」である。
成熟社会、超少子高齢・人口減少社
会の我が国では、ますますこの領域を
拡大しなければならないが、最近、こ
の種の議論が少ないのは残念である。
　「新しい公共」は、2009年の民主党
による政権交代時、鳩山首相の所信表
明演説で、その促進が目玉政策の一つ
として掲げられ注目された。しかし、
これは必ずしも初めて提示されたわけ
ではなく、古くから日本の地域や民間
の中にもあったし、自公政権時にもそ
の概念は存在した。ただ、民主党政
権において、「新しい公共」円卓会議
が設置されるなど、市民活動の活性化
による社会づくりの機運が高まったこと
は事実である。
　その「新しい公共」を担う一つが
ＮPO（Non-Profit Organization）であ
り、収益を目的とする事業を行うこと
自体は認められるが、事業で得た収益
は、様 な々社会的課題を解決する活動
に充てなければならない組織である。
もちろん、日本でも古くから収益を目的
としない支え合う組織は存在したが、
1990年代に入り、市民社会やＮＰＯの
活動を強化する必要があるとの認識か
ら、特定非営利活動の健全な発展を
促進することを目的に、特定非営利活
動促進法（以下ＮＰＯ法）が1998年3
月に成立し、同年12月から施行された。
これにより、特定非営利活動を行う団
体が比較的簡単に法人格を取れるよう
になった。また、法人格を持つことに
よって、団体としての財産の所有や、様々
な契約行為を行うことが可能となり、
団体に対する信頼性が高まることにも
つながっていったのである。特定非営
利活動促進法に基づき法人格を取得
した法人を、「特定非営利活動法人（Ｎ
ＰＯ法人）」という。

政だけが公共の役割を担うので
はなく、地域の様々な主体が公“行
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　 視　点

厚生労働省が行なった平成28年国民生活基礎調査

の結果によると、「子どもの貧困率」は、前回調査よ

りもやや改善されたものの、13.9%であり、未だに

約7人に1人の子どもが貧困の状態であるといえる。

前回調査よりも貧困率が2.4ポイント改善したことは

事実であるがOECD34ヵ国調査では、子どもの貧困

率の平均は13.3%であり、日本は先進国の中で「貧

困率」の高い国のひとつと言うことが出来る。一言で

貧困と言っても、最低限の衣食住にも窮する「絶対的貧

困」と、社会の中における相対的な貧困を示す「相対

的貧困注1）」がある。上記の調査などで扱われている

ものは「相対的貧困」である。これは「格差」と言い

換えるとイメージしやすいのかも知れない。また厚労

省の上記調査によれば、一人親世帯の約50%、特に

母子家庭の約80%が相対的貧困層と言う状況であ

り、このことは切実な問題であり看過することは出来

ない。

このような実態をふまえ、今号の特集では「貧困

の連鎖は断ち切れるのか」をテーマに①豊かとされる

日本においてなぜ子どもの7人に1人が貧困なのか、

②現在の対策は十分なのか、等の視点から、現在の日

本社会が直面している貧困問題について考察を行なっ

ている。

まず、鳫論文「子どもの貧困の現状〜子どもを取

り巻く環境は改善したのか〜」では、平成28年国民

生活基礎調査や、就学援助の実態を基に日本の子ども

の貧困の現状について明らかにしている。就学援助を

受けている子どもの割合が20年間で2倍の水準で増

加しており、6人に1人と相対的貧困層の子どもの数

よりも多いことは注目に値する。また子どもの貧困状

況には地域格差が大きいことも明らかにされており、

地域間格差の是正の必要性を指摘している。

次に大石論文「シングルペアレント世帯の貧困と

その背景」では、貧困率が特に高くなるシングルペア

レントに焦点をあて、貧困に陥る背景・親から子への

貧困の連鎖を断ち切る施策のあり方について論じてい

る。本稿では、日本のシングルペアレントは就職率が

高いが収入が低く典型的なワーキングプアの状態に

陥っている事実が指摘され、その原因についても論じ

られている。また、対策として現物給付の拡充などが、

子どもへの直接的な効果だけではなく、親のストレス

レベル低下による子どもへの好影響など間接的な効果

もあることを提示している。

つづいて伊集論文「スウェーデンにみる貧困の連

鎖を断ち切るための政府の役割」では、スウェーデン

における子どもの貧困の状況とその対策について検討

し、日本に対する提言を行なっている。この中で、ス

ウェーデンの福祉政策においては「対象を特定した選

別主義」ではなく「普遍主義サービスの供給」によっ

て、子どもを含めた貧困の削減を達成してきたことが

指摘されている。これによる機会平等の保障が、平等

な所得分配との相関をもち、貧困の連鎖を断ち切ると

いう意味で非常に重要であると論じている。

最後に小熊論文「「新しい経済政策パッケージ」に

おける政府の貧困対策と連合の考え方」では、昨年

12月8日に発表された「政府の新しい経済政策パッ

ケージ」の中でとりあげられた貧困対策について、こ

れまで連合が「働くことを軸とする安心社会」の実現

をめざす中で提起してきた「底上げ、底支え」「格差

の是正」のための政策等をふまえ、政策の評価ができ

る点・問題点、そして政府に対して求める対応につい

て論じている。さらに、教育の無償化や昨今話題になっ

ている奨学金などについて考察を行なうと共に、子ど

もの就学機会を保障し、将来の職業選択の幅を広げる

ことのできる社会を実現していくことが、持続可能な

国づくりにつながると提言している。

これら4本の論文をとおして、読者の方々に、あら

ためて現在の貧困対策の現状を認識していただくと共

に、貧困の連鎖を断ち切るためにはどうすれば良いの

か、考えていただくことを期待したい。

７人に１人の子どもが貧困状態という
現状から脱却するためには

〈特集解題〉

注1）�相対的貧困率は「等価可処分所得（世帯の可処分所

得（収入などから税金や社会保障費などを引いた所

得）を世帯員数の平方根で割った数値）」が、中央

値の半分未満しかない人の割合のこと。

2015 年の中央値は年間 245万円であり、年間

122万円未満の可処分所得しかない世帯員数の割

合が相対的貧困率。

―  3  ―



図表１　子どもの貧困率の推移

（注）�1994年の数値は、兵庫県を除いたものである。2015年の数値は、熊本県を除いたものである。
　　�大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいう。
　　��子どもの貧困率以外は、子どものいる現役（世帯主が18歳以上65歳未満）世帯についての貧困率である。
（出所）�厚生労働省（2017）「平成28年国民生活基礎調査の概況」より作成。

DIO 2018, 6

て日本の子どもの貧困率が高いという、それ
までほとんど注目されていなかった事実だっ
た。日本の子どもの相対的貧困率5の推移を
みると、1990年代半ば以降、上昇傾向にあっ
たが2015年には13.9％となっている（図表１）。
　また、子どもがいる世帯の相対的貧困率6

は12.9％であるが、そのうち大人が一人の世
帯（主にひとり親世帯）は50.8％と、大人が
二人以上いる世帯（主に両親のそろった世帯）
の10.7％に比べて非常に高い水準となってい
る。母子家庭など大人が一人の世帯の相対的
貧困率は、OECD諸国の最下位クラスであり、
子どものいる家庭の間での経済的格差が大き
いことが問題である。
　年間所得でも、子どものいる世帯全体の平
均所得707.8万円に対して、母子世帯では
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　2013年６月に「子どもの貧困対策の推進に
関する法律」（以下、子どもの貧困対策法）
が議員立法で成立し、2014年１月から施行さ
れた。2014年８月には、子どもの貧困対策に
関する国の方針「子供の貧困対策大綱」が定
められた1。全ての都道府県や多くの政令指
定都市なども「子どもの貧困対策計画」を策
定している2。子どもの貧困対策法の附則に
は、法施行後、５年経過後の検討条項がある3。
施行５年後に、法律の改正が行われるかは現
時点では不明であるが、大綱の見直しが既に
予定されている4。

子どもの貧困率の推移と現状
　議員立法による「子どもの貧困対策法」成
立の契機となったのは、他の先進国と比較し

鳫
が ん

　咲子
（跡見学園女子大学教授）

子どもの貧困の現状
〜子どもを取り巻く環境は改善したのか〜
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図表２　子どものいる世帯に占めるひとり親世帯の割合の増加

（注）�1995年の数値は、兵庫県を除いたものである。2016年の数値は、熊本県を除いたものである。
�　　��「その他の世帯」には、世帯員が１人だけの「単独世帯」を含む。
（出所）�厚生労働省（2017）「平成28年国民生活基礎調査の概況」より作成。

図表３　援助を受ける小中学生の推移

（注）��援助率は、生活保護を受ける要保護者、就学援助を受ける準要保護者、東日本大震災臨時交付金対象の被災準要保護
者が公立小中学校児童生徒総数に占める割合である。　

（出所）�文部科学省（2017）「要保護及び準要保護児童生徒数の推移」。
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270.3万円と大きな差がある7。子どものいる
世帯のうち、三世代世帯の割合が減少し、ひ
とり親世帯の割合が上昇傾向にあることが、
子どもの相対的貧困率を高める要因となって
いる（図表２）。

就学援助を受ける小中学生の増加
　子どもの貧困率のほかに、日本の子どもの
貧困の状況を知る手がかりとして就学援助を
受けている小中学生の割合がある。就学援助
とは、経済的に困窮している小中学生の保護

者に対して、市区町村が学用品や給食費に相
当する金額の経済的支援を行う制度である。
　生活保護が認定された小中学生には、厚生
労働省が所管し自治体の福祉部局が担当す
る生活保護費から学用品費・通学費・学校給
食費などが支給される。その生活保護基準よ
りも、やや所得の高い世帯には文部科学省が
所管して市町村の教育委員会が担当する就
学援助費として同じく学用品費・通学費・学
校給食費等が支給される。生活保護の基準
の1.3倍くらいを就学援助の基準としている市

―  5  ―



図表４　高等学校等進学率の推移

注１）�生活保護世帯については、厚生労働省社会・援護局保護課調べ
　　　�なお、平成24年度以前＝被保護者のうち中学校（特別支援学校中学部を除く）卒業者のうち、高等学校又は高等専門

学校に入学した者の占める割合
　　　�平成25年度＝被保護者のうち中学校（特別支援学校中学部を除く）卒業者のうち、高等学校、高等専門学校又は専修

学校の高等課程に入学した者の占める割合
　　　�平成26年度以降＝被保護者のうち中学校（特別支援学校中学部を含む）卒業者のうち、高等学校、高等専門学校、専

修学校の高等課程に入学した者の占める割合
注２）�児童養護施設については、厚生労働省雇用・均等児童家庭局家庭福祉課調べ
注３）�ひとり親家庭については、厚生労働省「全国母子世帯等調査」より作成
注４）�全世帯については、文部科学省「学校基本調査」を基に算出
（出所）�内閣府（2017）「子供の貧困対策に関する有識者会議（第４回）�資料１」。
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の将来がその生まれ育った環境によって左右
されることのないよう、貧困の状況にある子
どもが健やかに育成される環境を整備すると
ともに、教育の機会均等を図ることである10。
この目標達成の前提となる実態把握のため
に、子どもの貧困に関する25項目の指標が大
綱に定められた。
　子どもの貧困対策法では、毎年、子どもの
貧困の状況を公表することになっている（第
７条）。「子どもの貧困に関する指標」のうち、
例えば、生活保護世帯の高等学校等進学率
は、大綱に掲載されている2013年の数値より
2015年度は2.5％上昇している（図表４）。た
だし、全日制などへの進学率はほぼ変わらず、
特別支援学校高等部への進学が2.3％増加し
ている11。経済的困難を抱える世帯に、障が
いという困難が重複していることが少なくな
いことがうかがわれる。
　また、全世帯と比べて生活保護世帯の子ど
もの進路は、特別支援学校高等部のみならず、
定時制・通信制・専修学校高等課程などが多
く（図表５）、中退率も高い（図表６）。定時
制高校への進学率は、全世帯では1.9％であ
るが、生活保護世帯の子どもでは10.9％と高
い。指標を活用して、例えば、定時制高校の
中退対策などが強化されるべきである。

町村が多い。
　この就学援助を受ける小中学生の人数、割
合が増えている。1995年度の約77万人から
2011年度には約161万人に増え、2015年度に
は約139万人となっている。公立小中学校児
童生徒数に占める割合も6.1％から15.4％に増
加している。約20年間で人数、割合ともに２
倍の水準に増加し、小中学生の６人に１人が
支援を受けるという水準に高止まりしている

（図表３）8。
　このように就学援助を受ける子どもが増加
している要因、背景として、「企業の倒産や
リストラなどによる経済状況の変化」と「離
婚等による母子・父子家庭の増加」が二大要
因となっている。親の仕事が不安定な子ども、
家庭環境が複雑な子どもが増えている。他に
は、給食費未納などをきっかけに制度の周知
が行われるなど制度が知られるようになって
きたこと、あるいは公的支援を受けることへ
の抵抗感の減少といった保護者の意識の変
化、外国人世帯が増えてきたことも要因とし
て挙げられている9。

大綱に掲げられた子どもの貧困に関する25
の指標
　子どもの貧困対策法の主な目的は、子ども
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図表５　生活保護世帯の中学卒業後の進学先

（出所）�内閣府（2017）「平成28年度子供の貧困の状況と子供の貧困対策の実施状況」より作成。

図表６　生活保護世帯と全世帯の高等学校等中退率

注１）�生活保護世帯については、厚生労働省社会・援護局保護課調べ
注２）�全世帯については、文部科学省「児童生徒の問題行動・下登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」より作成。
（出所）�内閣府（2017）「子供の貧困対策に関する有識者会議（第5回）�参考資料２」。

DIO 2018, 6

今後の課題
　子供の貧困対策大綱は、策定後５年を目途
に見直しを検討するとされており、内閣府に
設置された「子供の貧困対策に関する有識者
会議」（座長宮本みち子放送大学副学長）では、

「子どもの貧困に関する指標」の見直しの方
向性がとりまとめられている12。ここでは、
法や大綱の目標を分類整理し、それぞれの目
標分野について把握すべき状況（課題）を設
定し、把握すべき課題に対応した指標を選定
するという指標の体系化が試みられている

（図表７）。

　その際、学力・朝食欠食・社会とのつなが
り・離婚後の子どもの養育費など、国の関連
施策の検証や評価のために意義があるとされ
る新たな６指標の追加が検討された。しかし、
新たな指標については関連施策のリストアッ
プが行われているが、既存の25指標について
は目標分野・把握すべき課題との体系化には
着手したものの13、関連施策との関係は依然
不明確である。例えば、政府は2019年度まで
にスクールソーシャルワーカーを全ての中学
校区（約1万人）に配置するとの目標を掲げ
ているが14、2016年度1780人15の実績からは
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図表８　小中学生の就学援助率（2015 年度）

（出所）�文部科学省（2017）「平成27年度要保護及び準要保護児童生徒数について（学用品費等）」より作成。

図表７　子供の貧困に関する指標

（注）
・「子供の貧困に関する指標」は、関係施策の実施状況や対策の効果等を検証・評価するために設定
・＊は特別集計が必要と考えられるもの
（出所）�内閣府（2017）「子供の貧困に関する指標の見直しに当たっての方向性について」。
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た16。法律に数値目標を設定し、施策の検証
を行うべきであるとの意見に対して、安倍総
理は、大綱の25項目の指標の改善に全力で取
り組む、子どもの貧困率に代わる新たな指標
を開発すると国会で答弁していた17。

相当困難であり、施策と指標の体系化による
予算確保が急がれる。
　議員立法による「子どもの貧困対策法」の
制定には、野党案の提出が先行し、その野党
案には貧困削減の数値目標が設けられてい 
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　EU等においては、所得など金銭的指標だ
けではなく多面的に生活の質を把握するた
め、物質的剥

はく

奪指標として、その国で一般的
に誰もが持っている財や、受けられるサービ
スの保有・利用状況を調査して貧困の指標と
している。日本でも、例えば「子どもが自宅
で勉強できる場所がない」世帯が、全世帯で
は3.4％であるが、ひとり親等の世帯では
9.0％、世帯年収300万円未満世帯では10.9％
に上ることが先行する自治体の調査で明らか
になっている18。しかし、国として物質的剥
奪指標を作成することは、新たな統計調査の
必要などの制約があり、中期的な課題と位置
づけられている19。
　子どもの貧困の状況には地域格差が大き
い。例えば、2015年度の就学援助率は、高知
県の25.5％、４人に一人という水準から富山
県の6.8％という水準まで、大きな開きがある

（図表８）。「子どもの貧困に関する指標」には、
2015年度で全国平均が70％程度の「就学援
助制度の周知状況」も含まれている。今後、
就学援助率を評価するに当たって、国が「就
学援助制度の周知状況」を差し当たり都道府
県別に集計公表することが必要である。国の
責務として、子どもの貧困対策の地域格差の
是正を図ることが求められている。

１　 法律名が「子ども」であるのに「子供」という表記
を使っていることについて、大綱には「本大綱では、
法律名を除き、法令上の表記に関わらず、常用漢字
表（平成22年内閣告示第２号）による表記を用いて
いるが、法令上の用語と意味を異にするものではな
い」という記載がある。

２　 内閣府「都道府県子どもの貧困対策計画の策定状況
（平成30年２月23日現在）」。

３　 附則第２条に、「政府は、この法律の施行後５年を
経過した場合において、この法律の施行の状況を勘
案し、必要があると認めるときは、この法律の規定
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする」と規定されている。

４　 「子供の貧困対策に関する大綱」（平成26年８月29日
閣議決定）、内閣府（2016）「子供の貧困対策に関す
る有識者会議（第１回）議事要旨」、内閣府（2017）「平
成29年版子供・若者白書」111頁。

５　 17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない
17歳以下の子どもの割合をいう。貧困線とは、等価
可処分所得の中央値の半分の額をいう。等価可処分
所得とは、世帯の可処分所得を所得のない子ども等
も含めた世帯員数の平方根で割って調整した所得で
ある。厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、
平成27年の等価可処分所得の中央値は245万円、貧
困線は122万円である。 　

６　 子どものいる現役（世帯主が18歳以上65歳未満）世
帯のうち、貧困線に満たない世帯（員）の割合をいう。

７　 子どもは、18歳未満で未婚の子ども。厚生労働省「平
成28年国民生活基礎調査の概況」。

８　 就学援助制度の対象者は準要保護者と呼ばれ、特に
教育現場では就学援助よりも準要保護という用語が
使われることが多い。準要保護者は就学援助の対象
となっている小中学生であり、要保護者は生活保護
の対象となっている小中学生である。

９　 文部科学省（2006）「就学援助に関する調査結果に
ついて」（教育委員会を対象に実施したアンケート
調査）。

10　子どもの貧困対策の推進に関する法律第１条。
11　 内閣府（2017）「平成28年度子供の貧困の状況と子

供の貧困対策の実施状況」。
12　 内閣府（2017）「子供の貧困に関する指標の見直し

に当たっての方向性について」。
13　 内閣府（2017）「子供の貧困に関する新たな指標の

開発に向けた調査研究報告書」、内閣府（2017）「子
供の貧困対策に関する有識者会議（第３回）参考資
料２子供の貧困に関する指標直近値」。

14　 「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」
（2015年12月21日子どもの貧困対策会議決定）のKPI
（Key Performance Indicators成果指標）、「ニッポ
ン一億総活躍プラン」（2016年６月２日閣議決定）。

15　 内閣府（2017）「子供の貧困対策に関する有識者会
議（第５回）参考資料２子供の貧困対策に関する指
標の現状」。

16　 鳫咲子（2017）「子どもの貧困対策―制度化の経緯
と今後の課題」『日本労働年鑑第87集』38 〜 66頁。

17　 第190回国会参議院決算委員会会議録２号35頁（2016
年１月21日）。

18　 内閣府（2017）「子供の貧困対策に関する有識者会
議（第５回）資料３福岡市における子どもの貧困対
策の取組状況」。

19　 内閣府・前掲注12。
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る夫婦の離婚数が顕著に減少していることが
影響している。
　表 1 に示すように、シングルペアレント世帯
のうち、母子世帯の 3 割、父子世帯の 5 割以
上が「他の世帯員」と同居している。ここで
の「他の世帯員」とは、おもに祖父母や母（父）
親のきょうだいなどの親族が占めているとみ
られるが、親族との同居が少なからぬ割合で
存在することは、欧米諸国と比較した場合の
日本の特徴となっている。シングルペアレント
の配偶関係をみると、離別が母子世帯の約 8
割、父子世帯の 7 割強と大半を占めるが、そ
れ以外では母子世帯では未婚が多いのに対
し、父子世帯では死別の占める割合が大きく
なっている 2。
　よく知られたことではあるが、日本のシン
グルペアレントの就業率は高く、母子世帯では
85％、父子世帯では 91％に達する 3。OECD 

寄
稿

特
集

特集  2

貧
困
の
連
鎖
は
断
ち
切
れ
る
の
か
～
現
状
か
ら
の
脱
却
の
た
め
に
～

　子供の貧困が社会問題となる中で、貧困率
がとくに高いシングルペアレント世帯が注目さ
れている。本稿では日本のシングルペアレント
世帯の現状を把握するとともに、貧困の背景
を探り、貧困の連鎖を断ち切る施策のあり方
を展望する。

1. 日本のシングルペアレント世帯の現状
　日本のシングルペアレント世帯は、2015 年
時点で 124 万世帯あり、うち 106 万世帯が母
子世帯、18 万世帯が父子世帯である（いず
れも他の世帯員と同居のケースを含む 1（表
１）。シングルペアレント世帯に属する子供数
は 189 万人（同）おり、これは 20 歳未満の未
婚人口の 8.7％に相当する。シングルペアレン
ト世帯数は、1990 年代以降増加傾向にあっ
たが、2010 年頃を境として減少に転じてい
る。これは少子化の進行に加えて、子供のい

大石　亜希子
（千葉大学大学院社会科学研究院教授）

シングルペアレント世帯の
貧困とその背景

表１　シングルペアレント世帯の現状

（注）＊は労働力状態不詳を除いたベース。
（資料）総務省「国勢調査」2017 年
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（経済協力開発機構）の Family Database を
見ると15 歳未満児のいる母子世帯の母（15
〜 64 歳）の就業率は英・米・独・仏のいず
れの国も60％台であり、国際的にみても日本
は突出して高いことが分かる。
　それにもかかわらず、シングルペアレント世
帯の収入は低い。たとえば可処分所得を世帯
人員数で調整した等価可処分所得でみると、
母子世帯は 137 .5 万円（2015 年）となってお
り、「児童のいる世帯」全体（同 279 .2 万円）
の 5 割に満たない 4。子供がいる現役世帯 5 の
うち「大人が一人の世帯」の貧困率は 50.8％
とされているので、シングルペアレント世帯の
5 割程度は貧困にあると推測される。

2. ワーキングプアに陥る理由
　このように、日本のシングルペアレント世帯
は典型的なワーキングプアの状態にあるが、
その背景には 3 つの要因を指摘することがで
きる。
　第 1 は、長期雇用を前提とする日本的雇用
慣行である。バブル崩壊後、日本的雇用慣行
が「崩壊」したという見方も一部には出たが、
現実には正規雇用者のシェアは安定的に推移
しており、年功的な賃金体系も維持されてき
た（神林 2017）。企業内訓練を重視する日本
的雇用慣行のもとでは、正社員として就職す
る機会は学卒時にほぼ限定されるため、出産・
子育てに伴う就業中断が多い女性にとって、
正社員としての再就職機会を得ることは容易
ではない。実際に、母子世帯の母の 4 割以上
は派遣社員やパート・アルバイトなどの非正

規雇用者として働いている（総務省「国勢調
査」2017 年）。
　さらに、長期雇用のもとでは、企業は不況
期に雇用保蔵をすることを前提として正社員
数を絞りがちとなるため、これが慢性的な長
時間労働を招き、ワーク・ライフ・バランスの
実現を阻む要因となっている。この点につい
て周（2014）は、母子世帯の母が、正社員と
しての就業を希望しながらも非正規雇用を選
択する理由の一つに育児制約があると指摘し
ている。
　第 2 は、労働市場におけるジェンダー・ 
ギャップである。一般労働者の所定内給与で
みた男女間賃金格差は 2017 年で 73.3（男
性＝100）であり、縮小傾向にあるとはいえ
OECD 諸国の中では韓国に次いでギャップが
大きい。さらに、時間あたり賃金で比較する
と、女性短時間労働者の賃金は男性一般労働
者の半分程度にとどまる。このためシングル
ペアレントの大部分を占める母子世帯の母は、
正規・非正規間の賃金格差と男女間賃金格差
という、2 つの賃金格差から低収入に陥りが
ちである。
　付言すると、シングルペアレントが低収入な
のは労働時間が短いためではない。母子世帯
の母の年間労働時間は、正社員では大多数が
2000 時間を超えており、パート・アルバイト
の場合も 2000 時間にピークをもつ分布とな
っている（図1）。有配偶の母（二親世帯の母）
がパート・アルバイトで働く場合に、年間
1000 時間前後にピークをもつ分布であるの
とは顕著に異なっている（大石 2018）。

図１　母子世帯と二親世帯の母親の年間労働時間分布

（出典）大石（2018）
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　第 3 は、男性稼得者モデルを前提とする税・
社会保障制度である。二親世帯の母がパート
やアルバイトで働く場合、所得が一定額以下
であればその夫には所得税の配偶者控除や
配偶者特別控除が適用されることに加えて、
本人は健康保険や公的年金の被扶養配偶者
にとどまることができるので世帯として追加
的な税・社会保険料負担は生じない。これに
対してシングルペアレントは、就業状態に関わ
りなく単身者と同様に何らかの社会保険に加
入して保険料を納付しなければならず、これ
が世帯の可処分所得を圧迫する要因となる。
厚生労働省の調査では、シングルペアレント世
帯の母の 16.1％、父の 13.8％が公的年金に

「加入していない」と回答しており、保険料
負担を回避するためにセーフティーネットか
ら脱落している状況がうかがわれる 6。

3. 養育費を巡る問題
　シングルペアレント世帯が貧困に陥るもう一
つの重要な要因として、養育費の問題がある。
離別母子世帯のうち、離婚した父親から養育
費を受け取っている世帯は 19.7％（2011 年）
に過ぎず、先進諸国の中でも非常に低い水準
にある。各国のクロスセクション・データでみ
ても、養育費受給率と貧困率の間には明確に
負の相関が観察される（大石　2018）。
　このように養育費の確保が進まないのは、
離別母子世帯のうち 37.7％しか離婚時に養
育費の取り決めをしていないことに加えて、
取り決めをした場合でも確実な徴収を保障す
る体制が未整備であることが影響している。
国際的にみると、未成人子がいる夫婦が離婚
する際に裁判をせずに協議離婚ができる日本
はかなり特殊である。現在は離婚届に養育費
について記入する項目が設けられているもの
の、記入がなくても離婚届は受理される。ま
た、子供の親権と引き換えに養育費を諦める
母親も多いといわれている。欧米では養育費
の支払いが滞った際には公的機関が代わりに
給付したり、強制執行したり各種ペナルティ
を課すなどの介入が行われるが、日本では母
親自身が働きかけない限り、滞納分の確保は
難しい。

　養育費の水準についても、現行の簡易算定
方式に基づく算定額はしばしば生活保護基準
を下回り、低すぎるという批判が日本弁護士
連合会から出されている。このため、最高裁
の司法研修所では見直しに向けた研究がスタ
ートした 7。

4.  シングルペアレント世帯における貧困の
連鎖をどう断ち切るか

　幼少期の環境がその後の人生に少なから
ぬ影響を与えるとする研究は、海外では多数
蓄 積 さ れ て い る。 た と え ば Currie and 
Almond（2011）の広範なサーベイでは、母親
の妊娠中を含む就学前期の状況がその後の
健康、メンタルヘルス、問題行動、学力等に
影響することが示されている。何らかの政策
介入がなされない場合、幼少期の不利が累積
的に成人後の所得や健康に影響し、世代間で
格差が固定 化する可能性がある。Corak

（2013）によると、先進諸国の中で日本は所
得格差が大きいだけでなく、世代間格差の固
定度も高いグループに属している。日本のシ
ングルペアレント世帯の貧困率はとくに高いこ
とから、子供への貧困の連鎖が懸念される。
実際に、シングルペアレント世帯の子供の大学
進学率は 23.9％と顕著に低い 8。
　ただし、進学率をはじめとしてシングルペ
アレント世帯の子供のアウトカムが二親世帯の
子供に劣るとしても、それが家族形態と経済
状態のいずれに由来するのかは区別が必要で
ある。たとえば筆者が母親評価による子供の
成績を分析した際には、単純集計では母子世
帯の子供のほうが二親世帯の子供よりも成績
が不良の傾向にあったが、世帯所得の影響を
除去すると両者の成績差は統計的に有意では
なくなった（大石 2017）。つまり経済状態が同
じであれば、ひとり親であるかどうかは子供
のアウトカムに影響しないことを示唆する 9。
　今後進めるべき重点施策としては、以下の
3 つが挙げられる。第 1 は、児童扶養手当な
どの現金給付の拡充である。子供数に応じた
児童扶養手当の増額は 2 人目で 5000 円、3
人目で 3000 円に過ぎず、追加的な子育てコ
ストを補償できていない。現金給付は就労意
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欲を阻害するという批判が根強くあるもの
の、年間 2000 時間を超える労働時間を減ら
すことで子供と過ごす時間が増えれば、子供
の資質向上とウェルビーイング改善につなが
る。また、現金給付は親のストレスレベルを
低下させるので子供にも好影響が及ぶという
研究もある。
　第 2 は、養育費の簡易算定方式を見直すと
ともに、養育費相談支援センターよりも徴収
権限の強い機関を設立することである。時間
的・経済的に切迫した状況にあるシングルペ
アレントが養育費支払い不履行等に個人で対
応することは難しい。養育費を受け取ること
は子供の権利であることを念頭に、組織的な
取り組みが必要である。
　第 3 は、現物給付の拡充である。Currie 
and Almond （2011） によると、低所得層を
対象とする良質な保育サービスや住宅の提
供、食料バウチャー（フードスタンプ）などの
現物給付は、子供のアウトカムを改善する。
日本の保育所が低学歴の母親を持つ子供の
行動や言語能力を改善させると指摘する研究
もある。
　シングルペアレント世帯の問題は、とかく家
族観との関連で議論されがちである。しかし
まず、子供の「育つ権利」を保障するという
次世代育成の視点から取り組むことが求めら
れている。
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 1  国勢調査における母（父）子世帯は、「未婚、死別又
は離別の女（男）と、その未婚の20歳未満の子供の
みから成る一般世帯」と定義され、これに「他の世
帯員（20歳以上の子供を除く）」が加わった場合も別
掲されている。

 2   厚生労働省「全国母子世帯等調査」（平成23年）では、
母子世帯になった理由として「離別」80.8％、「死別」
7.5％、「未婚」7.8％、「遺棄」・「行方不明」・「その他」
の合計が3.9％となっており、「国勢調査」とは「未婚」
の割合に大きな差が生じている。この理由としては、
①調査年が異なる、②「全国母子世帯等調査」は東
日本大震災のため東北3県を調査対象から除外して
いる、③「国勢調査」では定義上、母（父）子世帯
の親の配偶関係を未婚・死別・離別の3ケースに限
定しているのに対して「全国ひとり親世帯等調査」
では限定していない、④「全国母子世帯等調査」は
標本調査であるが「国勢調査」は悉皆調査である、
などが考えられる。

 ３  労働力状態が「不詳」の者を除いて算出している。
 4  厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）による

2015年の所得である。なお、同調査の「母子世帯」、「父
子世帯」は他の世帯員との同居世帯を含まず、母（父）
は65歳未満に限定される。また、「児童」は18歳未満
の未婚者とされており、「国勢調査」と定義が異なる
点に注意が必要である。

 5  子供のいる世帯で世帯主が18歳以上65歳未満の世帯
を指す。

 6  厚生労働省「平成23年全国母子世帯等実態調査」に
よる。

 7  読売新聞（2018年5月8日付）の報道による。
 8  厚生労働省資料「ひとり親世帯の状況について」（平

成27年4月20日）
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000083324.
pdfによる（2018年5月14日閲覧）。

 9  反対に父親不在が子供の行動に影響するとした分析に
Lundberg （2017）がある。
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はじめに
　本稿では、スウェーデンにおける子どもの
貧困をめぐる状況とその対策を検討すること
によって、日本に対する示唆を引き出してみた
い。内閣府が発表している「『諸外国における
子供の貧困対策に関する調査研究』報告書」

（2015年度）のなかで、同国の子どもの貧困
対策の概要、具体的な支援策、法制度や施
策の実施体制に関する内容がすでに示されて
おり、情報を入手することができる。ここでは
同報告書の内容も参考にしながらも、子ども
の貧困に対象を絞った選別主義的な支援策で
はなく、むしろ普遍主義的な公共サービスの
供給によって、子どもの貧困、あるいは貧困
の連鎖を予防する特徴をもつスウェーデンの
制度設計について明らかにしたい。

所得格差の拡大と相対的貧困率の上昇
　近年、OECD加盟国のなかで所得格差の
拡大が最も進んでいる国は、意外にも高福祉
高負担の福祉国家として知られるスウェーデン
である。OECD調査に従えば、スウェーデン
におけるジニ係数は0.19（1990年）から0.27

（2010年）へと40％以上上昇しており、OECD
加盟国で最も高い上昇率を示している。ただ
し、OECD平均値（0.31）やアメリカ（0.38）、
日本（0.33）よりは低く抑えられている（2010
年データ）。そのため、スウェーデンを所得格
差の大きい国と評価するのは誤りだが、近年
になって所得格差が拡大しているというのは
事実である。また、相対的貧困率もOECD諸
国のなかでは低いものの、近年は上昇傾向に
ある。

　スウェーデンにおける所得格差拡大の要因
については、次のようにまとめられる。まず、
1990年代初頭に実施された大規模な税制改
革の影響である。当時の税制が所得分配に悪
影響を及ぼしているという認識から、その是
正を目的としつつ、グローバル化する経済環
境への対応の1つとして、労働所得と資本所得
を分離し、前者には累進税率、後者には比例
税率を適用する二元的所得税が導入された。
これにより、90年代半ばからの景気回復に合
わせて資本所得からの税収が増加したが、同
時に高所得者層の資本所得割合が大きく拡大
したことで、高所得者層と中低所得者層の間
で所得格差が拡大することとなった。
　次に、2006年から2014年までの中道右派
政権による経済政策の影響である。スウェー
デンは伝統的に社会民主主義の影響が強く、
普遍主義にもとづいた教育、医療、福祉サー
ビスを公共部門が提供すると同時に、職業訓
練を中心とする積極的労働市場政策に多くの
予算を投入し、失業者の配置転換や産業構造
の転換を促進する産業政策を実施してきた。
しかし、若者を中心とした失業率の高止まり
を受けて、中道右派政権のもとで労働市場政
策の「効率化」が目指されることとなった。
　その１つが勤労税額控除の導入、もう１つ
が労働市場にかかわる各種政策の見直しであ
り、失業給付や疾病給付、生活保護の給付
水準の引下げや給付期間の短縮化が実施され
た。このような労働関連政策の結果として、
2000年代半ばからは有職者と無職者、あるい
は中所得者層と低所得者層の間の所得格差が
拡大する傾向にある。

伊集　守直
（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授）

スウェーデンにみる貧困の連鎖を
断ち切るための政府の役割
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　2006年に7.1％であった失業率は、世界金融
危機をはさみながら、中道右派政権期には7％
から8％の水準で推移しており、所得格差の
拡大を許容しながら取り組んだ政策が思うよ
うな成果をあげられてこなかった。OECD諸
国のなかでは例外的ともいえる堅調な経済成
長と健全な財政運営を維持してきたスウェーデ
ンだが、失業と所得格差の問題は難しい政策
課題となっている。

スウェーデンにおける子どもの貧困
　このような所得格差の拡大が見られる状況
のもとで、子どもの貧困はどのように推移して
いるだろうか。ユニセフ・レポートカードによ
ると、子どもに関する「貧困の撲滅」について、
スウェーデンは他の北欧諸国などに次いで6位
であり、23位の日本よりもかなり上位に位置し
ている（2014年データ）。そのなかでも、「社
会移転による子どもの貧困率の削減幅」や「多
次元の貧困率／物質的剥奪率」といった評価
項目において比較的高い成果をあげている。
しかし一方で、子どもの相対的貧困率は2000
年代を通じて上昇傾向にあり、社会移転によ
る貧困率の削減効果も縮小を見せている。し
たがって、スウェーデンの現状は子どもの貧困
の削減に高い成果をあげていると評価はでき
るものの、デンマーク、ノルウェー、フィンラ
ンドといった他の北欧諸国と比較すると、や
や流動的な状況にあると言え、今後の動向を
注視する必要があるだろう。
　ただし、このような現状の背景には、スウ
ェーデンが他の北欧諸国よりも積極的な難民
の受け入れを行ってきた事情も関連している。
とくに2006年以降に移民の受け入れ人数が増
加し、最近ではさらに拡大する傾向にあるが、
そのうち、中東やアフリカからの難民の受け
入れが増加しているのである。Gustafsson & 
Österberg （2018）の分析に従えば、イラク、
レバノン、ソマリア、そして最近ではシリアと
いった中東・アフリカ諸国からの難民の受け
入れの増加に、彼らがスウェーデン国内の労
働市場で置かれる不利な条件が加わり、低所
得者層の増加とその所得伸び率の停滞が見ら
れ、この状況が子どもの貧困に明確な影響を
与えているという。
　中道右派政権の労働市場の「効率化」に

不満が高まったことを一因として、2014年の国
政選挙では、増税とサービスの立て直しを公
約とした社民党が勝利し、環境党との連立政
権を担うこととなったが、この選挙では同時
に難民の受け入れに反対するスウェーデン民
主党が第三党まで躍進している。4年間の議
員任期が終了し、今年9月に実施される国政
選挙の結果によっては、労働市場政策や移民
政策に動きがあるとみられ、子どもの貧困に
も影響を及ぼすことが予想される。

普遍主義サービスによる機会の平等
　近年の政治経済的状況を踏まえたうえで、
子どもの貧困に関わる政策の特徴について整
理しておこう。すでに触れたように、スウェー
デンの福祉政策は、対象を特定した選別主義
ではなく、普遍主義サービスを供給すること
で、子どもを含めた貧困の削減を達成してき
た。これは、Korpi & Palme （1998）が示し
た「再分配のパラドックス」、つまり貧困者に
限定した再分配政策を実施すればするほど貧
困や不平等の削減は図れないという命題を裏
から支持するものである。
　1980年代から2000年代までのおよそ30年間
の所得データを用いて、スウェーデンの所得分
配に関する分析を行ったBjörklund & Jäntti 

（2011）は、その特徴を次のようにまとめてい
る。すなわち、一般的に家庭環境は所得格
差の重要な説明要因であるが、スウェーデン
ではこの要因はあまり大きな意味を持たない。
例えば、アメリカでは父親の所得が子どもの
将来の所得格差の20%を説明するが、スウェ
ーデンでは6%に過ぎない。また、兄弟間の所
得の関連、すなわち兄弟間で共有される要因
によって説明される所得格差はアメリカで49%
であるのに対して、スウェーデンでは14%にと
どまっている。つまり、平等な所得分配につ
いて、家庭環境が重要な意味をもたず、むし
ろ機会の平等との正の相関を示すことを指摘
している。加えて、所得格差を是正する手段
として児童手当、とくに多子加算が有効であ
り、その利点は労働インセンティブを阻害する
ことなく、平等な所得分配に貢献すると指摘
している。
　同書は2011年の出版であるため、最近のデ
ータを反映していない点に留意する必要があ
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表 1　子どものいる家庭への支援政策

出所：高橋（2007）表 4 に基づき作成。
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るが、それでもスウェーデンの政策の特徴をと
らえるためには有益な指摘である。とくに、
家庭環境に依存せずに機会の平等が保障さ
れ、それが平等な所得分配との相関をもつと
いうのは、貧困の連鎖を断ち切るという意味
で非常に重要である。

対人社会サービスを担う地方政府
　スウェーデンにおいて子どもの機会の平等
を保障するサービス供給を担っているのが地
方政府である。基礎自治体であるコミューン
が290団体、広域自治体であるランスティング
が20団体存在する。コミューンが就学前教育、
初等・中等教育や、育児や介護などの福祉サ
ービスを担い、ランスティングが医療を担うと
いう明確な役割分担が行われている。表１に
示されるように、子どもがいる家庭に対する
政策が体系化されているが、普遍主義サービ
スがその中心にあることがわかるだろう。
　ランスティングが担う医療については、年間
上限額が設定されたうえで患者の自己負担が
設定されているが、19歳未満については無償
となっている。歯科医療は一般医療制度に含
まれていないが、これも19歳未満については
無償である。
　コミューンが担う教育と福祉についても簡単
に紹介しよう。学校教育は基礎学校（小中学
校）から高校まで授業料がかからないが、こ
れは公立だけではなく私立も同様である。大
学を管轄する国を含めて政府が教育の供給責
任を全面的に負っている。また、義務教育期
間である基礎学校では、教科書代、教材費、
給食費もかからない。
　保育については1975年にすでに幼保一元化

が図られ、96年には管轄が社会省から教育省
に移管されたことで、現在では就学前学校と
いう位置づけで統一されている。2003年には
4歳児以上の未就学児童を対象とした就学前
学級が基礎学校において無償で提供されるよ
うになったが、それに対応して4 〜 5歳児の任
意の就学前保育が年間最低525時間分、無償
化されている。スウェーデンでは、両親いず
れかの育児休暇の取得が一般的であり、0歳
児保育は行われていないため、1 〜 3歳児、そ
して無償分を超える4 〜 5歳児の保育には保
育料がかかる。ただし、その料金水準は日本
と比較するとかなり低く抑えられている。
　保育料率は国が設定する上限の範囲内でコ
ミューンごとに設定される。例えば、ストック
ホルム・コミューンは上限の保育料率を設定し
ており、第1子が家計月収総額の3％、第2子
が2％、第3子が1％、それ以降は無償である。
また、保育料計算に用いられる月収総額にも
国が上限額を設定しており、2018年は46,080
クローナが上限値である。そのため、ストック
ホルムの場合であれば、第1子の保育料の上
限は1,382クローナ（およそ17,400円）となる。
　そして、現金給付は児童手当と育児休業手
当を中心として国が管轄している。児童手当
は所得制限がなく16歳未満が対象だが、高校
に進学すれば同等の手当が就学手当として給
付される。コミューンが担当する現金給付が
住宅手当や生活保護などが、対象を限定した
経済的支援である。住宅手当は子どもの人数
を考慮するため、子育て家庭を支援する目的
を持っている。ただし、すでに示した普遍主
義サービスの範囲と規模を見れば、このよう
な経済的支援がもつ役割は全体のなかではさ
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ほど大きくないということがわかるだろう。

普遍主義サービスを支える財政制度
　教育、医療、福祉という対人社会サービス
を地方が大きく担っているというのは日本も同
様である。しかし、日本とスウェーデンの地
方政府が大きく異なるのは収入面である。コ
ミューンとランスティングはともに歳入の7割程
度を地方税収で賄っている。地方税は比例所
得税に一本化されているが、その税率は現在
32.12％であり（コミューン20.74％、ランスティ
ング11.39％）、課税最低限も低いので大きな
税収調達力を持っている。また、32.12％とい
うのは平均税率であり、実際は各団体が毎年
独自に税率を設定している。しかも、1950年
代初頭には12％程度であった地方税率は、80
年代には30％に達するようになった。つまり、
現在の税率というのは、地方において教育、
医療、福祉というサービスの拡大に合わせて、
住民の合意を取り付けながら税負担の引上げ
を積み重ねてきた結果なのである。
　さらに、財政調整制度により地方政府の財
政力格差の是正が行われている。現在の制度
では、地方政府間で行う水平的な財政調整と、
国による財源保障である垂直的な財政調整が
組み合わされ、どの団体であっても同等の財
政力が保障されるという強力な財政調整制度
となっている。これにより、普遍主義サービス
を提供するための強固な財政基盤が地方政府
に備わっている。さらに、国が保育料の上限
額などを設定する場合には、その分の費用負
担を国が特定補助金により補償することとなっ
ている。

おわりに
　スウェーデンでは子どもの貧困の削減を目的
とするというより、すべての子どもと子育て家
庭を対象にした教育、医療、福祉の対人社会
サービスを地方政府、現金給付を中央政府が
担うことを大枠とし、そこに地方政府による対
象を限定した経済的支援を加えることで、結
果として子どもの貧困対策としても成果をあげ
ていると理解することができる。
　日本と比較すれば、財源規模も大きく異な
るし、政策の背景にある政治的理念も異なる
ので、一足飛びにこのような普遍主義サービ

スに移行せよ、との結論を導くことはなかな
か難しいだろう。しかし、スウェーデンの政策
形成において重要なのは、社会的連帯にもと
づいて個人の自由と自立を実現するという政治
的理念を明確にしながら、そこに向かって制
度を設計し、そのための財源調達をしっかり
と行ってきたということである。
　昨年末に、2兆円規模の政策パッケージが
示され、保育や高等教育にそれぞれ8000億円
を配分するといった内容が発表されたが、こ
れは消費税率の引上げによって確保できる増
収分をどのように配分するかという議論であ
る。つまり、政策理念や中長期的な制度設計
の方向性を明確にせず、いまある財源を配分
し、財源で賄える範囲に対象を限定するとい
うやり方では、その時々の政策の変化で恩恵
を受けられる人 と々そうでない人々の対立だけ
が着目され、利益のぶんどり合いという議論
しかできなくなってしまうだろう。サービスと
負担についての体系的な制度設計、国と地方
の責任配分や役割分担の明確化について改め
て丁寧な議論を行う必要があるだろう。
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「新しい経済政策パッケージ」における
政府の貧困対策と連合の考え方

１．はじめに
　昨年12月8日、政府は、「人づくり革命」と「生
産性革命」を柱とする「新しい経済政策パッケ
ージ」を閣議決定した。「人づくり革命」は、
人材への投資と位置づけ、政府の目指す「一
億総活躍社会」の実現のための重要な鍵を握
るものとして、「これまでの画一的な発想にと
らわれない人づくり革命を断行し、日本を誰に
でもチャンスがあふれる国へと変えていく」と
いう考えを強調している。ここでとりあげられ
た貧困対策については、詳細を後に紹介する
が、「様々な理由でスタートラインにすら立て
ない方に対して温かな手を差し伸べることが
必要」として、子育て、教育の分野における
経済的な支援を強化していく考えを打ち出して
いる。
　こうした考え方は、これまで連合が「働くこ
とを軸とする安心社会」の実現をめざす中で
提起してきた「底上げ、底支え」「格差の是正」
のための政策と重なる点が多く一定の評価が
できるところもある。しかし、細部において、
問題がある点も見られるため、本稿では、政
府の政策に対する連合の考え方を明示すると
ともに、求める対応について述べることとする。

２．政府の人づくり革命における主な貧困対策
（1）幼児教育の無償化

　現政権は、2014年度以降、幼稚園、保育所、
認定こども園における生活保護受給世帯のす
べての子どもを対象に無償化を実現するととも
に、第3子以降の保育料の無償化の範囲を拡

大してきた。昨年度からは、住民税非課税世
帯の第３子に加え、第２子も無償とするなど、
段階的に幼児教育の無償化を進めている。「新
しい経済政策パッケージ」では、幼児教育が
将来の所得向上や生活保護受給率の低下等
の効果を示す世界レベルの著名な研究結果1

や諸外国において３歳〜５歳児の幼児教育の
所得制限を設けない無償化が進められている
実態などを参考にしながら、「子育て世帯を応
援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変える
ため、３歳から５歳までのすべての子供（原
文通り、以下同じ）たちの幼稚園、保育所、
認定こども園の費用を無償化する」としてい
る。
　また、0歳〜２歳児についても、「当面、住
民税非課税世帯を対象として無償化を進める」
としつつ、現在、住民税非課税世帯の第２子
以降を対象としている無償の範囲を、すべて
の子どもに拡大することをめざしている。

（2）高等教育の無償化

　政府は、高等教育の負担軽減について、こ
れまで、授業料減免の拡大のほか、無利子奨
学金の充実、返還猶予制度の拡充による返還
困難時の救済策の充実、所得連動返還型奨
学金制度の導入、給付型奨学金制度の創設
等、奨学金制度についても拡充し、低所得者
世帯の子どもに対する経済的支援策を実施し
てきた。
　これらに加え、今般示された「新しい経済
政策パッケージ」では、「貧困の連鎖を断ち切
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り、格差の固定化を防ぐため、どんなに貧し
い家庭に育っても、意欲さえあれば専修学校、
大学に進学できる社会へと改革する。所得が
低い家庭の子供たち、真に必要な子供たちに
限って高等教育の無償化を実現する。」とし、
授業料の減免措置の拡充、給付型奨学金支
給額の大幅増をめざしている。
　具体的には、対象を低所得世帯に限定して、
住民税非課税世帯の子どもたちの国立大学授
業料を免除するとともに、私立大学について
は、国立大学授業料をベースに私立大学の平
均授業料の水準を勘案した一定額を加算した
額まで免除するとしている。また、給付型奨
学金については、支援を受けた学生が学業に
専念できるよう、必要な生活費を賄えるような
措置を講じることを明言している。

（3）施策を実現するための安定財源

　上記の施策について、「新たな経済政策パッ
ケージ」では、未来の世代にツケを回すことな
く安定財源を確保したうえで進めることとして
いる。そのため、2019年10月に予定されてい
る消費税率10％への引上げによる5兆円程度
の税収のうち、1.7兆円程度を、幼児教育の無
償化を中心に、「子育て安心プラン」の前倒し
による待機児童の解消、保育士の処遇改善、
低所得者に限定した高等教育の無償化、介護
人材の処遇改善に充てる方針を示している。

３．連合の受け止め
　上記の通り、政府の「人づくり革命」におい
て、貧困対策として位置づけられるものは、
主に教育機会の格差を解消することによって、
貧困の連鎖や格差の固定化を防ぐというもの
である。わが国では、憲法第26条ならびに教
育基本法第4条により、初等教育段階（小学校）
と前期中等教育段階（中学校）の9年間は義
務教育とされ、授業料は無償となっている。
加えて、後期中等教育段階（高等学校）につ
いても、民主党政権時代に成立した「高校無
償化法2（2010年3月31日成立、同年4月1日施 
行）」により、公立学校は無償、私立学校の
場合は公立学校の授業料と同等の金額を支援
金として補助することとなった。この法律は、

2013年に現政権によって、所得制限が設けら
れるとともに、名称が変更された。とはいえ、
低所得世帯の子どもについては、引き続き支
援が受けられるため、経済的な理由による教
育機会の格差は、就学前教育段階と、高等教
育段階で生じていることとなる。
　したがって、「新しい経済政策パッケージ」
で貧困対策として示された、「幼児教育の無償
化」と「高等教育の無償化」は、教育機会の
格差を解消する施策としては的を射たもので
あり、大きな方向性としては、これまで、連合
が求めてきた政策とも合致している。しかし、
その具体的内容については、下にあげる理由
から不十分であり、加えて、財源など、さらに
検討すべき点が残されている。

（1）幼児教育の無償化について

　３歳から５歳までのすべての子どもたちの
幼稚園、保育所、認定こども園の無償化は、
潜在的待機児童の利用申込が増えることによ
って、2017年4月時点でも2,967人いるとされて
いる３歳から５歳の待機児童のさらなる増加
につながると考えられる。待機児童の解消に
ついては、政府が2017年までに50万人分の受
け皿を拡大するとして9万人の保育士を確保す
る方針を示していたが、2016年までに増えた
保育所等に勤務する保育士の数は4.5万人に留
まっている。そのためにも、保育士の早期離
職の要因とされている処遇の低さを改善する
ことが急務であり、保育士の平均年収と全産
業平均年収との差が160万円以上もある中で、
政府の取り組みの更なる加速が求められる。
　したがって連合は、幼児教育の無償化につ
いては、まず、0歳から2歳児も含め保育所待
機児童の解消に最優先で取り組み、そのうえ
で、住民税非課税世帯を対象に子ども・子育
て支援新制度の対象施設に係わる負担軽減
策を実施すべきであると考えている。また、
将来的には、財源確保策を明確にしたうえで
所得制限を撤廃し、すべての子どもを対象に
無償化することが必要である。

（2）高等教育の無償化について

　大学や専修学校といった高等教育の無償化
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については、2017年現在で、（独）日本学生
支援機構の奨学金制度の利用者が134万人に
上り、大学生の2人に1人以上が奨学金を受け
ている実態3があるなかで、政府が「真に［支
援が；筆者］必要な子供」とする範囲を十分
に精査する必要がある。連合が2015年に大学
生・大学院生の子どもをもつ保護者1,000人に
対して行った「大学生・院生の保護者の教育
費負担に関する調査」では、大学在学中の子
どもの教育費についてどのくらい負担感を感じ
ているかをたずねたところ、世帯年収200万
円から400万円未満の保護者の69.6％、600万
円から700万円未満でも59.7％が「非常に重い
負担である」と回答していることからも、子ど
もの高等教育機関への進学にあたって支援を
必要としている保護者は、住民税非課税世帯
に限らず、より広範囲にわたることが考えられ
る。そうした背景には、実質賃金が低下しつ
づける中で、大学の授業料は高騰が続いてき
た4という実態がある。
　したがって連合は、貧困の連鎖を断ち切り、
家庭の経済的な背景が教育機会の格差を生
まないよう、就学前教育から高等教育まで、
すべての教育にかかる費用を無償化し、社会
全体で子どもたちの学びを支える制度の実現
をめざしている。中でも高等教育については、
奨学金制度の抜本的な見直しを中心に、以下
の施策を求めている。

① 奨学金に頼らずに高等教育を受けられるよ
う、公費負担を増額しすべての大学の学費
を低額化する。

② 国の奨学金制度において無利子奨学金貸
与者のみが対象となっている所得連動型の
返還制度を、有利子奨学金貸与者にも拡大
する。

③ 国の奨学金の返還猶予や減額返還（現行10
年）の期間延長、延滞金の賦課率（現行5％）
の引き下げなど、返還困難者への救済措置
を拡充する。保証制度は機関保証を原則と
し、保証料を引き下げる。

④ 国の奨学金制度において、当面は、無利子
奨学金の枠を拡充するための予算措置を行
い、将来的にはすべて無利子とする。

⑤ 新たに創設された給付型奨学金制度につい
て、現行の対象者数2万人を拡大し、給付
額についても最高で月4万円から大幅に増額
する。

　これらの施策のうち、とりわけ⑤の給付型
奨学金について、文部科学省の推計では、児
童養護施設退所者・里親出身者、生活保護
世帯、住民税非課税世帯の約15.9万人のうち、
6.1万人が大学等に進学するとされており、現
在でもすでに約4万人は給付対象から漏れてし
まっているといえる。加えて、下の図にあると
おり、経済的に厳しい家庭の子どもの進学率
は、一般的な家庭（非貧困世帯）の子どもと
比べて極めて低く、経済的な理由で進学を諦
めてしまっている潜在的な進学希望者（上の
15.9万人の子どもが非貧困世帯並に進学した
場合の進学者数）を加味すると、文部科学省
推計の6.1万人ではなく、12.5万人が対象とな

ることも考えられる。
　また、（独）日本学生支援機構が実施した 

「平成28年度学生生活調査」で、下宿やアパ
ートなどから通学する大学生の学生生活費を
見ると、国立大学の学生でも学費を入れて年
間174万円となっており、給付型奨学金の受給
額36万円（国立大学・下宿生）では、とても
賄いきれないことは明らかである。以上のこと
からも、連合は、現行の給付型奨学金制度の
見直しが急務であると考えている。

（3）施策を実現するための安定財源について

　政府は、「新しい経済政策パッケージ」にあ

図　大学等（専修学校含む）への進学率の推計

出所：日本財団「子どもの貧困の社会的損失推計」
　　　（2015 年 12 月）
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げた施策を実施するための財源を、消費税増
税によって得られる税収の使途を一部変更し
活用するとしているが、これは、2012年の「社
会保障と税の一体改革」に関する民主党、自
民党、公明党の3党合意で確認した財政再建、
社会保障の充実・安定化を先送りすることに
他ならず、結果的に「将来の世代にツケを回す」
こととなるため、問題がある。
　とりわけ、政府が2015年3月に閣議決定した
少子化社会対策大綱の中では、子ども・子育
て支援新制度の実施において、質の向上分も
含めた1兆円超の財源確保に最大限努めるとし
ているが、それにもかかわらず、2017年度予
算における関連予算は、約6,900億円のみしか
計上されていない。したがって、連合は、閣
議決定を踏まえ、2019年10月に予定されてい
る消費税増税を待たずに、保育士の処遇改善
のための安定的な財源を確保し、早急に取り
組みの強化を進めるべきであると考えている。
　また、教育にかかわる無償化のための所要
額については、文部科学省は以下のような試
算をおこなっている。

・ 就学前教育（保育所、幼稚園、認定こど
も園など）の無償化【0.7兆円】

・ 高等教育（大学、短期大学、高等専門学
校、専門学校）の無償化【3.7兆円】

　これらの財源を政府一般会計予算の組み替
えのみで賄うことは困難であり、現在、政府、
各政党において議論が進められている。俎上
にあがっている主な確保策は、大きく分けて
①税、②国債、③社会保険の３つに分類でき
るが、各財源確保策について連合は、次のよ
うに考えている。
　①税
　教育にかかる費用は社会全体で負担すべき
であり、税によって賄うのがあるべき姿である。
相続税や贈与税など資産課税の見直し、ある
いは「社会保障と税の一体改革」に基づいて
消費税を10％に引き上げた後、所得再分配機
能を強化した税制改革や、広く国民に負担を
分かち合う消費税などによって教育にかかる
費用に充てるなどの検討を進めるべきである。
　②国債（「こども国債」「教育国債」など）
　建設国債などのように普通国債を発行して、

子どもの教育にかかる費用の財源を確保すべ
きとの考え方があるが、国債はあくまでも将
来世代への負担となることから問題がある。
　③社会保険（「こども保険」など）
　社会保険の仕組みを使って、子どもの教育
にかかる費用に充てるべきとの考え方につい
ては、教育が保険原理におけるリスク（保険
事故）ではないことに加え、教育を受ける子
どもやその保護者を保険者とした場合、保険
料を拠出していない保険者や、社会的養護の
下にある子どもへの給付のあり方など、財源
としての性格上の問題が残る。そのため、子
どもの教育にかかる費用の財源として社会保
険料を充てることは適当ではない。

4. おわりに
　教育は、国の繁栄や国民としての税負担能
力の強化という形で国自身がその恩恵を受け
るという側面があるとともに、子どもの最善の
利益として保障されるべきものである。教育
機会の格差を通じて親の世代の貧困が子ども
の世代に引き継がれる「貧困の連鎖」を解消
し、すべての子どもの就学機会を保障するこ
との必要性については、今日的に共通の理解
となりつつある。しかし一方で、特に高等教
育に関する公的負担は、進学者と非進学者と
の間の公平性や、費用負担と便益享受との関
係における公正性についての指摘もいまだに
根強く残っていることも事実である。
　政府が言うように、人づくりは将来を担う「人
材への投資」である。どのような家庭に生ま
れようと、学びたいという「意欲」さえあれば
学ぶ機会が得られ、将来の職業選択の幅を
広げることができる社会を実現することこそ
が、持続可能な国づくりにつながることを忘れ
てはならない。

 1   代表的なものに、2000年にノーベル経済学賞を受賞した
ジェームズ・ヘックマンらの研究（“Perry Preschool 
Project”）がある。

 2 正式な法律名は「公立高等学校に係る授業料の不徴
収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」

 3 文部科学省「学校基本調査（2017年度）」によれば、
2017年度の4年制大学の学生数は256万人。

 4  国立大学の授業料は、1990年には339,600円であっ
たが、15年後の2005年には535,800円と1.5倍以上と
なり、現在まで同額となっている。
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賃金改善の動きが続く
−家計消費は現状・見通しともに上昇−
第35回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2018年4月実施)

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

1．調査対象：
　株式会社インテージのインターネットアンケートモニター
登録者のなかから、居住地域・性・年代・雇用形態で層
化し無作為に抽出した、首都圏ならびに関西圏に居住す
る20 ～ 64歳の民間企業雇用者2,000名

2．調査時期：
　2018年４月１日～５日

3．調査方法：
　インターネットによるＷＥＢ画面上での個別記入方式

4．回答者の構成：

5．調査項目：
⑴��定点観測調査
　［景気・仕事・生活についての認識］
・�景気、物価、労働時間、賃金、失業、仕事、生活
等に関する状況認識について

⑵��４月準定点観測調査
　［家計についての認識］
・家計の状況と消費行動・貯蓄行動について

　［３年後の経済状況や５年後の自身の賃金見通し］
・�３年後の景気・雇用情勢・企業業績・物価・賃金・
世帯収入に関する見通し、５年後の賃金見通しにつ
いて

⑶��トピック調査１
　［暮らしに関する将来不安］
・�自身や家族の暮らしに関する将来不安の程度・要
因、将来不安を払拭するための対策・要望について

⑷��トピック調査２
　［仕事の能力や知識の向上についての実態と意識］
・�過去1年間の職業能力開発・教育訓練の実態と意
識、過去1年間における自己啓発の実態と意識、職
業能力開発や自己啓発の必要性に対する認識、職
業能力開発や自己啓発に関する相談相手について

⑸���トピック調査３
　［2017年衆議院総選挙における投票行動と支持政党］

調査実施要項

　本稿では、2018年 4月初旬に実施した第35回連合
総研「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート（勤
労者短観）」の結果概要を紹介します。本調査は、連
合総研が毎年 4月と10月に定期的に実施しています
が、第 35回調査では、毎回実施している仕事と暮ら
しに関する意識変化をとらえるための定点観測調査に
加えて、隔回で実施している「家計の経済状況」、「３
年後の経済状況や５年後の自身の賃金見通し」、さら
にトピックス調査として、「暮らしに関する将来不安」、
「職業能力開発・教育訓練に関する実態と意識」「2017
年衆議院総選挙における投票行動と支持政党」といっ
たテーマで調査を行いました。
　本稿は紙幅の関係から結果の概要の一部のみの紹
介となっていますので、詳しくは連合総研ホームペー
ジ（http://www.rengo-soken.or.jp）または、報告書
をご覧ください。

単位：％、（　）内は回答者数

※四捨五入により行の合計が100.0％にならないことがあります。

１.  景況や物価、仕事に関する認識と
賃金の状況

◆景気が悪化したとの認識はやや
弱まっており、勤め先の経営状況
は悪化との見方は、引き続き改善
している。
◆賃金改善の動きが続いている。

２. 最近の家計の経済状況
◆世帯収入は改善傾向にあるもの
の、依然として約３割は世帯収支
が赤字としている。

３.   ３年後の経済状況や５年後の自
身の賃金見通し

 ◆３年後の景気が悪くなると回答
した人が前年より増加。

４.   暮らしに関する将来不安
 ◆男女とも、いずれの年齢層にお
いても、6割程度が将来不安を感
じている。

◆将来不安の程度が大きくなるに
つれ、「消費抑制」を選択する割
合が高くなる。

５.   仕事の能力や知識の向上につ
いての実態と意識

 ◆過去1年間にOFF-JTを受けた割
合は、20代、30代で２割台。
◆現在の仕事に関する知識等を深
める必要性を６割超が認識。
◆職業能力開発や自己啓発に関す
る相談相手がいない人は約５割。

調査結果の
ポイント
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調査結果の概要（一部抜粋）

Ⅰ　勤労者の生活と仕事に関する意識

 ・1年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス５.4と、
前回調査から改善している。１年後の景気見通し
D.I.値は、マイナス10.9と、前回調査（マイナス14.4）
よりも、景気が悪化するとの認識は弱まっている。

１年前と比べた景気の見方と１年後の景
気見通しは改善（QR2、QR3）

図表1　�1年前と比べた景気認識と1年後の景
気見通し（D.I.）

（注1）  D.I.＝{ ｢かなり良くなった（かなり良くなる）｣ ×1＋ ｢や
や良くなった（やや良くなる）｣ ×0.5＋ ｢変わらない｣ ×
0+ ｢やや悪くなった（やや悪くなる）｣ ×（－0.5）+ ｢かな
り悪くなった（かなり悪くなる）｣ ×（－1）}÷回答数（｢わ
からない｣「無回答（10年10月調査まで）」を除く）×100

（注2） 第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20〜 64歳、第
20回調査（10年10月）以前は20〜 59歳

◆景気、物価に対する意識

◆仕事に関する意識

 ・1年前と比べた物価認識D.I.値は、プラス37.0と、
前回調査から上昇した。
　また、1年後の物価見通しD.I.値はプラス38.8とな
っており、物価の上昇が続くとの認識はやや強まって
いる（前回調査における1年後の物価見通しD.I.値は
プラス35.4）。

物価が上昇したとの認識は、引き続き増
加（QR15、QR16）

図表２　�1年前と比べた物価認識と1年後の物
価見通し（D.I.）

（注1）  D.I.＝{ ｢かなり上がった（かなり上がる）｣×1＋ ｢やや上
がった（やや上がる）｣×0.5＋ ｢変わらない｣×0＋｢やや下
がった（やや下がる）｣ ×（－0.5） ＋ ｢かなり下がった（か
なり下がる）｣×（－1）}÷回答数（｢わからない｣「無回答（10
年10月調査まで）」を除く）×100

（注2）  第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20 〜 64歳、第
20回調査（10年10月）以前は20 〜 59歳

図表３　今後1年間に失業する不安を感じる割合

（注1）失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」
（注2）  第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20〜64歳、第

20回調査（10年10月）以前は20〜59歳

 ・今後1年くらいの間に自身が失業する不安を＜感じ
る＞割合は、全体で27.9%と、前回調査（28.2%）か
らわずかに低下したものの、3割近くが失業不安を感
じるという、高い水準にある。

失業不安は低下傾向にあるが、3 割近
くが不安を感じている（ＱＲ8）
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 ・１年前と比べた賃金収入増減D.I.値を就業形態
別、業種・規模別にみると、正社員はプラス6.3（2017
年4月調査：プラス2.6）、非正社員はマイナス0.6

（2017年4月調査：マイナス4.7）となっており、昨
年の同時期から改善している。
　正社員に着目すると、99人以下の製造業を除い
て、賃金収入増減D.I.値がプラスとなっている。
 ・賃金収入見通しD.I.値をみると、非正社員に、賃
金が減少するとの見方が強い。

賃金改善の動きが続く（QR９、QR10）

図表４　賃金収入の増減実績と見通し（D.I.）
（就業形態別、正社員について業種・従業員規模、労組有無別）

（注1）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注2）  QR1で1年前は「働いていなかった」、1年前の就業状態は

「わからない」とした回答者を除いて集計
（注3） 1年前と比べた賃金収入D.I.={「かなり増えた」×1＋「や

や増えた」×0.5＋「変わらない」×0＋「やや減った」×（－
0.5）＋「かなり減った」×（－1）}÷回答数（｢わからない｣
を除く）×100

（注4） 1年後の賃金収入見通しD.I.={「かなり増える」×1＋「やや
増える」×0.5＋「変わらない」×0＋「やや減る」×（－0.5）＋「か
なり減る」×（－1）}÷回答数（｢わからない｣を除く）×100

Ⅱ　最近の家計の経済状況

過去１年間の世帯収支について、依然、
３割近くが＜赤字＞としている（QT１）

◆家計の収支

 ・過去１年間の世帯収支が＜赤字＞とする割合は
依然として高く、３割近く（27.4％）である。過去
の調査と比べても、傾向は変わらない。

図表５　過去１年間の世帯収支の状況

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２） 過去１年間の世帯収支が＜赤字＞＝「かなり赤字」＋「や

や赤字」、＜黒字＞＝「かなり黒字」＋「やや黒字」。
（注３） 過去１年間の世帯収支D.I.＝{「かなり黒字」×1＋「やや黒 

字」×0.5＋「収支トントン」×0＋「やや赤字」×（－0.5）＋
「かなり赤字」×（－1） }÷回答数（「わからない」を除く）×
100

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２） 13項目の費目のうち、一つでも切り詰めていると回答し

たものを集計
（注３） 世帯収入見通しについて、＜増える＞=「かなり増える」

+「やや増える」、＜減る＞＝「やや減る」+「かなり減る」

図表６　世帯で何らかの費目で支出を切り詰めて
　　　　いる割合（属性別）

 ・７割以上（73.9％）が、何らかの費目で支出を
切り詰めていると回答している。この割合は、前
回調査から、やや増加している。
・属性別にみると、特に、非正社員、世帯収入が＜
減る＞とする人、世帯収支が「悪化する」とする
人の世帯で、切り詰めを行っている割合が高い。
・世帯収支が「改善する」とする人でも、約８割
が支出の切り詰めを行っている。

７割超が何らかの費目で支出を切り詰め
ている（QT５、 QR12、 QT４）

―  24  ―



DIO 2018, 6

第35回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2018年4月実施)

4.0

4.3

3.7

1.8

8.4

4.2

2.9

4.2

7.1

4.5

1.9

1.8

3.3

（注1）＜増える＞= ｢かなり増える｣ ＋ ｢やや増える｣、＜減る＞
= ｢かなり減る｣ ＋「やや減る」、＜良くなる＞= ｢かなり
良くなる｣ ＋ ｢やや良くなる｣、＜悪くなる＞ ｢かなり悪く
なる｣ ＋「やや悪くなる」、＜上がる＞= ｢かなり上がる｣ ＋
｢やや上がる｣、＜下がる＞= ｢かなり下がる｣ ＋「やや下
がる」

（注2） 今回調査　Ｎ=1693

（注1）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注2） ５年後の賃金は現在と比べて＜高くなる＞＝「かなり高く

なると思う」＋「やや高くなると思う」、＜低くなる＞=「や
や低くなると思う」＋「かなり低くなると思う」

（注1）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注2） ＜感じる＞＝「非常に感じる」+「やや感じる」、＜感じな

い＞＝「あまり感じない」+「まったく感じない」 

図表７　現在と比べた３年後の経済の状況
　　　��（20～54歳）

図表８　自身の５年後の賃金見通し
　　　��（20～54歳　属性別）

図表９　�自身や家族の暮らしに関する将来不安の
有無（就業形態、性・年齢層別）

Ⅲ　中期の見通しに関する意識

Ⅳ  暮らしに関する将来不安

３年後について景気が悪くなると回答した
人が増加（QT６、 QT７）

５年後の賃金が高くなると回答した人は
約３割（QT8）

男女とも、いずれの年齢層においても、６
割程度が不安を感じている（QT10）

◆中期的な経済状況や賃金の見通し

◆自身や家族の暮らしに関する将来不安の程度・要因

 ・３年後の景気について、今より＜良くなる＞と
期待する人は17.3％と、前回調査（18.1％）から減
少した。また、景気が＜悪くなる＞と回答した人は
35.7%と、前回調査（32.3％）から増加した。
・３年後の自身の賃金収入について、今より＜上が
る＞と回答した人は24.6％と、前回調査（22.8％）
から増加した。

 ・自身の5年後の賃金は今と比べ＜高くなる＞と回
答した人は31.7％（前回調査29.9％）となり、＜低
くなる＞とした17.5%（前回調査17.1%）よりも多か
った。
・＜高くなる＞と回答した人は、属性別にみると、
雇用形態では正社員で、年齢層では若い世代で、そ
れぞれ相対的に多かった。

 ・自身や家族の暮らしについて、将来不安の有無を
たずねたところ、不安を＜感じる＞が62.0％、「どち
らともいえない」が27.6％、＜感じない＞が10.5％で
あった。
 ・就業形態別に＜感じる＞の割合をみると、非正社
員のほうが高いが、正社員も6割近い（正社員58.8％、
非正社員68.0％）。
 ・また、性・年齢層別にみると、＜感じる＞の割合
は6割程度で大きな差はない。
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図表12　�過去1年間に、会社で仕事の能力や知識を高め
る経験をした割合（就業形態別、複数回答）

 ・ 将来不安を払拭するための対策についてたずねた
ところ、「貯蓄や資産運用」、「消費の抑制」、「健康維
持のための努力」の順で回答した割合が高い。就業
形態、性・年齢層別にみるといずれも「貯蓄や資産
運用」と「消費の抑制」と回答した割合が高い。
 ・ 一方、30代の男女で「万一に備えた保険加入」が
上位にくるほか、女性は幅広い年齢層で「健康維持
のための努力」、男性は「特に何もしていない」が上
位にくるなど、性別・世代による特徴もみられる。

自身で行う対策は「貯蓄や資産運用」
「消費の抑制」「健康維持のための努力」
（QT12）

 ・将来不安を払拭するための対策の上位3つにつ
いてみてみると、将来不安の程度が大きくなるに
つれて「消費の抑制」を選択する割合が高くなる。
また、過去1年間の賃金年収額が低くなるにつれて

「消費の抑制」を選択する割合が高くなる。
 ・一方、「貯蓄や資産運用」や「健康維持のための努 
力」は「消費の抑制」と比べて、賃金年収額や将来
不安の程度による関係性はみられない。

 ・過去1年間に、会社で仕事の能力や知識を高める
ことにつながる指導や助言を受けた経験等がない
割合は、正社員で36.0％、非正社員で46.7％となっ
ている。
 ・正社員のほうが、非正社員に比べて、仕事上の指
導や助言、社内のミーティング等を通じて、社内にお
いて仕事の能力等を高める経験の機会があると認識
している。

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２）「特に何もしていない」は排他の選択肢
（注３）丸文字は比率の順位（第３位まで表示）

（注） （　）内は、回答者数（Ｎ）。QT12で「貯蓄や資産運用」、
「消費の抑制」、「健康維持のための努力」と回答した人に
ついて集計

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注2）「この中に受けたり行ったことはない」は排他の選択肢

将来不安の程度が高くなると、その払拭
のために消費抑制を行う割合は高くなる

（QT12、QT10、 f９（1））

過去1年間、会社で仕事の能力や知識の
向上につながる経験のなかった割合は、正
社員は 36％、非正社員は約 47％（QT15）

◆過去1年間の職業能力開発・教育訓練の実態と意識

Ⅴ　仕事の能力や知識の向上についての実態と意識

図表10　�将来不安を払拭するためにしていること、
しようと考えていること（就業形態、性・
年齢層別）（複数回答）

図表11　�「貯蓄や資産運用」「消費の抑制」「健康
維持のための努力」の選択割合（将来不
安の有無、賃金年収別）（複数回答）

◆将来不安を払拭するための対策・要望
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第35回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2018年4月実施)

 ・過去1年間に、仕事に関連して自発的に職業能力
の開発をはかるための学習（自己啓発）を行った
割合は、正社員32.6％、非正社員19.4％と、正社員
が非正社員を大きく上回っている。さらに、従業
員規模の大きい正社員ほど、自己啓発を行った割
合が高くなっている。
 ・年代別でみると、20代で約35%、30代で約33%にと
どまっており、20 〜 30代の3人に2人は過去1年間に、
自己啓発を行っていない。

 ・過去1年間にOFF-JT（普段の仕事から離れて参
加する研修や講習会など）を受けた割合は、正社
員23.5％、非正社員11.6％と、正社員が非正社員を
大きく上回っている。
 ・正社員については、従業員規模が1000人以上で
は31.7％、99人以下では14.4％と、従業員規模によ
って大きな開きがある。
 ・年代別でみると、OFF-JTを受けた割合が、20代では
４人に１人、30代では５人に１人と、20 〜 30代におい
ても低い割合にとどまっている。

自己啓発を行った割合は、正社員が３人
に１人、非正社員が５人に１人（QT18）

過去1年間にOFF-JTを受けた割合は、
20代、30代でも２割台（QT16）

◆過去１年間における自己啓発の実態と意識

（注１）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注２）QT16で「はい」との回答を「過去1年間にOFF-JTを受

けた」、「いいえ」を「過去1年間にOFF-JTを受けていない」
とした

（注１）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注２）QT18で「はい」との回答を「過去1年間に自己啓発を行

った」、「いいえ」を「過去1年間に自己啓発を行っていない」
とした

 ・勤め先の会社による職業能力支援や自己啓発支
援への満足度について、＜不満＞（29.8%）が＜満
足＞（14.3%）を15％程度上回っている。
　就業形態別にみると、「どちらでもない」が正社
員（54.0％）、非正社員（59.9％）と、ともに５割
を超えている。
・正社員では、＜満足＞の割合が15.5％、＜不満＞
の割合が30.5％、非正社員では、＜満足＞の割合
が11.9％、＜不満＞の割合が28.3％と、正社員、非
正社員ともに、＜不満＞の割合が＜満足＞の割合
を上回っている。

会社の職業能力開発や自己啓発支援への満足
度について、正社員、非正社員ともに、＜不満＞
の割合が＜満足＞の割合を上回る （QT20）

図表13　過去１年間においてOFF-JTを受けた割合
　　　　（就業形態別、従業員規模別、年代別）

図表14　過去１年間に、自己啓発を行った割合
　　　　（就業形態別、従業員規模別、年代別）

図表15　�会社の職業能力開発や自己啓発支援への
満足度（就業形態別、従業員規模別）
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図表18　�過去1年間に能力開発や自己啓発の経験
がある割合（相談相手の有無別）

 ・ 仕事に関する専門知識・技術を深めるための研
修の必要性について、「現在の仕事に関する専門知
識・技術を深めるための研修」（62.6％）、「現在の
仕事に関連する分野以外の専門知識・技術を習得
するための研修」（54.6％）、「新技術への対応など、
将来取り組むべき業務に向けた研修」（57.4％）と、
いずれの研修も半数以上の人が必要性を認識。
 ・ いずれの研修に対しても、正社員のほうが非正
社員よりも必要性を認識している。

仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修の
必要性について、いずれの研修に対しても、正社員の
ほうが非正社員よりも必要性を認識している（QT21）

 ・「頼りになる相談相手がいる」という人は、「相談
できる人はいない」という人に比べて、過去1年間に
OJT、OFF-JTおよび自己啓発の経験がある割合がい
ずれも高くなる。

 ・能力開発や自己啓発について、頼りになる相談
相手をたずねたところ、正社員・非正社員いずれ
も「相談できる人はいない」と回答した割合が最
も高い。
 ・正社員・非正社員いずれも「会社の上司」および 

「会社の同僚」は２割超となっている。
　一方、正社員・非正社員いずれも「会社の人事・
教育部門」および「労働組合」は１割未満となっている。

頼りになる相談相手がいる人は能力開発や
自己啓発を経験した割合が高い（QT24、
QT14、QT16、QT18）

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注２）＜感じる＞＝「強く感じる」＋「ある程度感じる」
　　　 ＜感じない＞＝「あまり感じない」＋「感じない」

（注１） （　）内は、回答者数（N）
（注２） 「相談できる人はいない」は排他の選択肢

（注１）（　）内は、回答者数（N）
（注２）「頼りになる相談相手がいる」はQT24でいずれかの相

談相手がいると回答した人について集計

能力開発や自己啓発について相談相手
がいない人は約５割（QT24）

◆職業能力開発や自己啓発の必要性に対する認識

図表16　研修の必要性（就業形態別）

図表17　�能力開発や自己啓発について、頼りにな
る相談相手（就業形態別、複数回答）

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注２）＜満足＞＝「満足している」＋「やや満足している」
　　　 ＜不満＞＝「やや不満である」＋「不満である」

◆職業能力開発や自己啓発に関する相談相手
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この原稿を執筆しているのは5月中旬です。前回は桜満

開の旨を書きました。季節の移り変わりは早いもので、今は、

靖国通り沿いの新緑が鮮やかで素晴らしいです。

海外では、街づくりの中心に公園が設置されているかの

ように、緑と街が融合している感がしますが、ここ九段も

見劣りしない気がします。

さて、前回は連合総研の新規研究テーマを紹介させてい

ただきました。今回は、研究業務以外の連合総研の活動に

ついて、二つの取り組みを披露させていただくこととしま

す。

連合総研では、所員の育成と研鑽をはかることを目的と

して「所内勉強会」を毎月定例で行なってきています。各

研究員の研究テーマや関心事項、それぞれの経歴や経験に

基づいたテーマを講演し、ディスカッションをはかるという

ものです。　

行政や産業別労働組合等、多様な組織の出身者からなる

連合総研ならではの興味深いテーマが提供されます。直近

では、「曖昧な雇用も裸足で逃げ出す根拠なき雇用」という

テーマで勉強させてもらいました。

内容をお伝えできないのが残念ですが、とても興味深い

内容で有意義であったことをお伝えしておきます。

この勉強会では、所員のほかにも外部有識者を招いた勉

強会についても不定期ながら開催してきています。

著名な有識者のお話を聴ける良い機会ですので、開催の

際には、連合本部にも参加を呼び掛けるなど、出来るだけ

多くの参加者に聴講の機会を提供できるよう工夫してきま

した。

今年度からは、もう一工夫して連合総研の内外へのアピー

ルも念頭に、新たに「連合総研・オープンセミナー」と「連

合総研セミナー」を開設しました。基本的には2ヶ月に1回

の頻度で開催しています。連合HPや連合総研HPなどで広

く参加を呼び掛けていますので、積極的にご参加頂ければ

幸いです。

次は、「ソーシャル･アジア･フォーラム」です。

「ソーシャル・アジア・フォーラム」は、1994年に横浜

で日本、韓国、台湾の労使関係研究者を中心に発足した集

まりです。以降、各国をローテーションで開催しながら今

日まで継続してきています。第５回からは中国も参加する

など、次第に参加者も拡大して、毎回40-60名が参加する

ようになっています。

「ソーシャル･アジア･フォーラム」の目的は、東アジア各

国における労働市場や労使関係等に関する研究と意見交換

を行うことです。　

背景には、東アジアにおける経済協力や経済統合に伴っ

て、本来論議が求められるはずの労働市場などの社会的側

面に関する研究や論議があまり行われてきていないとの問

題意識があります。

このフォーラムによって、東アジアにおける研究者や労

働組合の間で恒常的で幅広い人的ネットワークの形成が実

現しています。　

こうしたネットワークを生かして、この地域における大

学間の協同作業や、研究団体間の人的交流へとつながって

います。また、これまで直接関係のなかった労働団体間の

対話も促進されてきています。

また、政治的には難しい中国と台湾の研究者が同席し、

社会労働問題の意見交換ができる唯一の場としても機能し

ています。

参加のあり方にも特徴があります。フォーラムへの参加

は、基本的に個人による参加を原則としています。もちろ

ん日本からの参加者も同様です。そのことによって、国や

団体を代表することによる制約を受けないで、自由な意見

の発表と交換を保障しています。中国からの参加者による

自国の批判は、他では中々お目にかかれないと思います。

こうしたことによって、東アジアにおける複雑な国際的関

係とさまざまな関係団体の異なる立場を越えて、研究者と

労使関係者および労働組合指導者間の自由な討議と交流を

可能にしているといえます。

また、このフォーラムは、日本語、中国語および韓国語

という東アジアの３カ国語による同時通訳によって行われ

ています。英語を介さないで意見交換を行うということも

本フォーラムの特徴です。

今年は7月下旬に「労働の未来における職業能力強化と

労働組合の役割」をテーマとして、第22回フォーラムを韓

国ソウルで開催します。

今回の「九段南だより」を機に多くの方が参加し、本フォー

ラムの将来の発展につながればと思います。

今回は、セミナーとフォーラムの二つの活動を紹介させ

ていただきました。その他の取り組みについても、機会を

みて披露させて頂ければと思います。

新緑の季節の九段南だより。

情報発信と人的ネットワークの構築 〜２つの活動〜

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　副所長　杉山 豊治
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は「AI主導的な意思決定」と捉えられ、
AIが個人の自己決定にゆらぎをもた
らし得るのだと指摘されている。
　続く4章「ロボット・AIは人間の尊
厳を奪うか」では、身分や職業によっ
て個人を概括的に判断するAIの予測評
価に基づく決定が、個人の尊重という
憲法の基本原理を否定しかねないこと
を問題にしている。その具体例として、
アメリカ・ウィスコンシン州の最高裁
判所が導入した予測評価システム

「COMPAS」は、黒人の再犯リスク
を白人の2倍に見積もるという人種差
別的傾向にあったことが挙げられてい
る。こうしたAIの予測評価から解放さ
れ、人間が「自分らしく生きる」ため
に重要な手段となるのがプライバシー
権であり、「AIの不完全性は、AIへの
データ供給の不完全性によって実現さ
れ、このデータ供給の不完全性は、我々
のプライバシー権の行使によって実現
される。」と述べられている。
　6章「AIと契約」は、機械化や自動
化が進む取引社会において、機械が契
約の主体となれるのか、人と機械ある
いは機械同士の相互作用を「契約」と
して捉えるべきなのかについて検討し
ている。本章で興味深いのは、欧米で
はすでに、AIを代理人として契約の成
立を導く見解やAIに法人格を認める
見解が主張されていることである。こ
れらの見解を主張する論者は、AIはも
はや人間が制御することのできない、
道具を超えた存在であると位置づけて
いるのだという。
　ところで、司法の世界では「AI裁判
官」の可能性が話に上がり、AIの方が
生身の裁判官よりも正確さや公正さの
点で優れているとの声も聞く。この問
題を取り上げたのが10章「AIと刑事
司法」である。本章では、刑事手続の

具体的場面におけるAIの代替可能性
について検討し、将来的には、供述の
信用性評価や証拠から事実を推認する
過程において、AIが裁判官を部分的に
代替する可能性が示されている。さら
に、AIの活用がより見込まれるのは、
法の適用判断であり、海外では相当の
精度で判決の予測が出来たと紹介され
ている。しかし、「AI裁判官」が技術
的に可能になったとして、問題は、我々
がAI裁判官に権威を認め信頼を寄せ
るのか、「AIによる裁判」を人々が受
け入れられるのかにあるという。そし
て、「AIによる裁判」を受け入れるこ
とは、我々がAIを社会の構成員として
受け入れたことを意味するのか、とい
う問題が提起されている。
　ここで紹介したテーマ以外にも本書
では、ロボット・AIを巡る日本の動向

（1章）や国際的な動向（2章）、道路
運送法などの行政規則との関係（5
章）、自動運転車（7章）や手術支援
ロボット（8章）といった新しい技術
の導入、さらに、ロボット・AIが加害
者になるだけではなく被害者になりう
る可能性（9章）、ロボット兵器に対
する規制の動向（12章）と、いずれ
も現在もしくは近い将来問題になる 
テーマが扱われている。
　本書で取り上げられている多様な 
テーマからも窺えるように、ロボッ
ト・AIの技術は徐々に人々の生活の
中に入り込み、我々も法的問題に直面
せざるを得ない状況に置かれつつあ
る。新しい技術が我々の現実の生活を
変えていくのはこれからだが、これま
で法が想定してきた「人間像」は変わ
ってしまうのか、それによって法の考
え方も変わらざるを得ないのか、今か
ら考えていかなければならないだろ
う。

レイ・オズボーンによる衝撃
的な試算－将来、米国の労働

人口の約半分が機械に代替可能－が発
表されてから、書店にはAI・IoTに関
する書籍で溢れている。しかし、これ
らの新しい技術の導入によって生じる
法的問題については、法律家の関心は
高まっているものの、本格的な議論が
始まるのはこれからだといえよう。
　本格的な議論が始まるのを前にし
て、本書は、憲法、行政法、商法、刑
法、法哲学などの法律の専門家がロボ
ットとAIを巡る様々なテーマについ
て論じた、意欲的な一冊になっている。
本書は12編からなるが、紙幅の関係
上、ここではいくつかの章に絞って紹
介をしたい。
　まず、3章「ロボット・AIと自己決
定する個人」を取り上げる。ここで論
じられているのは、憲法が想定する「自
律的な個人」の決定に、AIがどのよう
な影響を及ぼすのかについてである。
例えば、我々が何か商品を選ぶ際、そ
の配列が個人の選択に影響を及ぼすこ
とがある。こうした場合に、商品の配
列がAIによって生み出された販売戦
略に基づいていたとすると、このこと

松
井
　
良
和
　
連
合
総
研
研
究
員

弥永真生・宍戸常寿編
有斐閣
定価2,600円（税別）

『ロボット・AI と法』

ロボット・AIは法の世界に新たな
光を当てるのか？

フ

最近の書棚から
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図１　学生（大学昼間部・修士課程・博士課程）の奨学金受給割合

図２　奨学金の貸与人員の推移

図３　奨学生本人の年収（無延滞者・延滞者）

独立行政法人日本学生支援機構
奨学金の返還者に関する属性調査結果（平成 20 年度～ 28 年度）をもとに、連合総研作成

※日本学生支援機構が実施する大学等奨学金事業
出典：内閣府　平成 29 年版 少子化社会対策白書

独立行政法人日本学生支援機構
平成 28 年度奨学金の返還者に関する属性調査結果より、連合総研作成

今月のデータ

　本号では「貧困の連鎖は断ち切れるのか」をテー

マに子どもの貧困の現状と今後の課題について特集

した。その中で就学支援の重要性についても触れら

れている。

　就学支援の一つとして奨学金が挙げられるが、奨

学金の受給率（図１）については、今世紀に入って

から上昇傾向にあったが、2012年をピークに減少傾

向にある。特に2016年度では大学昼間部における「奨

学金が必要無いと判断した人」の比率が44％となっ

ていることも注目に値する。

　また近年有利子の奨学金の問題が各方面で取り上

げられたこともあり、日本学生支援機構が実施する

大学等奨学金事業については、無利子奨学金を受給

する人数が近年増加傾向にある（図２）とともに、

①返還月額が卒業後の所得に連動する所得連動返還

型奨学金制度、②給付型奨学金の創設−などが計画

されており、奨学金制度の充実に向けた動きが始ま

っている。

　しかしながら「平成28年度奨学金の返還者に関す

る属性調査結果」（独立行政法人日本学生支援機構）

の調査によれば、３ヶ月以上の延滞をしている者が

4.2％であり、延滞者のうちの50.9％が年収200万

円未満である（図３）。先に例を挙げた施策はいずれ

もこれから奨学金を受給する者のための施策である

ことから、①状況に応じて現在返済している者にも

新制度の適応を行なう、②延滞者の約３割が知らな

いとアンケートで回答する「猶予制度」の周知徹底

−など、現在返済に窮している方々への対策の充実

も必要ではないだろうか。

変わりつつある奨学金制度、それでも約半数の学生が受給
延滞者の約51％が年収200万円未満

●独立行政法人日本学生支援機構　
「奨学金の返還者に関する属性調査結果」（平成20年度〜 28年度）

●内閣府　平成29年版 少子化社会対策白書
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　今号の特集では、子どもの貧困問題
をとりあげ、４人の研究者・有識者の
方々からご寄稿をいただきました。
　７人に１人が貧困層であると言える
子どもの貧困問題は身近であると同時
に、見えにくい問題でもあります。
　貧困の連鎖を断ち切るためには、親
世代・子世代それぞれに適切な支援を

行うことが必要だと言えます。
　今の日本は、経済大国であると同時
に子どもの貧困大国でもあると言う現
実の打破に向け、この国の将来を担う
子ども達のために、富の適切な配分に
ついて改めて考えるとともに、様々な
取り組みが進められることを期待しま
す。　　　　　　　(赤・辛・唐辛子)
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【5月の主な行事】

 5 月　8 日 コーポレートガバナンスと労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査：呉　学殊　労働政策研究・研修機構（JILPT）副統括研究員）

 9 日 所内・研究部門会議 

 １1 日 経済社会研究委員会　　　　　  　（主査：吉川　洋　立正大学教授）

 １４日 交通労働者の労働条件改善と公共交通のあり方に関する研究委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（主査：戸崎　肇　首都大学東京特任教授）

 １6 日 所内勉強会

　 ２１日 キャリア形成への労働者及び職場組織の関与のあり方に関する調査研究委員会

　　　　　　　　　　  （主査：佐藤　厚　法政大学教授）

 ２３日 所内・研究部門会議　 

 ２４日 連帯と共助にもとづく「分かち合い」社会の具体化に関する研究委員会

（主査：井手英策　慶應義塾大学教授）

　 ３１日 産業別労働組合の機能・役割の現状と課題に関する調査研究委員会

（主査：中村圭介・法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）

  経済社会研究委員会　　　　　　　（主査：吉川　洋　立正大学教授）


