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巻頭言

未聞の出来事が報道されていた。家族
や地域の理解が得られなかったという
理由だそうだ。このような現象は、有権
者の意思と議会との距離が、どんどん
離れていくことを通じて、民主主義その
もののあり方を私たちに問いかけている。
　全てに当てはまるわけではないが、よ
り空洞化が加速する地方の衰退の状況
下で、自治体の将来を展望しながら人
口減と少子高齢化の中での街づくりや
効率的な行政運営をどうしていくのかな
ど、地方自治体には重要で基本的な課
題が横たわっている。そんな情勢の中
で、議員の担い手不足は民主主義の根
幹を揺るがしている。
　冒頭の村のように、住民に政策づくり
への参加を求める仕組みづくりや、議員
の仕事の徹底した公開、いわゆる「見え
る化」による住民との連携などとともに、
議会のあり方そのものの改革により、多
様な人材が議員に立候補できるような
仕組みづくりも必要だ。
　2017年、人口減少と高齢化で村会議
員のなり手が減少したため、村議会廃
止と村民による直接民主制である町村
総会の設置を検討し、注目を集めた高
知県大川村。そのことをきっかけに、総
務省は「町村議会のあり方に関する研究
会」を設置し検討を進め、2018年3月、
少数の専業議員による「集中専門型」と
兼業議員中心の「多数参画型」の2類
型を提案している。その研究会のメン
バーでもある政治学者の待鳥聡史教授
は、「集中専門型」はプロとして責任を
重くして報酬も上げる、「多数参画型」
は首長を監視するアマチュアだと割り切
り、兼業も認めて報酬も日当程度にする
と、分かりやすく説明している。そして、
肝心なのは「議員に何を期待するのか」
を、再定義することが重要だと付け加え
ている。
　どちらを選択するのかは、もちろん私
たち住民の役割と責任だ。そして、この
ことは町村議会の課題の範囲としてだけ
にはとどまらない。民主主義は私たち一
人ひとりが創っていくものであるという当
たり前のことを、改めて認識し合わなけ
ればならない。

ほとんど顔と名前が一致し、「村民一
家族」を掲げる。そんな村でも議会は
村民にとって身近な存在ではなくなって
いた。2017年に議会が行った村民への
アンケートでそれが明らかになった。「議
会に村民の声が反映されていない」と
若い世代を中心に半数以上が回答し
た。議会と村民との間の溝が想像以上
だったことにショックを受けたある議員
たちが、村民の声を直接聞く「村づくり
自分ごと化会議」という新たな場を立
上げた。さまざまな職業の村民が村の
課題について議論し方向付けしていく、
議員の話し合いだけでは決して出ない
ようなアイデアも提起されたという。東
京のシンクタンクによると、地方議会が
主催するこの村のようなケースは全国で
初めてだそうだ。テレビの特集番組で
あったか、新聞のコラムであったか、
記憶は定かではないがこんな話が紹介
されていた。
　統一地方選挙は、1947年（昭和22年）
に、新しい地方自治制度にもとづいて
全地方公共団体で一斉に選挙が行わ
れたのが第一回目である。今年4月の
統一地方選挙は、議会と有権者との距
離が一層遠ざかったことを浮き彫りにし
た。
　前半戦の道府県議会選挙、政令市
長選挙、政令市議会選挙の投票率は、
いずれも過去最低を更新した。後半戦
も市長選、市議選は50%を割り、多く
の選挙で過去最低を記録することと
なった。無投票当選も目立つ結果だ。
道府県議会選挙では約27%、町村議
会選挙では約23%が無投票当選の過
去最高を記録した。また町村長選挙で
は50%近くが無投票当選である。有権
者は議員を評価して選挙で票を入れ、
議員は有権者の厳しい目を感じながら
意思決定を行っていく、それが議会制
民主主義の基本的な枠組みだとすれ
ば、この前提が崩れていってしまってい
るのではないか。定数割れとなった選
挙区も目立つ。また、長野県辰野町で
は当選をした人が辞退するという前代

山県北部の山あいの人口約900人
の村。一度の合併も経験せず、岡
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　 視　点

政府は2019年1月の月例経済報告閣僚会議に提出

した参考資料の中で、2012年12月から始まった景気

回復について「戦後最長になった可能性がある」とし

ている。しかし5月に発表された3月の景気動向指数で

は、一致指数の基調判断が景気後退の可能性が高いこ

とを示す「悪化」に引き下げられるなど先行きは不透

明と言える。今後発表されるデータにもよるが、場合

によっては「戦後最長」という表現が勇み足だった可

能性もある。また、３月の世論調査によれば、景気回

復を「実感している」と答えた人が10.1％。それに対

し「実感していない」と答えた人は84.5％にのぼって

いる（共同通信：3月9 〜 10日実施）。更に可処分所

得に目を向けると、1997年をピークに可処分所得は

減少を続けており、現在勤労者「世帯」の手取り収入は、

共働き世帯の拡大にも関わらず、当時と比較して１３％

減少しているとの指摘もある。景気回復が喧伝されて

いるが、むしろ社会全体が貧しくなっており、これは

かつて中間層と呼ばれていた世帯の縮退が一因である

と考えられている。

このような実態をふまえ本号の特集では、①かつて

の中間層が今日どのような状況にあり、その現状が諸

制度に対してどのような影響を与えているのか、②中

間層と政治・ポピュリズムの関係、③中間層の現状と

税・社会保障－の３つの観点から中間層の現状と未来

を考察している。

まず、駒村論文「中間層の現状と未来－失われた社

会保障の機能強化の実現を－」では、日本の中間層の

現状と中間層再生について論じている。初めに中間層

の「定義」と「統計的」な把握について考察を行い、

①見かけ上の中間層所得シェアは安定、②中間層を構

成する世帯割合は減少、③実質可処分所得が全体的に

停滞あるいは低下－していることを明らかにしている。

あわせて実質可処分所得の低下の進行スピードがゆっ

くりであることから「国民は自らが中間層から脱落し

ているとは思っていない」のではないかと指摘する。

あわせて中間層の政治的関心の低さを示すと共に、90

年代半ばから始まった非正規労働者の拡大が、中間層

の再生産の失敗につながったと指摘し、中間層再生産に

向けた全世代型社会保障制度が必要性を提示している。

次に吉田論文「中間層とポピュリズム政治」では、

海外の事例を中心に政治意識などを論じている。本稿

では、中間層減少がかつて投票先であった社民政党の

投票数の減につながると共に、社民政党の得票とポピュ

リズム政党の得票が反比例の関係にあることを示して

いる。また、欧米と比較すると「日本は経済的なグロー

バル化も、社会上のグローバル化も、まだ同じ水準に

はない」ことを指摘し、余裕が存在するうちに税制改

革や人的資本投資などを通じた中間層の維持に関する

議論を進めるべきだとしている。

つづいて安藤・古市論文「中間層と福祉国家：税・

社会保険料・社会保障の再分配効果の諸研究の検討」

では、税・社会保険料・社会保障の再分配効果という

観点から、中間層と福祉国家の関係について考察して

いる。本稿では、日本の中間層が所得税の課税ベース

減少の恩恵を受けると共に、社会保険料や消費税負担

の増加を経験しこの負担増が今後も続くと指摘してい

る。更に中間層に対する社会保障における現金給付と

現物給付の現状を明らかにすると共に、「中間層の負担

と受益」こそが社会保障の諸制度の骨格にあることを

再認識する重要性を示している。

これら３本の論文が、読者の方々に、あらためて現

在の中間層の現状を認識していただくと共に、中間層

を再生させていくためにはどうすれば良いのか、中間

層の状況を維持・向上するためにはどうすれば良いの

か等について考えていただくことの一助となることを

期待したい。　　　  （連合総研主任研究員　小川士郎）

中間層を再生するためには
〈特集解題〉
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1．中間層の後退とグローバル経済
　トマ・ピケティは、『21世紀の資本論』で、
長期的な所得や富の集中度の変動を明らかに
した。ピケティによると、20世紀初頭に拡大
していた所得や富の集中は、20世紀前半の二
つの世界大戦と恐慌によって縮小し、戦後の
復興のなかで、所得や富は平準化され、中間
層が成長し、福祉国家が定着した。しかし、
80年代以降再び、所得と富の集中が始まった。
この背景にはグローバリゼーションの進展、
スキル偏向型技術進歩、小さな政府による再
分配政策の縮小、福祉国家の後退、規制緩和、
労働組合の後退など多様な要因がある。
　特にグローバリゼーションは、途上国や中
進国の所得を高め、絶対的貧困層を減少させ
た一方で、先進国の低中間層の所得を停滞あ
るいは引き下げた。図１は有名な「象の鼻」
と言われるものであり、1988年から2008年の
間にグローバリゼーションにより、世界のど
の所得層が利益を享受し、損失を受けたのか
を明瞭に示している。
　グローバリゼーションにより世界全体の貧
困率が改善したものの、先進国内での所得格
差・貧困の拡大そして中間層の後退は政治的
な不安定につながった。
　ダニ・ロドリックが『グローバルパラドッ
クス』で主張した、民主主義、国家主権とグ
ローバリゼーションの3つ同時に追求するこ
とは不可能という「世界経済の政治的トリレ

ンマ」の問題は現実のものとなりつつある。
　国内の格差拡大、中間層の後退とその不満
を利用して政権についたトランプ大統領は、
反グローバリゼーションを明確にしつつ、社
会分断を使って政権の維持をはかっている。
英国はブレクジットを巡る国内対立で身動き
ができなくなっており、欧州各国でも中間層
の後退の不安、不満から排外主義、政権に関
する抗議活動が強まり、政治不安が高まって
いる。
　こうした中間層の後退による欧米の混乱に
比較すると、日本での中間層の後退の影響は
まだ目立ってきていないようにも見えるが、
そうだろうか。むしろ嵐の前の静けさではな
いか。政治的に中間層後退のひずみが目立た
ないものの、社会構造のゆがみは確実に強ま

中間層の現状と未来
−失われた社会保障の機能強化の実現を−
駒村　康平

（慶應義塾大学経済学部教授）
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図 1　 象の鼻：所得階級別の一人当たり実質所得
の成長率

（出所）Lakner, C., & Milanovic, B. （2015）. Global income 
distribution from the fall of the Berlin Wall to the Great 
Recession. The World Bank Economic Review

（注）2005年、ＰＰＰ、ドルによる評価。



DIO 2019, 6

っていると考える。中間層後退の閉塞感が政
治問題となり社会保障制度の改革につながら
ないことが、本当の問題なのかもしれない。

2．中間層の後退の統計的な把握
　中間層はどのような役割を果たしているの
であろうか。ラヴァリオン（2018）は、中間
層の役割は、起業家精神を滋養させ、消費需
要の内容を変更させ、成長に資する政策変更
や制度改革を政治上で行いやすくするといっ
た点から経済成長を促進するということに言
及している。
　日本で中間層が後退しているかどうかを把
握できるだろうか1。まず中間層の「定義」を
どうするか、次に中間層の後退をどのように

「統計的」に把握するかという点が重要にな
る。

（1）所得データからみた中間層の後退

　中間層の把握は、1）中位所得水準あるい
は5分位別の家計所得の低下、2）5分位のう
ち中央の3つの分位を中間層と定義し、その
所得グループが保有する所得シェアを測定す
る、3）中位所得から一定範囲の所得層を中
間層と定義し、その数や割合の変化を測定す
るなどの方法がある2。
　1）については、太田（2016）は、日本の
実質中位所得は1992年バブル崩壊直後から
低下を続けており、これをもって中間層衰退
としている3。また内閣府（2009）では、五
分位別の家計所得の推移から、2000年以降に
ついて、上位所得の分位に比較して中低分位

の所得の回復の遅れを確認している。
　2）については、田中（2017）は、全国消
費実態調査から、第2五分位から第４五分位
を中間層とし、その所得が全人口の所得に占
める所得シェアは55％程度に安定しているこ
とを確認している。中間層の範囲と使用する
データを変更してみてもこの傾向は変わらな
い。試みに、所得再分配調査を使って、十分
位階級別の等価所得のシェアについて、下位
の1，2，3の各十分位を下位層、中位の4，5，
6，7の十分位を中位層、上位の8，9，10の十
分位を上位層として3分割して、2002年以降
の動向を見てみよう。表１で示すように、当
初所得の構成比について下位層のシェアは
6.5％ともともと小さいがこれは4.5％まで低
下している。中位層のシェアは微減であるが、
下位層と中位層の減少分だけ上位層のシェア
は増加傾向にある。他方、税・社会保険料を
考慮した再分配後を見ると各層とも安定して
いることがわかる。
　3）については、白波瀬（2011）が国民生
活基礎調査を使い、中間層を中位所得の50％
から175％の間までと定義し、その世帯構成
比が1985年の72％から2006年の65％まで、7％
ほど減少していることを明らかにしている。
また田中・四方（2019）は、全国消費実態調
査を使って、中位所得の75％から200％を中
間層と定義し、①その割合が1994年67％から
2009年には65％と中間層の割合は安定してい
ることを確認する一方で、②中間層の所得領
域を1994年の水準に固定した場合の推計も行

―  5  ―

表 1　所得階層別の所得シェア％（等価所得）

出典：所得再分配調査から著者作成
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い、2009年の中間層が59％まで減少し、低所
得者層が増加していることを確認している。
すなわち①と②を比較することで、中間層が
安定しているように見えたのは、日本全体の
実質可処分所得が低下したからであることを
確認している。

（2）主観的な中間層帰属意識

　以上、所得データからは、見かけ上は中間
層の所得シェアは安定しているものの、中間
層を構成する世帯割合は減少していること、
そして実質可処分所得が全体的に停滞ある
いは低下しているということが確認された。
実質可処分所得が徐々に低下しているため、
国民にとっては、閉塞感は感じるものの、自
らが中間層から脱落しているとは思っていな
いのかもしれない。実際に国民の主観的な階
層帰属意識を見ると、図２で見るように、長
期にわたって非常に安定している。みんな貧
しくなっているため、所得分布における相対
的な位置関係の認識には影響を与えていない
可能性もある4。

（3）将来展望への影響

　では、このような中間層の後退は、人々の
将来展望にどのような影響を与えるであろう
か。
　ラヴァリオン（2018）は、自らを中間層と
見なしている人々は将来について明るい展望
を持っていることが多いとしている。
　将来の明るい展望そのものの直接的な調査
ではないが、英国の民間調査機関、IPSOS-

MORIが2014年に20カ国、16歳から64歳、1
万6千人に行った世代別の将来展望に関する
調査は、表２のように興味深い結果を示して
いる。
　重要な質問項目は、親世代から見て「将来
世代は親世代より豊かな暮らし向きになるの
か」、子ども世代からみて「自分たち子ども
世代は親世代より豊かな暮らしができるの
か」、「親世代、子ども世代に高齢世代は若い
世代のために負担をすべきか」の３つである。
　まず注目すべきは、親世代からみた将来世
代の展望であるが、「将来世代は親世代より
豊かな暮らし向きになるのか（親世代から）」
といった質問であるが、国別に見ると、中国、
インド、ブラジルなど経済成長の高い国、中
進国ほど「良くなる」という回答が増える。
2014年経済成長率との相関は有意に正の関係
がある。これは図1の象の鼻を反映したもの
ともいえる。ただし、その割合は中国以外の
国では50％を下回っている。他方で欧州、米
国は非常に低く、アメリカは19％、フランス
にいたっては7％に過ぎない。
　次に子ども世代（16歳から29歳）から見て、
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図 2　主観的な生活の程度

（年）

（％）

出典：内閣府「国民生活に関する世論調査」より著者作成

表 2　将来世代への展望

出典：IPSOS-MORIより著者作成

（単位：％）
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「自分たち子ども世代は親世代より豊かな暮
らしができるのか（30歳未満から）」という
質問についても、親世代同様に経済成長が高
い国ほど「良くなる」が多く、欧州、米国は
親世代同様に低い傾向にあるが、親世代より
も若干高くなり、少し楽観度が上昇する。
　日本についてみると、「良くなる」は親世
代では34％、子ども世代では41％となり、決
して高いわけではないが、国際比較すると経
済成長の高い国々と欧州・米国の中間に位置
しており、韓国と並んで先進国のなかでは最
も楽観的な方になっている。
　また「高齢世代は若い世代のために負担を
すべきか（高齢世代は負担すべきだ）」とい
う質問に対しては、「将来世代は親世代より
豊かになる」という回答の多い国ほど、「負
担すべき」という回答が多くなる傾向があり、
欧州、米国といった将来世代に悲観的な見通
しとなっている国ほど「負担すべき」という
回答は少ない。日本は「負担すべき」に39％
が賛成しており、これもまた成長率の高い国
と先進国の中間あたりに属している。
　ただし、この結果をどのように理解するの
かはやや難しい。欧米では、将来世代が親世
代よりも暮らし向きは良くならない（親世代）
と考えている人が多いにもかかわらず、将来
世代のために高齢者が負担することに賛成す
る人が少ないのは、世代間の関係が希薄、あ
るいはすでに現在の高齢世代に将来世代を考
慮する余裕がないのかもしれない。

（4）中間層の政治へ関心

　内閣府が毎年行っている「社会意識に関す
る世論調査」では「生活の程度別」の「国の
政策への民意の反映の程度」を質問している。
暮らし向きを「上」、「中の上」、「中の中」、「中
の下」、「下」、「わからない」とという回答別に、
国民が自分たちの意見がどの程度政治に反映
されていると思っているのかがわかる。
　図３で示すように、最近の動きとしては
2009年の民主党政権の発足時に一度、全階
層で期待が上昇するが、民主党政権3年間の
失敗で直ちに期待は消滅し、そして2012年末
の第二次安倍政権への期待は極めて高くな

り、その後も比較的安定していることがわか
る。反映の程度はどの所得階層でも50％を超
えることはほとんどないものの、傾向として
はいずれの時点でも高い階層のほうが「自分
の意見は政治に反映」されているという回答
率が高く、「中の中」という中間層からそれ
以下の階層の政治への関心は、相対的に低位
で安定しており、最近、特に政治への不満が
急速に高まっているということは確認できな
い。

３． 団塊ジュニア世代の未来と新しい社会
保障モデル

（1）中間層の再生産の失敗

　以上、中間層が崩壊し、社会不安が拡大し
ている欧米各国に比較して、日本では中間層
の後退への危機感はまだまだ低く、政治問題
になっていない。しかし、このことから中間
層後退は問題ではないと考えてよいのだろう
か。
　戦後、日本の中間層は、「男性稼ぎ主（専
業主婦）モデル、持ち家、日本型雇用システ
ム（終身雇用、年功賃金、企業別労働組合）、
日本型福祉（家族福祉）」を標準的な世帯モ
デルとして形成されてきた。団塊世代の多く
はこの標準世帯モデルに該当した。しかし、
90年代半ばから拡大した非正規労働者の増
加、特に非正規労働者の団塊ジュニア世代の
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図 3　政策への反映
（％）

（年）

出典：内閣府「社会意識に関する世論調査（各年）」より作成
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増加は、この標準的なモデルに該当する世帯
を減少させた。
　90年代半ばに非正規労働者になるものが多
かった団塊ジュニア世代以降の世代は、未婚
率が高く、持ち家率も低く、公的年金加入履
歴も悪く、老後の準備も不十分である。団塊
ジュニア世代の先頭グループはすでに40代後
半にさしかかっており、親と同居することで
かろうじて貧困問題が表面化しないでいる。
　非正規労働者の団塊ジュニアは、現役時代
に中間層だった親世代の「資産」を取り崩す
こと、つまり「日本型福祉」の残滓でなんとか、
表面的には中間層に所属している可能性もあ
る。社会的に高齢世代が子ども世代のために
負担するのではなく、家族内で生活を支えて
いることになる。しかし、こうした状況は世
帯単位の所得データの変動では把握できな
い。
　すでに団塊世代である親も高齢になり、そ
の介護により団塊ジュニア世代が離職し、長
期無業になるものも増えている。あるいは長
期離職の結果、中高年の引きこもり者が多数
存在することが確認されている。
　親元から独立した非正規労働者もまた孤立
と貧困のなかで暮らしている5。
　団塊世代は2025年には75歳に到達し、2030
年には80歳に到達する。そして、2030年には
1975年以降生まれの団塊ジュニア世代は50代
にさしかかるが、非正規労働のままでは、就

労の機会も減るだろう。団塊世代と団塊ジュ
ニア世代という人口の多い世代でいわゆる

「8050」問題が拡大する可能性が高い。
　また団塊ジュニア世代の高い未婚率は人口
減少に直結した。コホート別に出生率を分解
してみると人口の多い団塊ジュニア世代の出
生率は、その前後の世代と比較しても低いこ
とが確認できる。図4は1975年以降の各年の
出生児数の予測と現実である。1975年の200
万人の出生児はまさに団塊ジュニア世代であ
るが、その後、出生児数は国立社会保障・人
口問題研究所の予測を上回るスピードで減少
し、現在95万人を切り、2050 ～ 60年頃には
50万人程度までに減少すると見込まれる。団
塊世代から団塊ジュニア世代の引き継ぎにお
いて中間層の再生に失敗した結果となる。
　すでに親になる世代の人数が減少している
以上、これから出生率が多少回復しても人口
の維持は困難であり、今後は、急激な人口減
少と経済成長の鈍化、所得の停滞は不可避に
なるであろう。90年代後半から2000年にかけ
て、家族を形成する時期に、非正規労働者が
多くなった団塊ジュニア世代を社会保障制度
の機能強化のような形の政策で支援せず、中
間層の再生産に失敗した。この「ツケ」を日
本社会はこれから本格的に支払うことになる
であろう。

（2） 中間層再生のための改革の方向性

　　－真の全世代型社会保障制度の確立

　日本では、中間層の後退のひずみが政治的
な危機という形で発現せず、国民は、自分た
ちの生活スタイルの変更、生活水準の引き下
げ、家族内での負担という形でしのいでいる。
こうしたひずみの実態は十分把握されていな
い。このため、漠然とした将来不安を抱えな
がらも、既存の社会経済システムを変えよう
という気運が高まらないのではないか。
　しかし、過去には中間層の回復を巡る政策
議論は存在した。それは、社会保障制度国民
会議および社会保障・税一体改革の前段階と
して、民主党政権下で設置され、筆者も副座
長として関わった「社会保障改革に関する有
識者検討会」である6。その報告書では、「活
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図 4　出生数の現実と予測
単位（千人）

出典： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（各年）
より著者作成
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力ある中間所得層の再生」として「ふつうに
努力すれば、誰もが家族をつくり、生活でき
る社会を取り戻すべきである。これまでの日
本で、分厚い中間所得層の存在こそが、安定
した成長と活力の源であった。社会保障の機
能強化によって、中間層の疲弊に対処し、そ
の活力を再生できれば、それは自ずと経済成
長と財政の安定につながる。」とした。しかし、
2012年の社会保障制度国民会議では、中間層
の回復に向けた社会保障の機能強化はほとん
ど議論されず、表面的には全世代型社会保障
制度を掲げながら、その実態は当面の社会保
障制度の財政的可能性の議論に始終した。
　ここに来てようやく安倍政権も就職氷河期
世代（＝団塊ジュニア世代）に対する期間限
定の支援について経済財政諮問会議で議論
を開始した。しかし専業主婦モデル（男性稼
ぎ主モデル）からの切り替え、「中間層のモ
デルチェンジ」に失敗したツケを取り戻すた
めには、経済財政諮問会議で議論されている
ような期間と対象を限定した小手先の政策で
は不十分である。
　新しい中間層を生むために必要な改革は、
共働きモデルの定着、仕事と暮らし・ケアの
両立を目指した税制改革と労働政策、そして
非正規労働者でも子どもを持てる所得保障や
ユニバーサルに住宅保障を行う住宅手当など
からなる「社会保障改革に関する有識者会議
が想定した社会保障の機能強化」である。こ
の費用は全世代で負担することになるが、こ
うした真の社会保障の機能強化ができて初め
て、中間層が回復する「全世代型社会保障制
度」が完成するのである。

１  米国における中間層の衰退とその原因については、中
村（2018）が参考になる。

２  これらに加え、絶対所得アプローチや貧困リスクから
の安全性に関する議論もある。詳細はラヴァリオン

（2018）5章、8章を参考。なお税・保険料と社会保障
給付などを考慮した上で、世帯規模を調整した等価可
処分所得を用いて計算されることになる。

３  石井（2018）は等価可処分所得の中央値が1995年以
降低下していることを確認している。

４  客観的な貧困評価と主観的、当事者評価についてはラ
ヴァリオン（2018）3章を参照せよ。ラヴァリオンは、
ロシアの全国標本調査において、成人の30％が自分自
身の主観による「厚生のはしご」を最も低い2つの段
に置く一方で、この半分のみが貧困線未満の所得をも
つ世帯に属するとしている。自身を貧しいと思うかど
うかは、従来の貧困統計では捉えることは難しいし、
そして逆の問題もあるとしている。

５  例えば、少額短期保険協会「孤独死現状レポート」
http://www.shougakutanki.jp/general/info/2018/
news20180306.pdfによると、孤独死の53％は50－64歳
であり、自殺占有率が12％となっている。孤独死は高
齢者に多いのではなく、現役世代に多いのであり、単
身の非正規労働者の団塊ジュニア世代が50代に入る
とこうした孤独死も増加するであろう。

６  座長は宮本太郎中央大学教授。検討会報告書は2010 
年12 月発表。
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１.  中間層生んだ戦後レジーム
　多くの先進国で中間層が苦境に陥っている
とされる。戦後に、いわゆる「中間層」と呼
ばれる階層が工業国で社会の多数派を占めた
のは、人類史上でも初めてのことだ。これも
自由主義、共産主義、ファシズムの三つ巴の
競争のあった戦前の反省から、戦後の政治経
済秩序が意識的に「階級均衡デモクラシー」
を作りあげることができたからだ1。具体的に
は、西側諸国の高度成長の中で「ケインズ型
福祉国家（KWS）」と呼ばれた民主的正当性
を備えた中央政府が市場をコントロールする
政策手段を通じて再分配を進め、さらに国際
協調によって市場の負の側面を抑制するもの
だった。19世紀にGDPの10％以下だった政府
支出が50年代に30％、70年代には約40％にま
で拡大していったことからも、この国家機能
の拡大を見て取ることができる。経済学者ア
トキンソンは、戦後西ヨーロッパでの社会的
平等の実現は、経済成長による賃金上昇に加
え、資本所得・賃金所得の分配是正という社
会政策に負っていたとする2。
　ブレトン・ウッズ体制に象徴される、資本
主義と自由貿易を再編成し、困窮や失業とい
った社会的犠牲を最小限に抑えるこうした政
治経済体制を「埋め込まれ自由主義」と呼ん
だラギーは、GATTのセーフガード条項のよ
うに、保護主義のリスク回避とともに、国家
が自由貿易に対して暫定的な拒否権を認めた
ことにその特徴をみた3。その背景には、冷
戦構造もあった。バグワティは、戦後の自由
貿易体制は、それを正当化するイデオロギー
のみならず、アメリカの世界覇権に添うもの
であったために成立したと指摘する4。

　言い換えれば、こうした戦後レジームによ
って中間層は産み落とされ、さらにこうした
中間層がこのレジームを支持したからこそ、
先進国の政治体制は時代を追って安定してい
った。1950年を基点とした場合、国内の下位
90％の階層の所得（金融資産除く）は1980年
までにイギリスでは倍増、フランスでは2.5倍、
西ドイツと日本では4倍に増えていっている5。
これは、19世紀を通じた経済成長率が、産業
革命をいち早く経験したイギリスでも2.5％程
度に過ぎなかったことを考えても、戦後期に
は驚異的な成長と、そのもとでの相対的な機
会と結果の平等が実現したことになる。西側
民主主義が安定を実現できたのは、戦前の左
右を問わない政治的急進主義が政治的・法的
に排除されて政治的正統性を獲得できただけ
でなく、戦前の経済的混乱を平定することが
できたためと言うことができるだろう。
　こうした諸条件はもはや崩れつつある。そ
うであれば、中間層と既存の民主政との関係
性はどのように変化しているのかを仮説的に
提示するのが本稿の問題意識である。

２.  「ポピュリズム」支持者はどこにいるのか
　90年代以降に入ってからの先進国の中間層
の所得の頭打ちないし減少は、経済学者ミラ
ノヴィッチによる、いわゆる「エレファント・
カーブ」で実証された（本号駒村論文参照。
もっとも、先進国からロシアと日本を除けば
像の鼻のカーブは緩やかになるとも指摘され
ている）6。確認すると、アメリカでは1971年
に61％を占めていた所得中間層に属する成人
は2015年に50％に減り、西欧諸国ではドイツ
で1991年時点の78％から2010年に72％、イタ

吉田　徹
（北海道大学教授）

中間層とポピュリズム
政治
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リアでは69％から62％にまで減少している
（米ピューリサーチセンター調べ）。G7平均（日
本除く）でみると、1990年時点での所得中間
層55％が2009年に52％へと微減している。
　こうした中間層の減少は、そのまま戦後の
社民政党に代表される組織政党の得票減に
つながっているといえる。西側社民政党の得
票率の推移をみると、1970年を基点として、
80年代前半と90年代後半に増加を経験するも
のの、リーマンショックとユーロ危機以前の
2005年頃から下落傾向にあり、2015年には2
割近く減って過去最低水準に留まっている

（図1）。
　こうした社民の減退に代わって伸張してい
るのは、いわゆるポピュリズム勢力だ。ポピ
ュリズムとは様々な意味で使われるのが常だ
が、定義において共通しているのは、①文脈
に応じて異なる「人々（People）」の中心性
と一体性を想定し、②政治的・経済的・文化
的エリートを批判し、③危機的状況を訴える
ことにある7。かつての社民政党支持層がそ
のままポピュリズム、とりわけ右派ポピュリ
ズムに支持を振り替えているというのは誇張
に過ぎるとしても、2016年のトランプ大統領

図 1　西欧社民政党の得票下落（1950 ～ 2015 年、1970 年＝ 100）

【出典】The Economist, April 2nd 2016.
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図 2　 中間層（左）および労働者層（右）の社民政党／左派政党／右派ポピュリスト政党投票（ドイツおよびイ
ギリス、1990 年代～ 2010 年代）

Ginrich, Jane（2017） “A New Progressive Coalition? The European Left in a Time of Change,” in The Political 
Quarterly, vol.88.no.1.

Figure７ ： Vote for range of partics by class group
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の勝利が米民主党の支持基盤での得票に拠
ったことに象徴されるように、ポピュリズム
勢力の伸びしろが熟練労働者層や製造業に
就業する／していた旧中間層に依存している
構図は確固としたものだ。図2は、イギリス
とドイツにおける中間層と労働者層の社民／
左派政党得票と右派ポピュリズム政党への投
票の推移をみたものだが、双方は反比例の関
係にあることが見て取れる。フランスでも、
極右ポピュリズムの代名詞でもある国民戦線

（現・国民連合）が90年代半ばに労働者層の
支持政党首位となり、その後2010年代に入っ
て中間層での支持を伸ばしていっている。イ
ギリスとアメリカの労働者階級のラディカル
右派への支持態度を仔細に調査したゲスト
は、大卒以下の若い白人男性で中間階級下層
に属し、イデオロギー的に保守的な有権者が
極右ポピュリズムを支持する傾向にあるとし
ている8。
　別の側面からみると、支持態度を変更した
こうした中間層は、アメリカを含む多くの国
での旧製造業・炭鉱地域に居住することがわ
かる。イギリスのEU離脱投票やフランスの
国民戦線の得票が多く見られたのは、1990年
代まで英労働党やフランス社会党（それ以前
は共産党）の金城湯池だった工業地帯である。
　中間層がそのままイコール労働者と重なる
わけではない。しかし、戦後の平準的な所得
増と中間層の生成が製造業を中心にした熟練
労働者を核にしていたことは間違いない。も
っともイギリスでは、1950年代に名目GDPの
25％以上を製造業が占めていたのが、2000年
代に15％切るとともに、全雇用者数の割合で
も1970年の35％から、2010年代には15％を切
るようになった。相対的にサーヴィス産業の
割合が高いアメリカでも戦後直後に3割あっ
た製造業雇用は、今では1割以下にまで減少
している。各国の製造業雇用の割合には高低
があるが、製造業大国たるドイツや日本でも、
70年代と比べて半減している。
　こうした先進国製造業の競争力低下とこれ
に伴う雇用減は、多様な原因が挙げられよう。
ひとつはグローバル化の影響がある。70年代
の石油危機、アジア諸国の世界経済への参画、
90年代以降の冷戦崩壊とEUの東方拡大、さ
らに中国の経済開放路線は、先進国の経済構
造に大きな変化をもたらした。IMF（国際通
貨基金）・世界銀行・WTO（世界貿易機関）

による調査では、70年代以降の労働分配率の
低下は、半分が技術革新、4分の1が国際競
争によるものと試算されている9。

３. 労働者層の政治意識
　政治学者リプセットは1950年代末に、日本
を含む各国の労働者層が経済的にリベラル

（再配分と保護主義支持）である一方、権威
主義的な価値観を持つことを意識調査でもっ
て証明した上で、これを「労働者階層の権威
主義」と命名した10。労働者層は、十分な教
育を受けないため不安定な地位に追いやられ
るために、権威に追従する傾向があるからだ。
こうした政治的態度は、現在でも各国の労働
者層の政治意識で継続していることが確認さ
れている。
　問題は、サーヴィス産業進展の中で、先進
国の社民政党がこうした労働者層ではなく、
グローバル化と都市化の中で生まれた90年代
以降の新中間層支持獲得に舵を切ったことに
ある。英ニューレーバーの「第三の道」、ド
イツ社民党の「新しい中道」に見られたよう
に、この時代の社民政党は、経済政策で自由
化路線を推し進める一方で、社会政策におい
ては多文化主義と個人主義を強調するように
なった。これと競合する保守政党の側も、従
来からの市場重視の路線に加えて、個人主義
を是認するようになった。社民の側の経済リ
ベラル化と保守の側の社会リベラル化とい
う、21世紀に生まれた「リベラル・コンセン
サス」によって、政治的代表性を喪失したの
が戦後に生まれた旧中間層の一部だった。つ
まり、2000年代になってからの極右ポピュリ
ズムは、経済的には保護主義、そして社会的
には権威主義的価値観を掲げることによっ
て、主流派政党に取り残された有権者のニッ
チ市場を開拓することに成功したのである。
　もちろん、サーヴィス産業の進展によって
これら質量とともに存在感を低下させていっ
ている旧中間層が吸収されていけば、政治的
代表性の喪失は避けられていただろう。しか
し、高付加価値を生む産業のハイエンドは高
学歴・高技能者に占められ、対人サーヴィス
のようなローエンドは移民労働者に奪われ、
旧中間層は空中分解することを余儀なくされ
る。このことが、なぜポピュリズム勢力が福
祉国家維持と国家による産業政策に加え、移
民規制とグローバル資本規制を訴えるのかの
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説明となる。2016年のアメリカ大統領選での
トランプ投票者と2017年の国民戦線のルペン
投票者の意識調査では、ともに将来や子世代
の未来を悲観する「没落意識」において共通
しているが、これも彼らの現状認識を如実に
表しているといえる。選挙の状況や競合のパ
ターンといった文脈にもよるが、こうした左
右ポピュリズム政党の得票率は、過去20年で
倍増し、ヨーロッパでは約25％に達するよう
になっている。

４. どこに向かうのか
　政治社会学者クラウス・オッフェは、現代
の国家は二重のコントロール・ギャップに襲
われているという。すなわち、グローバルに
広がる世界経済の中で徴税能力と金融資本
に対するコントロールを失い、そのことで市
民は既成政党や政治家不信を募らせることに
なる11。それは、戦後レジームの初期設定で
あった資本主義と民主主義の社民主義的な国
家による媒介の崩壊を意味する。具体的には
1970年代以降、加速化した資本市場の拡大と
グローバルな経済的相互依存、80年代の移民
を中心とする多文化社会の到来、さらに90年
代の既成政党がそうした現実に適応した結果
生まれた状況である。しかし、その結果、既
存の代議制民主主義への不満が蓄積されて
いくことになる。こうして中間層の脆弱化は、
民主主義の動揺につながることになってい
く。
　最後に、日本に示唆するものを含め、こう
した状況に労働政治に何が出来るのかを提示
してみよう。
　ひとつは、戦後の社民政治や労働政治を作
り上げてきた前提条件が崩壊していっている
という現実を踏まえることだ。労働社会学者
のカステルは、とりわけ戦後は労働を通じた
社会権の実現が社会的平等の強力な原動力
になってきたと指摘している12。しかし、と
りわけ製造業を中心とした先進国の労働世界
は、新興国の発展と技術革新によって、大幅
な変容を余儀なくされるだろう。集産主義の
基盤も、労働者そのものの個人意識の定着か
ら維持が難しくなっている。
　その中で政治的な安定を実現するために
は、経済と社会の開放にあわせて、それを補
完する代替的措置を講じなければならない。
日本を専門にする政治学者のレオナルド・シ

ョッパは、貿易量と資本移動の拡大は、国内
経済での不平等を拡大することを指摘した上
で、それを規制するのではなく、労働者層へ
の教育投資や補償措置を同時並行して行う重
要性を強調している13。
　欧米と比較すれば、日本は経済的なグロー
バル化も、社会上のグローバル化も、まだ同
じ水準にはない。しかし中間層が将来不安を
抱き、没落の意識に怯えている状況は同じだ。
税制改革や人的資本投資などを通じてそれを
維持する余地があるうちに、議論が進められ
るべきだろう。
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１. はじめに
　今日、先進諸国における不平等の拡大や中
間層の弱体化は、広く認識されるようになっ
た（ピケティ 2013, アトキンソン 2015, ミラ
ノヴィッチ 2016）。不平等の拡大や中間層の
弱体化そのものに対するある程度のコンセン
サスが形成される中、その要因や処方箋につ
いての議論が活発に行われている。
　たとえばアトキンソン（2015）は、不平等
拡大の要因として経済学者が特定化してきた
ものとして、1.グローバル化、2.技術変化（情
報通信技術）、3.金融サービスの発展、4.賃金
規範の変化、5.労働組合が果たす役割の縮小、
6.再分配的な税や移転政策の縮小を挙げた。
その上で、アトキンソン（2015）はさらに踏
み込んで、これらの不平等の増大は「権力バ
ランスの変化が直接、あるいは間接的な原因
になっている」と指摘し、権力バランスの是
正を見据えた不平等の縮小案を提示した。
　不平等の変化の背景に権力バランスの変化
を見出す見方、とりわけ労働者階級や中間層
の政治的勢力・権力に着目する見方は、以前
より多く存在する。例えば、「福祉資本主義
の３つの世界」を提示したことで有名なエス
ピン・アンデルセン（1990, 1996）は、労働
者階級や中間層の政治的勢力・権力が、国ご
との社会保障政策の形成や分岐にどのように
影響し、そしてそれが各国における階級・階
層・家族などのあり方にどう影響したかを検
証した。またサッチャー政権期に出版された
Goodin & Le Grand ed.（1987）は、タイト

ル名（『貧しい人だけでなく―中間層と福祉
国家』）が示す通り、福祉国家の支え手であ
り受益者でもある中間層の存在が社会支出の
維持に寄与したことを検証した。その後のい
わゆる「福祉国家縮減期」における中間層や
労働者階級の影響力については論争も生じた
ものの（Pierson 1996、Korpi & Palme 2003
など）、社会保障制度の将来において、その
支え手・受け手である中間層の政治的支持が
重要であることに異論は少ないだろう。
　また、高い財源調達力を有する中間層が社
会保障の受益者として存在し、その政治的合
意の下で大きな再分配財源を有している国ほ
ど、中間層の生活保障のみならず、貧困削減
も達成しているという研究もある（Korpi & 
Palme 1995, Marx et al. 2016, Jacques & 
Noël 2018）。貧困状態にない中間層が社会保
障制度の受益者であるほど貧困削減も進むと
いうこの「再分配のパラドックス」は、その
妥当性について現在も論争が続いているが、
福祉国家における中間層の重要性を示唆する
現象である。
　本稿では、最近の中間層に関する研究に簡
単に触れた上で（2節）、税・社会保険料・社
会保障の再分配効果という観点から日本の先
行研究を選択的に検証し（3, 4, 5節）、それを
踏まえて中間層と福祉国家の関係について考
察する（6節）。

２. 日本の中間層
　OECD（2019）は、等価可処分所得（世帯

中間層と福祉国家：
税・社会保険料・社会保障の
再分配効果の諸研究の検討
安藤　道人（立教大学）

古市　将人（帝京大学）
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規模を調整した可処分所得）において中位所
得の75% ～ 200%の所得を持つ人を中間層

（middle class）とし、国際的にこの中間層が
「圧迫されている」（“squeezed”）と指摘した。
またOECD（2019）に日本のデータを提供し
ているTanaka & Shikata（2019）によると、
日本の中間層割合は65%程度で安定的に推移
している一方、中間層の所得の範囲を1994年
で固定すると、2009年の中間層割合は59.5％
に低下しており、日本の所得分布全体は低下
している。この結果は、2000年代に入って所
得格差は頭打ちになる一方で、所得分布が低
所得に偏る形で全般的な貧困化が進展したと
指摘する小塩・浦川（2008）の推計とも整合
的である（2014年までの日本の所得格差研究
の動向については四方（2015）を参照）。
　日本においては、バブル崩壊後のデフレ経
済下の「失われた30年」という国内的文脈で
不平等化と貧困化が議論されてきた。その妥
当性は否定できない一方、中間層の弱体化は
国際的にみられる現象でもある。以下では、
日本固有のマクロ経済の動きについては捨象
した上で、税・社会保険料や社会保障による
再分配効果に関する日本の先行研究を検証
し、日本の中間層と福祉国家の関係に焦点を
当てて考察したい。

３. 中間層と税・社会保険料
　税・社会保険料全体については、所得税、
消費税、社会保険料全体で見れば、負担は
おおむね累進的である。一方で、一時点の所
得額に占める負担額を指標にすれば、社会保
険料や消費税負担は低所得者ほど重いという
逆進性が存在する（田中他 2013、川出 2016）。
またTanaka & Shikata（2019）は、中間層
が縮小し、平均的な世帯収入が伸び悩む中、
社会保険料が増加しているため、所得税と社
会保険料負担の負担割合が一定の水準に維
持されていることを指摘している。さらに大
野・小玉・松本（2018）は、2009年～ 2014
年において消費税が税制の再分配効果を低
下させたと指摘している。ただし生涯所得ベ
ースで考えれば、消費税負担は累進的になる
という研究もある（大竹・小原 2005、大野
他 2014）。
　次に、再分配のための主要税源である所得

課税に着目すると、多くの研究は再分配への
寄与度が高いのは、税率要因ではなく課税ベ
ース要因であると指摘している。例えば
Miyazaki & Kitamura（2016）は1984年から
2009年にかけての日本の国税所得税の再分配
効果を複数の要因に分解し、税率よりも課税
ベース（所得控除等）が再分配効果に寄与し、
90年代以降の所得税の減税政策（税額控除）
が再分配効果の低下に寄与したことを明らか
にした。さらにMiyazaki et al.（2019）は、
年齢階層別の所得税の再分配効果を推計し、
高齢者層、中年層、若年齢層の順に再分配効
果が高く、全年齢層で1984年から2009年にか
けて再分配効果が低下したとの分析結果を得
ている。また、1980年代からの課税ベースに
よる再分配効果の低下が若年齢層で顕著で
あったとしている。八塩（2015）は、日本の
所得分布にスウェーデンの所得税制を適用す
ると、累進度が増加することを示している。
スウェーデンの税制の所得控除はほぼ基礎控
除のみで、多くの納税者は30％以上の税率に
直面する。しかし八塩（2015）の推計は、ス
ウェーデンの就労税額控除制度と年金保険料
の税額控除制度が低所得者の税負担を日本
よりも引き下げていることを示している。
　一方、社会保険料については、先述した研
究や阿部（2000, 2008）などでその逆進性が
指摘されてきた。ただし四方・田中（2017）は、
1994年から2009年にかけて、所得課税の変化

（最高税率の引き下げや定率減税の導入など）
は所得格差を拡大させたものの、社会保険料
の変化（負担増）は、所得格差を縮小させる
効果を有していたことを指摘している。この
結果も踏まえて、四方（2017）は、社会保険
の財源調達能力の高さを重視し、国民皆保険
制度の維持、適用範囲の拡大、減免制度の
利用、保険料徴収の強化という方向性が望ま
しいとする。
　これらの諸研究によれば、近年、日本の中
間層は、所得税の課税ベース減少の恩恵を受
ける一方で、社会保険料や消費税負担の増加
を経験した。また後者２つの負担増は今後も
続くことが予想される。

４. 中間層と社会保障の現金給付
　格差や再分配の程度は、税・社会保険料
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だけでなく、社会保障給付のあり方にも左右
される。社会保障の現金給付による再分配で
まず重要なのは公的年金である。小塩・浦川

（2008）による2000年代前半の年齢階層別の
再分配効果の推計によると、税・社会保障な
どの再分配政策の若年層・中年層の格差指
標の低下率は20％以下だが、高齢層は約69
～ 78％前後に達しており、貧困削減効果も
若年層に比べて高齢層において大きい。この
背景には、高齢者が受給する公的年金の効果
がある。さらに年金による高齢期の格差・貧
困の抑制は、私的扶養の負担軽減を通じて、
現役世代の経済的負担の再分配にも寄与す
ると考えられる。公的年金の現役・高齢中間
層を支える機能は非常に大きいといえる。
　またTanaka & Shikata（2019）は、所得階
層別の所得内訳を分析し、等価可処分所得
に占める社会（公的）移転の割合は、2009年
において高所得層や中間層はそれぞれ6.5%、
16.2%であるのに対し、低所得層、貧困層は
それぞれ30.5%、36.4%と推計している。さら
に1994年から2009年にかけて、現金給付が等
価可処分所得に占める割合は、高所得層以外
の全ての所得層で増加していることが示され
ている。
　ただし、2000年代前半のデータを用いて現
金給付の格差削減効果の国際比較を行った
Whiteford（2008）によると、日本の現金給
付の格差削減効果はOECD22ヵ国平均よりも
低い。駒村他（2010）も日本の現金給付の手
薄さを指摘している。

5. 中間層と社会保障の現物給付
　日本の社会保障制度と中間層との関係を考
えるとき、高齢者の年金を除けば、現金給付
よりも医療・介護・教育・保育などの現物給
付の重要性が高い。これらの現物給付が、（中
間層も含む）様々な個人の健康、生活の質、
労働供給、認知/非認知能力などのアウトカ
ムにどのような影響を与えるかという実証研
究は近年着実に蓄積されつつある。ただしこ
こでは、現物給付を「拡張された所得」（現
金給付の価値を金銭換算したもの）とみなし、
その（金銭的）再分配効果を検証した研究に
限定して検討する。
　国際的に見れば、現物給付の再分配効果

を検証した研究は多い。例えばOECDやEU
諸国を中心とした国際比較研究（Smeeding 
et al. 1993、Marical et al. 2008、Paulus et 
al. 2010）やノルウェーにおける地方政府の
現 物給 付の再分 配 効果を検 証した研究

（Aaberge & Langørgen 2006, Aaberge et 
al. 2010, forthcoming）などがある。これら
の研究は、一言でいえば、医療・教育・介護・
社会住宅などの現物給付は、個人・世帯の現
物給付に対するニーズをどう考慮するかにも
左右されるもの、一定の所得再分配効果や貧
困率の削減効果があることを示してきた。な
おこれらの研究では、現物給付の所得再分配
効果が税・保険料や現金給付による再分配
効果よりも小さいと指摘されることがある。
これは、現金給付による所得再分配が、所得
ではなく必要（ニーズ）に応じて給付される
ため、世帯所得に寄らない一括給付的な側面
を有しているためである。
　一方、日本において現物給付の再分配効果
を検証したものは少ない。先述のMarical et 
al.（2008）においては、一部の分析に日本が
含まれており、医療、教育、その他の社会サ
ービスの不平等削減効果が推計されている。
また小玉・小島（2017）は、医療と介護の自
己負担額に基づいて医療・介護の現物給付
額を世帯レベルかつ生涯ベースで推計し、そ
の対世帯総所得比を示している。これらの研
究も、総じて、現物給付にある程度の所得再
分配効果があることを明らかにしている。
　なお日本の現物給付サービスについては、
近年、保育や教育を例外として、自己負担が
引き上げられる傾向がある（安藤 2019）。と
りわけ、低所得層に対して一定の自己負担減
免を施した上で、中間層や高所得層に対する
自己負担が引き上げられる傾向にある。この
ような現物給付に対する自己負担は、自己負
担が定率の場合には現物給付の再分配効果
を弱めることが予想される。実際、田中他 

（2013）の推計によると、医療と介護の自己
負担は逆進性であり、年齢にかかわらず、第
1十分位や第2十分位の低所得層における負
担率が高い。さらに、これらの自己負担を考
慮した貧困率は、そうでない場合よりも総じ
て高くなる。これは、中間層と貧困層の境界
上にいる世帯や下位中間層は、医療・介護な
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どの自己負担によって貧困状態に陥るリスク
があることを示唆している。

６. 考察
　最後に、3 ～ 5節での検討を踏まえて考察
を行う。第一に、中間層という観点から税・
社会保険料負担を考えたとき、とりわけ重要
なのはその総体としての財源調達力の高さで
ある。中間層の所得低下や3節で言及した課
税ベースの縮小もあり、近年、所得税収入に
おいては高額所得者の納税額シェアが高くな
っている（岡 2014）。一方、より比例的ある
いは逆進的な負担構造である社会保険料や
消費税においては、税・保険料収入全体に対
する中間層の負担割合はより高いと考えられ
る。したがって、「圧迫された」中間層に対
する税・社会保険料負担の引き下げは、中間
層の可処分所得を引き上げる有用な手段であ
る一方、税・社会保険料収入の減少や社会
保障給付の削減にも繋がり、支出サイドで中
間 層にダ メージも与 える可 能 性もある

（OECD 2019）。短期的には公債発行により
負担と給付の関係を切り離すことも可能だ
が、中長期的には中間層の税・社会保険料負
担と社会保障給付はセットで考えなければな
らない。
　第二に、中間層への現金給付という視点か
らみると、高齢期における公的年金の高い再
分配・貧困削減効果が示す通り、中間層の高
齢者に対する現金給付の重要性は明らかであ
る（4節）。また、さらなる実証的検証は必要
だが、公的年金による私的扶養の社会化は、
高齢者を親にもつ現役世代の中間層にとって
も重要な役割を果たしている。一方、現役世
代の中間層の主要な所得源が労働所得である
ことを踏まえると、現金給付が中間層の所得
保障に果たす役割は限定的かもしれない。し
かし、下位中間層は貧困リスクが高く、市場
での所得改善が容易に見込めない中、児童手
当や住宅手当などの現金給付は、中間層にと
っても有効な再分配・貧困削減効果を有する
可能性がある。
　第三に、中間層にとって、社会保障の現物
給付は、福祉国家からの受益として代表的な
ものであり、一定の所得再分配効果も有する

（5節）。さらに現物給付は、疾病、老化、障害、

教育、子育てなどのニーズの低い人々からニ
ーズの高い人々へと、所得ではなくニーズに
基づく再分配を実現する。中間層が、階層内
対立を引き起こすことなく、これらの現物給
付に対する負担と受益をどの程度支持するか
は、福祉国家の将来を左右する重要な要因で
ある。
　「受益者としての中間層」の存在が、社会
保障や教育の水準をどの程度規定しているの
かについての論争は決着していない（1節）。
しかし、大規模な社会保障や教育の実施には
多数の人々の財源負担が必要である。中間層
の受益者としての側面を弱めていくことは、
中間層内部での階層分断を強め、社会保障全
体の再分配・貧困削減機能も弱める可能性も
ある。例えば、上位中間層に対して社会保障・
教育の量・質の抑制や自己負担増を実施した
としよう。この場合、上位中間層は、税・保
険料負担の引き下げによる可処分所得の増加
や代替的・補完的な市場サービス利用の促進
といった政策を支持する勢力となるかもしれ
ない。そしてそれが実現した場合、下位中間
層や低所得層に対する再分配機能は弱まり、
彼らの生活や教育の質の低下や貧困リスクの
上昇に繋がるかもしれない。
　福祉国家の諸制度は、「高所得者から低所
得者への再分配」という機能が注目されやす
い。しかし、「中間層の負担と受益」こそが
これら諸制度の骨格にあることを再認識する
必要がある。
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景気認識等悪化の中、消費税率引き上げは賛成が上回る
−仕事と介護の両立が「できると思う」は1割未満−
第37回「勤労者短観」調査結果の概要(2019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：
　2019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
［収入格差に関する認識と階層意識］
・ 社会全体の収入格差に関する認識の変化、階層意

識の変化について
⑷  トピック調査２

［社会保障制度と消費税率引き上げとの関係］
・ 消費税率の引き上げに対する意識およびその推移に

ついて
⑸   トピック調査３

［仕事と介護の両立］
・ 介護に対する不安、仕事と介護の両立、介護にかか

わる法定制度の認知について

調査実施要項

　本稿では、2019 年 4 月初旬に実施した第 37 回「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
37 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、「収入格差に関する認識と階層
意識」、「社会保障制度と消費税率引き上げとの関係」

「仕事と介護の両立」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。
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28.8

（424）
21.2

（139）
7.0

（1086）
100.0
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18.7

（263）
24.2

（312）
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21.2
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7.2

（914）
100.0

（193）
21.1

（203）
22.2

（263）
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（194）
21.2

（61）
6.7

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が増加
しており、勤め先の経営状況が悪
化したとの見方が増加
◆賃金改善の動きが鈍化

２. 最近の家計の経済状況
◆世帯収入は、わずかながら悪化
傾向にあり、8割近くが何らかの費
目で支出を切り詰めている

３.   中期の見通しに関する意識
 ◆３年後の景気が悪くなると回答
した人が前回より増加

４.   収入格差に関する認識と階層
意識

 ◆社会全体の収入格差が〈拡大〉
とする人は減少するものの、依然
として約４割が〈拡大〉としてい
る

◆階層意識「下」の４割超が3年
後の世帯収入が〈減る〉と認識

５.   社会保障制度と消費税率引き
上げとの関係

 ◆消費税率の引き上げに賛成する
割合が反対を上回る
◆子がいる世帯の方が消費税率
の引き上げに賛成する割合が高い

６.   仕事と介護の両立
 ◆家族が要介護状態になることに

〈不安を感じる〉は約８割
 ◆仕事と介護の両立が「できると
思う」は１割未満

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15.7と、
前回調査（マイナス8.2）から悪化している。
 ・1年後の景気見通しD.I.値も、マイナス20.2と、前
回調査（マイナス15.0）よりも、景気が悪化すると
の認識は強まっている。

１年前と比べた景気の見方と１年後の景
気見通しが悪化（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

◆勤め先と仕事に関する意識

・1年前と比べた物価認識D.I.値は、プラス39.9と、前
回調査（プラス36.8）から上昇した。
・また、1年後の物価見通しD.I.値はプラス46.4とな
っており、物価の上昇が続くとの認識は強まっている

（前回調査における1年後の物価見通しD.I.値はプラ
ス40.1）。

物価が上昇したとの認識が増加（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　�1年前と比べた勤め先の経営状況と1年
後の経営状況見通し（D.I.）

・1年前と比べた勤め先の経営状況認識D.I.値は、マ
イナス8.2と、前回調査（マイナス4.5）から悪化した（「変
わらない」とする回答は47.1%）。
・１年後の勤め先の経営状況見通しD.I.値は、マイナ
ス10.8と、前回調査（マイナス7.3）から悪化している

（「変わらない」とする回答は45.4%）。

「１年前と比べて勤め先の経営状況は
悪化」との見方が増加（QR4、QR5）
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（注1） 1年前と比べた勤め先の経営状況D.I.＝{｢かなり良く
なった｣×1＋｢やや良くなった｣×0.5＋｢変わらない｣ 
×0＋｢やや悪くなった｣×（－0.5）＋「かなり悪くなっ
た」×（－1）}÷回答数（「1年前は現在とは別の勤め先で
働いていた（11年4月調査のみ）」、「1年前は働いていな
かった（11年4月調査のみ）」、「わからない」、「無回答・
不明（10年10月調査まで）」を除く）×100

（注2） 1年後の勤め先の経営状況予測D.I.＝{｢かなり良くな 
る｣×1＋｢やや良くなる｣×0.5＋｢変わらない｣×0＋｢や
や悪くなる｣×（－0.5）＋｢かなり悪くなる｣×（－1）}÷
回答数（「わからない」を除く）×100

（注3） 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

第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

（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

（注1）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2）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

図表４　今後1年間に失業する不安を感じる割合

図表５　1年前と比べた自身の賃金収入の増減

図表６　�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）

失業不安を感じる割合が上昇、引き続き
約３割が不安を感じている（QR8）

賃金改善の動きは前回調査から鈍化して
いる（QR9）

賃金は 1000人以上の製造業で大きく改
善、1年後の賃金収入の見通しは正社員、
非正社員ともに悪化（QR９、QR10）

 ・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、29.8%と、前回調査（28.3%）から上
昇している。
 ・引き続き約3割の人が失業不安を感じている。

 ・1年前と比べた自身の賃金収入の増減D.I.値をみ
ると、全体では2017年4月からプラスで推移してい
るものの（プラス1.0）、プラス幅が減少しており、
賃金改善の動きは鈍化している。
 ・非正社員のD.I.値は悪化基調で推移している。

 ・１年前と比べた賃金収入増減実績D.I.値を就業形
態別、業種・規模別にみると、正社員では、非製造
業は規模にかかわらずプラスとなっている一方、製
造業では規模による差が大きく、99人以下でマイナ
ス3.1、1000人以上でプラス8.9となっている。
 ・１年後の賃金収入見通しD.I.値は、正社員、非正
社員ともにマイナスとなっている。
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図表８　�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）

 ・ 過去１年間の世帯収支が＜赤字＞とする割合は、
世帯収入が＜減った＞世帯では51.1％（前回調査
51.9%）、非正社員が主に生計を支えている世帯では、
男性で45.1%（前回調査38.5%）、女性で44.5％（前回
調査47.9%）におよぶ。

収入が＜減った＞世帯の５割超、非正
社員が主に生計を支える世帯の約５割
が＜赤字＞（QT1、QR11）

 ・8割近く（75.9％）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（73.9%）から、上昇している。
 ・属性別にみると、特に、非正社員、世帯収入が＜
減る＞とする人、1年前と比べて物価が＜上がっ
た＞とする人の世帯で、切り詰めを行っている割
合が高い。
 ・1年後の世帯収入が＜増える＞とする人でも、約
８割が支出の切り詰めを行っている。

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２）世帯収入の増減について、＜増えた＞＝「かなり増えた」＋

「やや増えた」、＜減った＞＝「かなり減った」＋「やや減
った」

（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

た人を集計
（注３） 1年後の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」

（注４） 1年前と比べた現在の物価認識について、＜上がった＞=
「かなり上がった」+「やや上がった」、＜下がった＞＝「や
や下がった」+「かなり下がった」

８割近くが何らかの費目で支出を切り詰
めている（QT5、QR12、QR15）

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）

◆中期的な経済等の状況の見通し

Ⅲ　中期の見通しに関する意識

図表７　�過去１年間の世帯収支が＜赤字＞の割合

（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

◆家計の収支
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第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

 ・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31.0％（前回調査31.7％）となり、＜低
くなる＞とした18.6%（前回調査17.5%）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、
就業形態では正社員で、年齢層では20代、従業員
規模別では1000人以上でそれぞれ相対的に多かっ
た。

 ・3年後の景気について、今より＜良くなる＞と期
待する人は13.2％と、前回調査（17.3％）から減少
した。また、景気が＜悪くなる＞と回答した人は
44.4%と、前回調査（35.7％）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20.8％と、前回調査（24.6％）
から減少した。
 ・3年後の物価見通しについて、今より＜上がる＞
と回答した人は70.1％と、前回調査（62.6％）から
増加した。

５年後の賃金が高くなると回答した人は
約３割（ＱＴ８）

◆収入格差に関する認識

Ⅳ　収入格差に関する認識と階層意識

（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=1661

（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」

 ・5年前と比べた社会全体の収入格差が＜拡大＞し
たとする割合は39.7％、今後５年間の社会全体の
収入格差が＜拡大＞するという割合は36.5％であ
った。
 ・5年前と比べた社会全体の収入格差を過去の調査
結果（2012年4月調査、2015年4月調査）と比較す
ると、＜拡大＞したという割合は減少する傾向に
ある。

社会全体の収入格差が＜拡大＞とする
人は減少するものの、依然として約４割 

（ＱＴ１０（１）（２））

図表10　自身の５年後の賃金見通し
　　　　（20～ 54歳、属性別）

図表11　�社会全体の収入格差に関する認識の変化

図表９　�現在と比べた３年後の経済の状況（20
～ 54歳）
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図表14　�階層意識別にみた３年後の世帯収入の
見通し

 ・ 5年前と比べた社会全体の収入格差が＜拡大＞し
たとする人は、30代（44.4％）で多く、4割を超えている。
 ・ 反対に、＜縮小＞したとする人は、60代前半

（24.5％）で多くなっている。

30代の4割超が、収入格差は＜拡大＞
と回答（QT10（１）、ＱＴ12）

収入格差を拡大させた主な要因は「非正規
雇用の増加」が約５割（ＱＴ１１（１）（２））

 ・階層意識別に３年後の世帯収入の見通しをみると、
階層意識が高いほど、世帯収入は＜増える＞という人
が多くなる。「上／中の上」の37.3％が＜増える＞と回
答している。
 ・反対に、階層意識が低いほど、世帯収入は＜減る＞
という人が多くなる。「下」の42.6％が＜減る＞と回答
している。

 ・5年前と比べて社会全体の収入格差を拡大させた
主な要因（3つまで選択）として、「パート・派遣
労働者など非正規雇用が増加」（49.4％）が最も多
く、続いて「企業間の業績格差の拡大により賃金
の差が拡大」（28.2％）、「失業や就職難などで収入
のない人が増加」（25.3％）が多くなっている。
 ・同じく、今後5年間の社会全体の収入格差を拡大
させる主な要因（3つまで選択）も「パート・派遣
労働者など非正規雇用が増加」（39.8％）が最も多
い。「ICTなどの新技術による仕事内容の変化」が
22.1％と、5年前と比べた割合よりも約10ポイント
高くなっている。

「下」の４割超が３年後の世帯収入が
＜減る＞（QT12、QT7（3））

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注２）＜拡大＞＝「かなり拡大」＋「やや拡大」、＜縮小＞＝「や

や縮小」＋「かなり縮小」

（注1）5年前と比べた収入格差については、QT10（1）で「か
なり拡大」あるいは「やや拡大」と回答した人を集計

（N=793）。今後5年間の収入格差については、QT10（2）
で「かなり拡大」あるいは「やや拡大」と回答した人を
集計（N=729）

（注2）グラフは5年前と比べた社会全体の収入格差が拡大した
主な要因の回答割合が高い順に並べている

（注１）（　）内は回答者数（N）。
（注２）＜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12　�５年前と比べた社会全体の収入格差に
関する認識（年齢層別、性・就業形態別）

図表13　�社会全体の収入格差の拡大の主な要因
（３つまで選択）

（注１）（　）内は、回答者数（N）
（注２）＜拡大＞＝「かなり拡大」＋「やや拡大」、＜縮小＞＝「や

や縮小」＋「かなり縮小」

◆階層意識
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 ・2012年4月調査以降、社会保障制度との関係にお
いて、＜消費税率の引き上げに賛成＞とする回答
が反対を上回っている。
 ・前回調査（2016年10月）に比べると賛成の割合
は減少しているものの、今回調査においても、反
対の回答に対して賛成が10ポイント以上高い結果
になっている。

第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

 ・子の有無と消費税率の引き上げとの関係をみる
と、単身世帯に比べて、子がいる世帯の方が、＜
消費税率の引き上げに賛成＞する回答の割合が高
い（52.7％）。
 ・特に、30代の単身世帯では＜消費税率の引き上
げに賛成＞とする回答が35.9%であるのに対し、30
代の子がいる世帯では56.2%と回答に大きな違いが
出ており、20.3ポイントの差が生じている。

単身世帯と比べて、子がいる世帯の方が
＜消費税率の引き上げに賛成＞する割合
が高い（QT13、F16）

（注）＜消費税率の引き上げに賛成＞＝「社会保障が現状よりも
充実できる程度に消費税率を引き上げるべきである」＋

「現状の社会保障が維持できる程度に消費税率を引き上
げるべきである」

（注１）＜消費税率の引き上げに賛成＞＝「社会保障が現状より
も充実できる程度に消費税率を引き上げるべきである」＋

「現状の社会保障が維持できる程度に消費税率を引き上
げるべきである」

（注2）単身世帯＝生計を同一にしている家族が「あなた以外に
いない」世帯、子がいる世帯＝生計を同一にしている家
族に「子ども」がいる世帯

（注3）（　）内は、回答者数（N）

 ・家族が要介護状態になった場合のことを考えて
不安を感じることがあるかについてたずねたとこ
ろ、＜不安を感じる＞と回答した割合は79.1％で
ある。
 ・「強く不安を感じる」と回答した割合は、男性よ
り女性の方が高く、年齢が高いほど高くなる傾向
にある。また、要介護家族がいる人の方がいない
人に比べ、「強く不安を感じる」と回答した割合が
大幅に高い。

図表15　�2012年４月調査以降の消費税率の引き上
げに対する回答の推移

図表16　子の有無と消費税率の引き上げとの関係

＜消費税率の引き上げに賛成＞する割合は反
対を10ポイント以上、上回っている（QT13）

◆消費税率の引き上げに賛成する割合が反対を上回る

Ⅴ  社会保障制度と消費税率引き上げとの関係

家族が要介護状態になることに＜不安
を感じる＞割合は79.1％（QT14、F18）

◆介護に対する不安

Ⅵ  仕事と介護の両立
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図表19　�仕事と介護の両立の可否（属性、要介護
家族の有無、介護不安の有無別）

 ・ 家族に介護が必要になった場合、今の仕事を従
来通り続けていくこと（仕事と介護の両立）につ
いて感じる不安をたずねたところ、最も多い回答
は「仕事と介護の疲れから心身の健康を損なうか
もしれない」（34.6％）、次いで「介護休業など制
度の内容がよくわからない」（33.3％）である。
 ・ 要介護家族の有無別にみると、要介護家族がい
る人は、「職場に迷惑をかけるのが心苦しい」およ
び「介護の両立支援制度やサービスの情報が得に
くい」がそれぞれ3割弱と、要介護家族がいない人
に比べ、割合が高い。

介護が必要になったときに感じる不安は「仕
事と介護との疲れから心身の健康を損なう
かもしれない」、「介護休業など制度の内容
がよくわからない」が３割強（QT17、F18）

 ・家族の介護が必要になった場合に、仕事と介護の
両立が「できないと思う」と回答した割合は56.2％、「で
きると思う」と回答した割合は8.5％にとどまる。
 ・介護休業制度や所定労働時間の短縮等の措置につ
いて「知っており内容も知っている」と回答した人は、

「できると思う」と回答した割合が大幅に高くなる。
 ・一方、「できないと思う」と回答した割合は、30代
が61.8％と他の年齢層に比べて高い。

仕事と介護の両立が「できないと思う」
は６割弱（QT18、F18、QT20）

（注１）＜不安を感じる＞＝「強く不安を感じる」+「やや不安を
感じる」

（注２）2016年４月の設問と、今回の設問は多少形式が異なる
（注３）（　）内は、回答者数（N）

（注１）すでに介護をしている人は、現在の介護について回答
（注２）（　）内は、回答者数（N）

◆介護と仕事の両立

図表17　�家族が要介護状態になることへの不安
（属性、要介護家族の有無別）

図表18　�家族に介護が必要になったときに感じる
不安（３つまで選択）
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（注１）現在介護している人は、今後両立できるかについて回答
（注２）2016年４月の設問と、今回の設問は多少文言が異なる
（注３）QT20で「知っているが内容は知らなかった」は省略
（注４）（　）内は、回答者数（N）

第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

 ・職場でどのような支援策が整備・充実されれば、
仕事と介護の両立が可能になると思うかをたずね
たところ、最も多い回答は「遅刻・早退・中抜け
等の柔軟な勤務」（30.9％）、次いで「介護休業（法
定年93日、３回分割可能）（30.1%）である。
 ・要介護家族の有無別にみると、要介護家族がい
る人が求める支援策は、回答が多い順に「介護費
用の助成」「遅刻・早退・中抜け等の柔軟な勤務」「介
護休業」「在宅勤務」「始業・就業時刻の繰り上げ・
繰り下げ」となっている。

仕事と介護の両立を可能にすると思わ
れている支援策は「遅刻・早退・中抜け
等の柔軟な勤務」、「介護休業」（QT19、
F18）

（注1）QT18で「できないと思う」「わからない」と回答した人に
ついて集計

（注2）（　）内は、回答者数（N）

（注１）QT18で「わからない」は省略
（注２）（　）内は、回答者数（N）

 ・介護休暇制度、介護休業制度、所定労働時間の
短縮等の措置について、それぞれの認知をたずね
たところ、いずれの制度も、「知っており内容も知
っている」の割合は１割台にとどまり、「知らなか
った」の割合は5割を超える。
 ・また、いずれの制度も、「知っており内容も知っ
ている」の割合は、要介護者がいる人の方がいな
い人に比べ、労働組合ありの方が労働組合なしに
比べ高くなっている。とくに、仕事と介護の両立
が「できると思う」と回答した人の方が「できな
いと思う」と回答した人に比べ、「知っており内容
も知っている」の割合が大幅に高い。

いずれの制度も、「知っており内容も知っている」
は１割台だが、仕事と介護の両立が可能と考えて
いる人は割合が高くなる（QT20、F18、QT18）

図表20　仕事と介護の両立を可能にする支援策
　　　　（複数回答）

図表21　介護にかかわる法定制度の認知
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　この原稿を執筆しているのは5月中旬。雲ひとつ無い快晴

の下、連合総研事務所の窓から見える靖国の新緑が鮮やか

です。こんなに気持ちの良い気候なのですが、これがあと

2 ヶ月もすると、あの暑い夏が来ることを想像すると憂鬱

になります。炎天下では、最寄りの駅から事務所までの距

離だけでも修行の道に感じます。それでも、猛暑を乗り切

れば心地よい秋が訪れることを思えば、こうして四季を味

わえることこそが日本に生まれた良さかも知れません。そ

うは言いつつ、近年は、猛暑と厳冬が目立ち、春と秋の影

が薄い気もしますが。

　さて、夏の風物詩ともいえそうですが6月〜 9月にかけて、

多くの労働組合では議決機関である大会が開催されます。

私の出身単組・出身産別でも、7月〜 8月にかけて大会が開

催されます。

　ご存知の通り、基本的に１年に1回開催される定期大会で

は、運動方針や役員の選出が行われる大切な会議となりま

す。私の出身単組では、毎年の大会を被災地である東北地

方の気仙沼や仙台で開催しています。（熊本地震の年だけは、

熊本開催）震災の年から継続して開催していますので、8年

間にわたることとなります。

　大会は朝から開催されますので、参加者は前日迄に現地

入りし、翌朝の大会に備えます。広域の支部では、この時

間を活用して大会に向けた打合わせや心合わせなども行っ

ています。毎年、大会終了後は、被災された方々への慰霊

の集い開催し、悲惨な震災の経験を風化させないため、被

災者や現地の方々から体験談や復興の実情などを語ってい

ただくなど、復興への思いを参加者と共有するよう取り組

んでいます。

　大会翌日は、これも恒例となっていますが、早朝からの

ボランティア活動です。執行部・代議員・オブザーバーに

加え、外部の速記者や会社からの傍聴者も含め、全員で参

加しています。ボランティアの内容は、毎年変りますが、

現地の自治体・住民の方々と相談・調整の上、確定してい

ます。

　ある年は海岸の掃除、またある年は山の中の草取りとバ

リエーションたっぷりに色々な活動内容を用意してくれて

います。季節柄、真夏の太陽の下での活動となりますので、

私や会社側から参加しているいわゆる“高齢者”にとっては、

けっこう堪えます。終了間際には、だいたい無口になって

いたりします。

　それでも、ボランティア活動の結果、きれいになった海

岸や山を前に、地元の方々から感謝の言葉を頂けば疲れも

吹き飛ぶ気がします。（身体は正直ですから、ほぼ倒れそう

になってはいますが。）

　ボランティア終了後は、参加者みんなで銭湯に寄って、

さっぱりした後解散です。今年も7月上旬に東北の地にまい

ります。

　さて、出身単組に関する話題をもう1つ紹介します。それ

は、元々ユニオンショップだった組合ですが、会社合併に

伴いオープンショップへ移行し、年月を経て、再びユニオ

ンショップを締結したという経験です。

　ユニオンショップの時代は、言うまでもなく組織率

100％です。しかし、会社合併に伴うオープンショップへ

の移行によって、組織率は50％割れとなりました。合併相

手には労働組合がなかったため、組合員対象の数（母数）

は倍増し、オープンショップですから、合併時点では組合

員は増えません。これに加えて、ユニオンショップ時代に

は考えられなかった事態である“脱退”という組合員減少

も追い討ちをかけました。

　当時を振り返ると、あの時こそが労働組合の存亡の時だっ

たかも知れません。合併当時、中央本部の執行委員をして

いましたので、合併交渉やユニオンショップ継続の断念

等々、色々な思い出がありますが、合併直後からの組織拡

大の取り組みが一番の記憶に残っています。ほぼ毎日、ど

こかの職場へ出向いては、未加入者の加入促進を行うとい

うことの繰り返しでした。それでも、「なぜ組合が必要なの

か？」「組合費額の根拠は？」「なぜ労働組合に入ったほう

が良いのか？」等々、色々と試行錯誤しながら、仲間と頭

を悩ませたことが思い出されます。

　組織拡大の結果、現在は再びユニオンショップを締結し

ています。それでも、「なぜ組合が必要なのか？」との問い 

に、常に向き合い初心を忘れないことが重要だと思ってい

ます。

　今年も、暑い日差しの下、たくさんの組合で運動方針が

確認されていくことになります。連合総研としては、こうし

た運動方針の立案に、少しでも貢献できるよう調査研究を

進めていきますので、今後とも各種調査等へのご協力をお

願いいたします。

　新緑の九段南から。

夏の風物詩

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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ターンや感性が普通の人とは違ってい

ると理解する必要があると述べてい

る。また、代表的な発達障害とされる

ＡＤＨＤ(注意欠如多動症)とＡＳＤ

（自閉スペクトラム症）の特性につい

て、例えばＡＳＤの人にはマルチタス

クは難しいのでシングルタスクでとい

ったような職場などでの実践的な理解

を目的として詳しく説明をしている。

　第２章では、発達障害特性は生まれ

つきのものであるが、必ずしもその特

性によって発達障害者が日常生活に支

障をきたすわけではなく、感情のコン

トロールが関係していることを述べて

いる。感情のコントロールにはその人

の「育ち方」が影響しており、感情が

不安定だと日常生活に支障をきたしや

すいことから「育ち方」が発達障害者

の社会適応を左右するとしている。職

場などで周囲に課題を抱えている人が

いるときには現在の状態だけではな

く、どのような「育ち方」をしてきた

のかバックグラウンドを理解すること

が重要であること、そして周囲が発達

障害の特性を理解しないことによって

発達障害者が心身に変調をきたす二次

障害についてその事例と原因を述べて

いる。

　第３章では、発達障害特性のある人

達との接し方について13のケース別

事例とその対応方法について述べられ

ている。発達障害者がいる職場で起こ

りやすい問題と、どのような周囲のフ

ォローによって本人が大きな問題なく

社会生活を送ることができるかについ

て説明をしている。ケース別の事例は

具体的で実際に対応する場合の参考と

なりうるであろう。そして発達障害特

性について知っておくことは、すべて

の人にとってメリットがあり、誰しも

発達障害の特性がゼロということはな

いので、何かうまくいかないことがあ

ったときにそれを切る抜けるためのヒ

ントになる可能性があると述べる一方

で、周囲がどうしても対処できない場

合には、積極的に距離を置くことも進

めている。

　第４章では、発達障害者の就労支援

について述べている。発達障害特性の

ある人はできることが限られているケ

ースが少なくなく、適している部署や

役目も限られてくるため、本人の意思

と会社の都合をすり合わせることが簡

単ではないが、会社だけが「適材適所」

を考えるのではなく、学校や家庭でも

それを考える必要があると述べてい

る。発達障害特性を持つ人自身も子供

のときから自分の得意不得意、向き不

向きをある程度自覚し、得意分野を伸

ばしつつ、不向きなことに対応する術

を学ぶことが重要であると述べてい

る。その一方で、周囲の人達も発達障

害の人がどのようなことで困っている

のか、どのようなアプローチをすれば

その才能を活かせるのかを知ることが

重要であると述べている。

　普段、発達障害特性のある人が周囲

にいない場合、そのような人たちとの

接し方について考えることは少ないだ

ろう。今後、発達障害者の就労がさら

に進めば、例えば職場においても社会

一般的な前提が通用しない人達と接す

る機会が増えることも考えられる。上

司、部下、同僚として、または労働組

合など様々な立場で発達障害者に接す

る方々にお勧めしたい1冊である。

達障害者支援法では、発達障

害とは「自閉症、アスペルガ

ー症候群その他の広汎性発達障害、学

習障害、注意欠陥多動性障害その他こ

れに類する脳機能の障害であってその

症状が通常低年齢において発現するも

のとして政令で定めるもの」と定義さ

れている。

　本書は周囲に発達障害特性のある人

がいるという視点から、発達障害者特

有の問題への対処の仕方、付き合い方

について書かれたものである。

　第１章では、発達障害者が常にスト

レスを感じていることに着目し、その

特性について説明をしている。発達障

害特性のある人には社会一般的な前提

が通用しないことがあり、周囲の人は

「常識が無い」「空気が読めない」とス

トレスを感じ、そして本人もまた同じ

ようにストレスを感じることになって

しまうが、そのような状況を起こさな

いためには発達障害について正しい知

識を身につけ、発達障害者は思考のパ

戸
塚
　
鐘
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

本田　秀夫 著
小学館
定価1,300円（税別）

『あなたの隣の発達障害』

発達障害の特性を知ることから始める

発

最近の書棚から
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表１　75歳以上の運転免許保有者数　（万人）

表２　75歳以上の高齢運転者（第1当事者）の交通事故発生状況

資料出所：平成29年中の交通事故の発生状況（警察庁）

資料出所：平成30年版高齢社会白書（内閣府）

今月のデータ
75歳以上の高齢者の起こす死亡事故は他の
世代の約2.5倍
　近年、高齢の運転者は増加傾向にあり「平成30年版高齢社会白書（内

閣府）」によれば、2017年末時点における75歳以上の運転免許保有

者は約540万人である（表1）。高齢の運転者による交通事故は、現

在社会問題化しておりワイドショー等で連日報道されている状況に

ある。では、高齢者の事故件数は増えているのであろうか。

　表2は「75歳以上の高齢運転者（第1当事者）の交通事故発生状況」

である。上段に件数、下段には事故全体に占める高齢運転者の事故

割合を記載している。この表上段から分かるようにここ数年75歳以

上の高齢者事故件数は減りつつある。

　また、図1「原付以上運転者（第1当事者）の年齢層別交通事故件

数の推移」から読み取れるように、現時点では70代、80代の交通事

故件数は他の世代に比べて多いということは出来ない。しかしなが

ら、高齢者の交通事故の減少率は、他の世代も含めた交通事故全体

の減少率には及んでおらず、事故全体に占める75歳以上の高齢運転

者の事故割合は上昇傾向にある（表2下段）。

　これらのことから、①事故件数は年齢によらず減少傾向、②事故

全体に占める75歳以上の高齢運転者の事故割合は上昇（事故件数は

減少傾向）－といったことが確認できる。このような状況は一見連

日の高齢者の事故に関する報道と矛盾しているようにも思われる。

　そこで、次に報道で大きく取り上げられる死亡事故の件数に着目

する。図2は「年齢層別免許人口10万人当たり死亡事故件数」である。

この図を見ると、75歳以上が第１当事者となった死亡事故の件数は

10万人当たりで8.9件、他の年齢層は3.8件。75歳以上のドライバ

ーによる死亡事故は、他の世代の平均の2.5倍近くである。

　また、75歳以上の運転者による死亡事故の「件数」自体は、10年

間ほぼ横ばいで推移しているものの、死亡事故件数全体が減少する

中、全体に対する構成比率は上昇傾向にあり、2016年は全体の

13.5％を占めている（図3）。

　これらのことから、高齢者ドライバーが事故を起こす件数は減少

傾向にあるものの、死亡事故全体の中で高齢者の起こす割合が上昇

傾向にあり、他の世代に比べて重大事故が目立つ状況にあると考え

られる。特に「75歳以上のドライバーによる死亡事故は平均の2.5倍」

というのはある意味インパクトを持つ数字であるといえる。

　このような現状を改善し交通事故と同様に、被害者と加害者を減

らしていくためにも、①運転免許の自主返納制度の拡充、②公共交

通機関の整備、③返納者へのサポートの充実④自動ブレーキ等の物

理的対策－等が必要となっていくのではないだろうか。
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図１　原付以上運転者（第１当事者）の年齢層別交通事故件数の推移

図２　年齢層別免許人口10万人当たり死亡事故件数（原付以上第１当事者）（2016年）

図３　75歳以上の運転者による死亡事故件数及び割合（原付以上第１当事者）（2008 ～ 2016年）

（年）

資料出所：平成29年中の交通事故の発生状況（警察庁）

資料出所：平成29年交通安全白書（内閣府）

資料出所：平成29年中の交通事故の発生状況（警察庁）
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　今号の特集では、中間層をとりあ
げ、4人の研究者の方々からご寄稿を
いただきました。
　本年の4月10日には、経済協力開
発機構（OECD）が、先進国で中間
層が緩やかに縮小している（80年代
に比べて3%）と指摘しています。あ
わせて、賃金の上昇ペースが医療費
や教育費等の上昇に追い付いていな
いと分析されています。
　この指摘の中で特徴的なことは世
代間格差です。この指摘によると

1942〜64年に誕生したベビーブー
ム世代が20代のころに中間層だった
割合が68%であったことに対して、
1983〜2002年に生まれたミレニ
アル世代では60%となったことです。
　中間層の崩壊や若者の貧困化は世
界的な課題となっています。我々を
取りまく様々な環境を安定化させる
ためにも、中間層の生活水準を向上
させていく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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【4月の主な行事】

 4 月 3 日  所内・研究部門会議

 5 日  産業別労働組合の機能・役割に関する調査研究委員会

（主査 : 中村圭介　法政大学大学院教授）

 16 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）

 17 日 所内会議・研究部門会議

 18 日 中小企業の持続・発展の方策と労働のあり方調査研究委員会

（主査 : 黒瀬　直宏　特定非営利法人アジア中小企業協力機構理事）

 19 日 日本の未来塾「構想 ･ フォーラム」（ゼンセン会館２階大会議室）

 22 日  「人生100年時代」長寿社会における新たな生き方・暮らし方に関す 

  る調査研究                 （主査 : 今野　浩一郎　学習院大学名誉教授）

 25 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　法政大学キャリアデザイン学部教授）

 26 日 37 回勤労者短観記者レク　　　　（厚労省記者クラブ、三田クラブ）


