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「新型コロナウイルス感染拡大長期化による雇用・生活の影響と今後の課題」 

 

慶應義塾大学名誉教授 

樋口 美雄氏 

 

1.はじめに 

新型コロナウイルス感染拡大が日本でも始まって 1 年が過ぎました。雇用の場と各企

業における持続可能性、個人における所得の問題などで影響が大きくなっています。た

だ、1 年がたつ中で、初期の頃の状況と大きく変わってきているのではないかと思いま

す。本日はその点を中心に話をしていきます。 

 

2. 厚生労働省・雇用政策研究会について 

 連合総研から講演の要請がされたタイミングで、厚生労働省の雇用政策研究会があり

ました。この研究会は、非常に重要な政策の転換や政策の決定に対して、経済学者や法律

の先生がたがどのように考えているのかについて取りまとめをしています。通常は、国

勢調査に基づき、日本の人口が大きく変わることが判明する、4、5 年に一度のインター

バルで開催されていました。しかし今回は、新型コロナウイルス感染症によって急きょ、

12 月に委員会が開催され、新型コロナウイルス感染拡大に伴う問題点を整理することに

なりました。 

 最初に、この研究会の内容を踏まえて、私なりに今後の政策の在り方について考えて

みたいと思います。 

 

【ページ a】から【ページ 29】までは、雇用政策研究会の報告書です。【ページ a】は、

足元における雇用・失業情勢の悪化や働き方の変化について何が起こっているかを分析

し、整理を行った上で、その対応としてどのような政策が必要なのかについて考えてみ

ようということです。通常、経済学においては、構造的な変化と景気の変動に伴う変化の

二つに分類をします。雇用政策研究会はどちらかというと、今まで構造的な変化や長期

的な変化の対応を考えてきましたが、今回は景気の問題を足元に置き、短期的な変化も

含めて分析しています。 

 ただ、短期的と言いながらも今までの景気の変動と比べると、2020 年 1 月に発生をし

た新型コロナウイルス感染拡大が一向に改善をせず、収束への出口に向けた透明性が高

まっていかない状況です。ですから、短期的な変化が継続し、それが長期化をしている状

況の中で、政策の在り方について考えていく必要があるということです。 

 

【ページ b】現状、何が起こっているかというと、景気の悪化です。過去の景気悪化と比
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べて、今回の新型コロナウイルス感染拡大における悪化がどのように違っているのか、

その特徴について、整理をしてみたいと考えています。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響は、日本だけではなく世界各国で深刻化して

います。日本における雇用・労働市場の変化の特徴を考慮しつつ、他国との比較分析をす

る必要があり、それらを念頭に置きながら、雇用政策研究会に臨みました。 

サブタイトルである、コロナ禍における労働市場のセーフティーネット機能にほころ

びが見られるとするならば、そこをどのように強化をしていくのか。あるいは、デジタル

技術という将来を見据えた上での雇用政策の在り方についても検討をしていくというも

のです。 

 具体的には、 

〇新型コロナウイルス感染症によって新たに顕在化をした課題 

〇今までもあったが、対応の加速が求められる課題 

の二つに分類をして考えていこうとなっています。 

民主党政権の下でセーフティーネットの強化議論をされました。例えば、失業給付は

期間が限定をされているため、給付の期限を越えたものに対しては、なかなか支援の手

が伸びない。更に雇用保険に加入をしていない人が失業をした場合には、給付の対象に

ならないなどの問題があり、その時に、求職者支援制度が創設され、そこで能力開発訓練

と同時に、その人たちに対して 1 カ月に 10 万円の支給をするという制度が作られまし

た。 

 今回、セーフティーネットの強化として、雇用調整助成金の要件が緩和されました。雇

用調整助成金は、政府が企業に対して、そこで働いている労働者が休業せざるを得なく

なったときに休業手当の一部、または全額を給付する制度です。あくまでも企業を通じ

て個人へ給付をする流れのものです。これらも企業に対する支援や、そこで働く人たち

への、間接的な支援として類似の制度としては、日本政策金融公庫が行っているような

公的な融資も一見、企業に対する支援であり、倒産や解雇を回避する役割を演じていま

す。また、持続化給付金は、企業に対する支援を通じて、結果的にそこで働く個人を支援

する流れになっています。 

 一方、海外における雇用政策を見ると、EU 諸国では、企業を支援し、そこで働く人た

ちの雇用維持を継続する仕組みがあります。しかし、イギリスは、雇用調整助成金のよう

に企業を支援して、そこで働く人たちの雇用維持を支援する仕組みを今まで持っていま

せんでしたが、今回については雇用維持が重要であることから、制度が創設されました。 

 アメリカでは、融資制度においてさまざまな工夫が凝らされています。例えば低金利

融資や、雇用維持のために使った人件費については、返還を求めない形の支援制度を作

っています。しかし一方では、失業給付として、一時的なレイオフをした人たちに対して

も支援を行っています。日本における失業給付に当たるもので、失業者本人に対して直
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接的な支援を行い、企業に対する支援と個人に対する支援の、二重の支援を行っていま

す。その結果かどうかは分かりませんが、失業給付を受ける人たちが急激に増加し、過去

に見られないような 1000万人もの人員削減が短期間のうちに起こりました。 

 

【ページ C】 

新たに顕在化をした課題で、重要だと考えられる点は、「政策のスピード」です。従来、

あまり意識をされていませんでしたが、海外との比較においても、例えば政策を実施す

るときに政策の中身がどうかという問題と同時に、その政策をどれだけスピーディーに

実施していくのか、ということについて考える必要があります。同時に、アフターコロナ

を見据えて加速していく必要のある課題もあることから、短期的、緊急的な施策だけで

はなく、将来をにらんだ施策となるように、雇用政策のデジタル化の推進による機動的、

効果的な対応とサービスの向上、ハローワークにおける対応など、今回、初めて提言を行

いました。 

 また、働き方の多様化によって出勤を減らす、自宅における仕事を促進する形で、テレ

ワークの在り方について提言し、個人や組織への変化危機への対応も考えています。そ

の一方で、雇用政策研究会で取り扱うことができなかったテーマとして、今後の賃金の

動向については、特にフリーランスの問題まで含めて、収入の損失に対するセーフティ

ーネットの在り方を考えなければなりません。これは賃金、給与、所得の削減の対応とし

て、日本では非常に重要になる背景があるので掲げています。 

 また、働き方の違いによるウェルビーイングの動向です。今まで雇用条件の改善を挙

げていましたが、ウェルビーイングという形で個々の労働者、働いていない非労働力化

をしている人も含めた国民のハピネス、仕事の充実度まで含めた対応が必要とされてい

ます。前回の雇用政策研究会の報告書で取り上げたウェルビーイングの問題を、私ども

も緊急な対策として考えていかなければなりません。また、今までと違って、地域の問題

についても考える必要があります。後ほど出てくる統計を見ても、11 都府県における雇

用情勢とそれ以外の地域での、雇用情勢との間に大きな隔たりがあります。今までのよ

うなマクロ政策という財政政策と金融政策を中心とする雇用政策だけでは対応できない

課題に対して、どのように考えていくのか。また、これは地域のダイバーシティーだけの

問題ではありません。例えば、企業における業種や職種によって新型コロナウイルス感

染症の影響は、明らかに違っています。他にも男女の違い、所得の高い世帯と低い世帯、

1人親の世帯によっても影響の程度が大きく異なっています。多様化というか、人によっ

ては所得格差の固定化の問題として挙げられていることに対して、どのように対応をす

るのかという問題を提起しています。 

 最後は、今後の分析の在り方です。さまざまな政策が実施をされている中で、その効果

分析をした上で政策を実施し、改善をするという EBPMの考え方があり、その点について
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問題提起をしています。これは 2 月以降も雇用政策研究会を継続するなかで、取り上げ

るべき課題だと見ています。 

 

3.今、何が起こっているのか 

 ここからは、政府統計などを中心に雇用・経済情勢をみていきたいと思います。 

【ページ 2】は、足元の雇用情勢を考える上でよく用いられるもので、完全失業率と有

効求人倍率です。この二つの指標を見て、例えばリーマンショックと東日本大震災のと

きの違いについて確認をします。 

 完全失業率は、労働力調査で毎月発表をされているものです。昨年から「完全失業率」

と完全を取った「失業率」、それに類似するいくつかの指標が同時に発表をされています。

国際比較をする上では、完全失業率よりも失業率を見ます。完全失業率は、月末の 1 週

間、1時間も働かなかったという条件が課せられます。ただ、自分が思ったよりも過去 1

カ月の期間においてどうだったかは、アメリカを中心とした国際的な失業率や ILO が発

表をしている失業率で見ていました。日本は、これまで少し違った失業率を取っていま

したが、それも発表されることになりました。 

 その差は非常に小さかったことが分かってきています。完全失業率で見ても、2009 年

7 月のリーマンショックのときは 5.5 パーセントだったのが、今は 3.1 パーセントです。

失業率そのものの水準で見ると、リーマンショックのときのほうが大きかったと言えま

す。それと同時に有効求人倍率を見ると、2009年 8月に 0.42を観測していますが、ピー

クのときには 1.63でした。2020年 10月現在は、1.04と高いです。この二つの指標だけ

を比較する限りでは、リーマンショックのときに比べて、新型コロナウイルス感染症に

おける影響はまだ小さいと言わざるを得ません。 

 ただ、この問題を考えていく上で失業率とは何か、有効求人倍率とは何かをどうして

も考えなければなりません。国際的に見て、日本の雇用調整のスピードがどのような特

徴を持っているのかというと今回、独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下、JILPT)

のリサーチアイに高崎経済大学経済学部 小林徹准教授が分析をしたものが載っていま

す1。 

例えば日本の場合は、アメリカやヨーロッパのいくつかの国と比べて雇用調整の人員

面の削減は小さく、調整速度が遅いという特徴があります。その反面、労働時間の短縮に

よる影響や給与の削減による影響は、例えば G7の国々と比較をすると大きくなっていま

す。 

 ここで見たのは、完全失業率や有効求人倍率という人員に対する調整の影響を強く受

 
1JILPTリサーチアイ 第 53 回 新型コロナウイルス流行下（2020年 2～9月）の企業業績と雇用─「第

2回新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響に関する調査」二次分析─  

高崎経済大学経済学部准教授 小林 徹 2021年 2 月 3日（水曜）掲載

https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/053_210203.html 
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けるものですが、その点はアメリカやヨーロッパの国々と比べると、小さいと言えそう

です。その一方で、時間の調整や給与の削減による影響は大きく、今も継続しています。

ただ、従来の日本における雇用調整は、同じような時間調整と言いながらも、リーマンシ

ョックや東日本大震災のときに比べると、中身が大きく変わっています。従来は、例えば

正社員の残業時間の短縮や所定内時間に割り込むことはあまりありませんでしたが、残

業時間の短縮によっての時間調整がありました。今回については、休業の問題がありま

す。5日のうち 2日だけ仕事をし、3日は休業とする労働時間の調整が日本では急激に進

みました。アメリカでは、人員の調整として失業者が 1000万人増えましたが、日本では

それがなかった代わりに休業の影響が強かったと言えます。それによって労働時間の短

縮が進みました。どこが違うのでしょうか。例えば、アメリカのテンポラリーレイオフと

いう一時的解雇というものは、セニオリティ・ルールに則って元の企業に戻る、元の企業

が再雇用をするなどの条件が付いていると、休業と非常に似ていると見て取れる可能性

があります。ただ、あくまでもテンポラリーレイオフは、失業です。給与は払われません

し、企業との雇用関係は薄い。それに対して日本は、休業で休業手当が払われることで、

企業との雇用関係は強いという違いがあることが予想されます。 

 

【ページ 4】有効求人倍率の寄与度分解ですが、リーマンショックと今回の新型コロナウ

イルス感染症のときとでは、同じ目盛りを取ってもこのような違いがあります。例えば、

新型コロナウイルス感染症における影響は、求職側の要因です。緊急事態宣言が発令を

された 4月、5月は、求人への影響が非常に大きかったです。その後、求人は少し出てき

ていますが、求職者の影響が増えたことで、結果的に求人倍率が減少をしました。 

  

【ページ 6】は産業別の新規求人数の動向ですが、産業による違いが非常に大きいことが

確認されます。よくいわれている宿泊、飲食に対する影響がここでも強く表れています。

その一方で、医療福祉は 10 月までマイナスですが、11 月と 12 月を見ると、プラスに転

じています。緊急事態宣言が発令をされた昨年の 4月、5月は、どの産業も大きなマイナ

スを記録しましたが、それが時間の経過とともに変わってきました。依然として宿泊と

飲食は悪いのですが、医療福祉、製造業では求人が生まれています。失業の中身が、需要

不足失業という全ての産業からの労働需要がない状況と比べると、状況が変わってきて

いる。むしろ、職を失った人が別の産業や別の職種に行く形の移動が行われないことに

よって生じるミスマッチ失業が起きています。 

需要があるにもかかわらず、その産業に人が集まらないことによる影響が、最近拡大

していると見て取れます。 

 

【ページ 8】 
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また、考えておかなければならないのが各用語の定義です。そこをよく理解をしてい

ないと、この統計を見ていく上で誤解が発生をする可能性があります。 

 例えば、失業率が上がったのか下がったのかは重要です。しかし失業とは一体何かと

考えなければなりません。15歳以上人口は、労働力人口と非労働力人口の二つに分かれ、

労働力人口の中身は就業者と完全失業者に分かれます。完全失業者とは、月末の 1 週間

に所得につながるような仕事を一切行っていない、なおかつ求職活動をしている、更に

仕事があればすぐに就くことができるという 3 要件を満たしている人だけを指します。

言うならば、職探しをしている無業者で仕事のない人と考えられます。仕事探しを諦め

てしまうと完全失業者ではなく、非労働力人口になります。 

 完全失業者を減らす上では、企業が雇用を進める、採用を増加させるということもあ

りますが、仕事探しを諦める人が増えていくと非労働力人口は増加し、完全失業者が減

ります。 

アメリカでは、リーマンショック以降、仕事がないなら家に入ってしまうという女性

が増加をしたことにより、非労働力人口が増え労働力率が下がり、女性の就業者が増加

をしていません。 

一方、日本は、リーマンショックの頃、日本の女性の就業者や労働力率はアメリカより

もはるかに低く、労働力率を上げていくことを政策の目標に掲げていました。その後、日

本は、逆に非労働力人口が減少し、労働力人口が増加をしました。女性の労働力率につい

ては、日米で逆転が起こっています。リーマンショックの影響が長期にわたっているこ

とが非労働力人口の増加の形で見られています。今回、日本で非労働力人口の増加が起

こる可能性があるかというと、確かに、パートの仕事を失った女性は、かなりの数に上っ

ています。その半分強は非労働力人口化してしまい、失業者としてカウントをされてい

ません。この人たちは、まさに所得が大きく低下をしているものの、職探しをしていない

ために、失業者としてはカウントをされていないので、この中身をよく見ていかなけれ

ばなりません。 

 

【ページ 11】これは休業者数の増減を示していますが、緊急事態宣言発令後の 4 月に比

べて 5 月と 6 月は、女性の休業者が 400 万人ほど増えました。また、男性でも 250 万人

ほど増えました。この方たちは、先ほどの【ページ 8】の分類では、就業者には入ってい

ますが、労働時間が短縮した扱いになっています。女性の休業者 400 万人と男性の休業

者 250 万人の増加は失業者ではなく、あくまでも時間短縮が週のうち行われた人として

表れています。まだ景気が回復したとは言えませんが、急激に増加をした休業者は、夏に

かけて減少をしました。ここで気になるのは、12 月にまた休業者が増えてきていること

が、統計として示されています。 

また、今はフリーランスの議論もよくされています。フリーランスは、【ページ 8】の
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表の真ん中あたりにある、「自営業・家族従業者」にカウントをされており、今、雇用類

似の働き方として、その人たちに対するセーフティーネットをどうするかという議論が

行われています。この点については、時間の関係で話ができませんが、JILPTの時系列的

パネル調査では、フリーランスの動きや所得の変化を雇用者と比較することも行ってい

ます。 

 

【ページ 10】雇用形態別・性別に見た、雇用者の動向です。これを見ると、正規の職員

はこの間、男性も女性も増加をしています。女性の正規の増加は、特に医療福祉の分野で

増えているのが見て取れます。その一方で、非正規は大きく減少をしています。6 月、7

月、8 月、9 月、10 月を見ると、7 月、8 月ぐらいは減り方が若干、内輪に済むようにな

っています。ここで注目をしなければならないのは、正規と非正規で雇用の増減が大き

く違っていることと、女性に非正規の影響が強く表れていることです。 

 これは雇用形態によっても異なるので、マクロ政策としての金融政策、財政政策では

解決ができません。個別の業種や個別の雇用形態別に対応策を考えていかなければなり

ません。 

【ページ 13】は、雇用主との続柄別でみた完全失業者数の動向です。世帯主なのか、単

身者なのか、世帯主の配偶者なのかによって、完全失業者がどのように動いたかを見て

います。リーマンショックのときには、この波が非常に大きかったことが先ほどの失業

者でも確認できますが、この図でも見て取れます。それと比べると、2020年 10月までの

数字を見る限りでは、この波が大きく跳ね上がるところはそれほど大きくありません。 

 

【ページ 14】ただし、性別でみた雇用者数の動向をみると、新型コロナウイルス感染症

が始まる以前から弱いといわれていた部分では、新型コロナウイルス感染症を契機にし

わ寄せが起きています。このグラフは雇用者数の絶対数です。グラフの縦軸の目盛りは

男女で違い、絶対数で見ると男性のほうが多いですが、その差は、リーマンショックの頃

は非常に小さかったのです。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を見ると、

男性と比べて女性の雇用者数の落ち方が大きいことが確認をされています。 

  

【ページ 16】は性別でみた非労働力人口の動向です。女性は 2013年ぐらいまでにかけて

は横ばいでしたが、仕事をする女性が増えていく中で、女性の非労働力人口は減少をし

ています。男性については、ほぼ横ばいです。2019 年のところ、高齢者の働き手が増え

ていることで男性の非労働力人口が下がっているように見えますが、女性と比べると、

その影響は小さいです。女性の非労働力人口にリーマンショックのときよりも影響が強

く表れているのが確認できそうです。 
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【ページ 18】は、従事している仕事の性質別にみた 15 歳から 21歳の従業者の動向です

が、若い人たちに新型コロナウイルス感染症の影響が強く表れていることが指摘をされ

ています。実際に雇用の場で年齢別に見ると、若年層の雇用が減少と失業者の増加が見

て取れます。その中で注目をしなければならないのは、15歳から 21歳にどのような変化

が起こっているかです。2020 年 4 月からの全体の従業者で見ると、新型コロナウイルス

感染症によってゼロを大きく下回っており、この年齢の従業者が大きく減少をしている

ことが確認できます。ただ、「主に仕事」と「通学のかたわらに仕事」に分類をすると、

「通学のかたわらに仕事」が大きく落ちこみました。 

 「主に仕事をしている」人たちへの影響は、減少をしていることは間違いありません

が、学生と比べると小さかったのです。要するに大学生のアルバイトの場が大きく失わ

れています。加えて、この人たちは雇用保険にも加入をしていないので、雇用保険からの

給付が受けられません。その分、例えば学校の納付金が払えないということになります。

これについては、文部科学省が給付型奨学金を増やす形で対応をしていますが、雇用政

策では対応がされない。 

 

【ページ 24】のグラフは、経済学でよく使われている UV分析です。折れ線グラフの横軸

が欠員率で、求人を出しても人員が満たされない比率です。縦軸は、雇用失業率です。通

常は、欠員率が上がると雇用失業率は下がるというトレードオフの関係を描くことが予

想をされます。ただ、下の折れ線の 2017 年 1 月からの数字を見ると、例えば 2020 年 4

月から夏場ぐらいにかけては、欠員率が下がりながら失業率が上がっています。普通は、

失業が増加をしていれば欠員率が減り、トレードオフの関係が見られるので、需要の減

少によって失業者が増加をしたことが見て取れます。 

 ただ、2020年 10月に向けてのグラフの動きを見ると、欠員率が上がりながら失業率も

上がてっいくという、需要不足では説明できないような現象が昨年の暮れごろから起こ

っています。この主な要因は、構造的失業あるいは摩擦的失業の増加という、つまり、ミ

スマッチの増加です。企業では求人があるにもかかわらず、労働者がそこに就職をしな

いことによるミスマッチが発生する状況が生まれています。この場合の対策は、欠員率

が下がり失業率が上がるのであれば需要を拡大する施策になりますが、欠員率が上がり

ながら失業率も上がるということであれば、摩擦的失業を減らす施策であり、ミスマッ

チ失業の削減を同時に考えていかなければなりません。 

 職業紹介や企業の求める能力開発などを支援し、需要不足を緩和するのと同時に行っ

ていく必要があります。そのために、政策の在り方について考えると、4月、5月の時と

は少し変えていく必要があると言えます。 

 

【ページ 28、29】は、雇用調整助成金の利用割合です。雇用調整助成金が一体、どれぐ



 

2021 年 2 月 5 日:第 4 回連合総研「日本の未来塾」 9 

 

 

らい失業の減少に寄与したのか、あるいは、休業手当に向けられたのか、休業による雇用

が継続され、職を失う人を減らすことにどう寄与したのかという、政策効果の分析が必

要になります。 

【ページ 28】事業所単位で見た、職種別の雇用調整助成金の給付割合、受給割合です。

表の(a)/(b)の項目ですが、雇用保険に加入をしていながら給付を受けている事業所の割

合です。大分類をみると、宿泊、飲食、生活関連の比率が非常に高いことがわかります。

製造業も 39パーセントと少し高くなっています。従来の失業給付に対して、やはり大き

く変わったと言わざるを得ません。また、緊急雇用なので雇用保険に入っていない所で

見ても、これらの業種は非常に多く取っています。 

【ページ 29】の雇用者数で見ても、この二つの産業は非常に大きいですし、加えて、運

輸も入ってきています。やはり、雇用調整助成金が一体、どのように使われているのか、

給付をされてきているのかについて政策効果を分析することが非常に重要になってきて

います。また、それと並行して、これらの問題を考えていかなければなりません。これら

の分析が非常に重要なことは、雇用政策研究会でも述べています。 

 

3.JILPTの分析について 

 次に、JILPTが行った調査によって何が言えるかについて説明します。これまでは労働

力調査、ハローワークにおける統計に基づいて議論をしていましたが、そこでは分から

ないことがいくつかあります。JILPT では、4 月、5 月、8 月、12月に個人調査を行って

います。4月に連合総研が行った調査を参考にして、5月から同じサンプルに対して質問

票を投げ掛ける、所謂パネル調査を行い、それに基づいた結果が出ています。また、事業

所についても 6 月、10 月、2 月に行い、企業の経営状況や雇用調整助成金、休業給付の

影響について分析をしています。同じ事業所を追跡することによって、その変化に着目

しています。 

 

【ページ 31】は、雇用や収入にどのような影響が出ているかを 4 月、5 月、8 月、12 月

について見ているものです。労働時間、休業、収入の動向について見てみます。まず、休

業を見ると 4月、5月がピークでした。その後、8月、12月は影響を受ける個人が減って

きています。収入については、時間の遅れがあって 12月がピークで、65.8パーセントと

減少をしています。日本は、他の国に比べて労働時間の短縮と収入の減少が特徴だと言

いましたが、それがまさに個人調査で表れています。ただ、その影響は時間の流れで考え

ていくと、その影響が変化しています。まさに、新型コロナウイルス感染症が長期化する

に従って、収入の問題が非常に大きく位置付けられるようになってきていると言えます。 

 

【ページ 32】では感染拡大に伴って、正社員と非正社員の実労働がどのように変化をし
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たのかを 4月、5月、6月、11月まで見ています。それを見ると、週 40時間以上 45時間

未満以下が減少をしています。これは山を描いていますが 4月、5月、6月に休業が行わ

れて、労働時間の短い人たちが急激に増えました。その後、休業者が減っていき、労働時

間の短い人たちが少なくなる変化が起こっています。更にグラフの正社員のところを見

ると、所定内の労働時間を割り込んで、時間の短縮が行われたことが分かります。 

 

【ページ 33】は在宅ワークやテレワークを週に何日、実施をしたのかを見ていますが、

「行っていない」人は、4月から 5月にかけては非常に減少をしました。5月のときには、

「行っていない」人たちが 6.2 パーセントしかいなく、逆に 1 日以上行っている人たち

が 94 パーセントいたことが分かります。ただ、行っているといっても週に 1 日、2 日程

度の人たちが多かったようです。その後、時間の経過に伴ってテレワークをやめる、在宅

勤務をやめる人たちが増えました。4月、5月は大きく行われていたテレワークや在宅勤

務はその後、減少をしています。通常の月ほど戻ってはいないので、昨年までと比べれ

ば、在宅勤務をする人たちは多くなっています。ただ、週に 1 日や 2 日程度で、社会に

テレワークが定着をしたかと考えると、必ずしもそうではないという分析結果が出てい

ます。JILPTのリサーチアイでは、どのような人が行っているのかを見ると、以前から行

っていた人やハードウエアの準備がきちんとできている人、働き方のガイドラインの研

修を受けた人については、テレワークが継続をされる傾向にあるとの分析を行っていま

す2。 

 

【ページ 34】 全体で見ると、テレワークによって生産性が下がったと回答した人が多

い状況です。職種別やこの後の分析を見ると、ハードウエアの準備が整っている人、パソ

コン、ラインがうまくいっている人、時間管理などの働き方について研修を受けたこと

のある人は、生産性が下がっていません。また、仕事についても充実している人たちが多

いとの結果です。テレワークを充実させていく上では、一過性の対応ではなく、きちんと

準備を整えた上での対応が必要であることが分析結果から出ています。政策的にも、そ

の辺りの対応を進めていく必要があることを提言しました。10 分ほど過ぎましたが、私

の報告は以上です。ありがとうございました。 

  

 
2 JILPTリサーチアイ 第 46 回 在宅勤務は誰に定着しているのか─「緊急時」を経た変化を読む─ 

経済社会と労働部門 副主任研究員 高見 具広 2020年 9月 16日（水曜）掲載 

https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/046_200916.html 
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質疑討論 

 

塾生 A 

日本は、休業者によって新型コロナウイルス感染症に対応をしていると、先生の報告で

理解しました。ただ、休業者の労働時間をどれだけ短縮するか、賃金を減少するかは、使

用者によって一方的に決められているのではないかと認識しています。日本の未来塾は、

労働組合のかたがたも多くいる場ですが、緊急事態であっても労働者の意見を反映させ

ていくことに意味があるのか、どのような方法で行えばいいのかなどについて見解があ

れば、教えてもらえると幸いです。 

 

樋口名誉教授 

 非常に難しい問題です。休業中の賃金の問題と並んで、労働者の意見を反映させた形

で休業の決定を考えていかなければなりませんが、賃金に関しては、ガイドラインで普

段の 6割を雇用主が補償しなければならないことになっています。例えば、1日当たりや

週当たりで働く時間が決められるときに、パートやアルバイトの人たちがシフトから外

れ、結果的に労働時間が短縮した場合に休業手当をどうするのかについては、議論が行

われてきています。厚生労働省の見解としては、いずれにしても結果が出るまでは皆に

払うようにという形で、それに対する政策的な支援は行うようであると私は理解してい

ます。 

 政策を考える上で、実際に個々の労働者や事業主が制度、法律の中身をどこまで知っ

ているかも議論になっています。休業手当を払わなければならないことを、企業側がど

こまで認識しているのかが分からないという意見が雇用政策研究会でも出ました。制度

が複雑になればなるほど分からない制度が次々に生まれますが、休業については手当の

理解が進んできているのではないでしょうか。労働者側の考え方がどこまで認識をされ

てきているのかについては、まさに今回、ウェルビーイングなどを取り入れた形で対応

をすることになると考えています。 

 ただ、実態としては、なかなか反映されていません。今回のような緊急時だと、雇用主

の指示が強く表れます。例えば、労働者の考えを反映するときには、労働者側は会社に出

たいと言っていながら休めと指示が出る場合と、労働者が休みたいにもかかわらず、出

勤を求められる場合の両方があります。この点は、それぞれの職場で考えていかなけれ

ばならないので、法制度で対応をするのは非常に難しいです。また、職種によっても事情

が違いますし、これについて組合が対応をする時間的な余裕がない場合も多いです。 

 あらかじめガイドラインがあれば別ですが、今回については予知しなかった出来事な

ので、そこに十分に対応ができる企業は少ないです。実態としてどうすればいいかは、考
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えていかなければなりません。例えば今回、JILPT では、AI の導入と、その場合に労使

コミュニケーションが図られたのかについても調査をしています。組合のある所とない

所によって対応は違いますが、新しい AI技術が導入をされたときや導入をされようとし

ているときに、どこまで労使コミュニケーションが図られたのかを見ると、全般的に図

られていません。 

 ただ、企業側がそれを雇用主の専権事項だと認識をしている所は多いのです。雇用の

場が失われる可能性があるので、このことに関しては組合側が発言をしていく必要があ

ります。AI の導入によって、仕事の中身が大きく変わります。ロボタイゼーションとい

う 1980年代に組合側が非常に発言をしていたことが予想をされますが、今の調査結果を

見ると、あまり行われていません。この点も検討をしてもらいたいです。どうしたらいい

かの答えがないので、むしろ意見をもらえると幸いです。 

 

塾生 A 

諸外国では、従業員代表が担っている情報伝達の役割、現場の意見を反映させる役割、

雇用を守るために労働組合が発信をしていく役割については今後、寛容になるのではな

いかと私個人的としては認識しています。 

 

樋口名誉教授 

 まさにそのとおりです。今回も政策が次々に拡大をされていく局面で、個々人が政策

の拡大をどこまで知っているかを考えると、非常に難しいです。制度ができても、申請を

する人がいないことは、往々にして起こります。政策の良しあしを考える上でも、そこま

で含めて考えていく必要があると個人的に感じています。JILPT で行った政策の効果分

析でも、政策を知っているのか知らないのか、育児休業も誰が取れるのかを個々の労働

者がどこまで知っているのか、特に男性の社員が知っているのか、周知がどこまでされ

ているのかを見ていかなければなりません。それに対する申請の在り方が複雑だとする

と、申請を諦めてしまう人たちも出てきます。その情報の伝達を誰が担っていくかは、政

策が複雑になればなるほど必要です。そこに組合の仕事もあるかもしれません。 

 

塾生 B 

経済学的な分析で、新型コロナウイルス感染症の初期とそれ以降とで失業の状況が少

し変わってきているのではないかという趣旨の発言がありました。その中で、ミスマッ

チの失業になると現在、転職による移動がなかった状況から少し移動がある状況になっ

ていると認識をしています。その場合に最も需要のある分野が医療福祉なことに異論は

ありませんが、他方で医療福祉の分野は、簡単に人を増やすことがしづらいです。 

 ミスマッチが起こった場合に通常、どのような政策的対応になるのかについて興味が
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あります。医療政策そのものの見直しが必要になるのか、将来的にコロナ禍が収まれば

需要が減るかもしれないのか、マクロの政策としてタッチするべきなのでしょうか。ま

た、労働力移動になれば労働者にも大きな負担がかかることが予想をされるので、産業

別の労働組合などが発言をすることが積極的にされるべきなのでしょうか。政策立案と

して、この辺りをどのように考えているのかをぜひ教えてください。よろしくお願いし

ます。 

 

樋口名誉教授 

 今、人手不足といわれている医療福祉や ITなどが定型的な事例ですが、資格を必要と

する、特殊な能力や技能を必要とするような仕事が非常に多いです。医療福祉以外でも

ミスマッチは起こっていて、全体として需要があるにもかかわらず、その仕事に就ける

人がなかなかいません。これは長期的な視点から資格制度をどうするのかという問題も

あります。また、1カ月や 2カ月の能力開発では補えませんし、中には 1年や 2年かかる

ものも多いです。経済学のほうから見れば、マンパワーのリソースの見方によっては、そ

こへの配分の問題を考えると、長期にわたって能力開発を支援していくことが必要にな

ります。 

 医療福祉に関しては、例えば医療福祉の専門家の所で人材をどうするかについての議

論はされていますが、労働の分野ではなかなか議論されてきませんでした。今、まさにそ

こも含めて考えていかなければなりません。ヨーロッパでは、そこに外国人労働者の問

題、特に介護・看護に対する問題の、リソースの国際的な配分が起こっています。日本

は、まだそこまでいっていませんが、資格を持っていながらその仕事に就いていない人

たちが実感としては、非常に多くいます。どれだけの人が資格を持っているかという何

人に資格を出したかは分かりますが、残念ながら今、その人たちが生きているかどうか

も分かりません。 

 また、働こうと考えている資格保持者がどのぐらいいるのかの情報もありません。今

は、マイナンバーを使って、そこについての調査を進めることを考えています。もう 20

年前のことなので、医療の話も非常に変わってきているでしょうけれども、看護協会の

データを借りて議論したときには、看護の資格を持ちながら、例えばスーパーでキャッ

シャーをしているなど、別の仕事に就いている人たちが多くいました。特に女医さんを

中心に医師免許は持っているけれども、医師として働いていない、無業で専業主婦にな

っている人たちがかなりのパーセントに上っていました。 

 その人たちについては、短期的な雇用条件の変更や改善、労働時間でかなり変わって

くることが分かったので、対応の仕方がありました。また、以前、医師会の学会で講演を

しましたが、そのときのタイトルが「不足の中の過剰、過剰の中の不足」でした。不足の

中の過剰とは、個々の専門医、今回でいえば新型コロナウイルス感染症の対応をする医
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者や看護師さんが足りていないことです。その一方で、医師と看護師全体から見ると、必

ずしも不足をしているとは言えず、今度は医療担当者の中におけるミスマッチが非常に

大きいことが分かりました。 

 病院における専門医の診療報酬点数を上げるようにという問題もあります。診療報酬

では、大病院の利益が上がらないような仕組みがある一方、個人開業医診療報酬点数が

高い仕組みとなっていることから、雇用条件から見てもミスマッチがあります。まさに

今回は、そこを新型コロナウイルス感染症が攻撃してきている感じがします。その辺り

の条件の改善も、これらの問題の対処法としては即効性があるのではないでしょうか。

答えになっているか分かりませんが、長期的な問題と短期的な問題と分けて考えていか

なければなりません。ただ、必ずしも短期的にする方法がないとは言えないと感じてい

ます。 

 

塾生 B 

 ありがとうございました。短期的な対応と長期的な対応を分けて考えることが必要で

あり、長期的な対応については状況に応じて、労働政策としてどのように対応していく

かを議論として行っていく必要があります。また、短期的な対応については、産業の中の

より細かな分野に目を当てて議論をする必要があります。労働組合のような集団として

も短期的な分野については、ミスマッチを解消するような手段が取り得るということで、

全く考えが至らなかったので大変勉強になりました。 

 

事務局 

事業者の制度に対する理解が不足しているのではないかということでした。どのよう

に制度の理解をしてもらえるのかが問題です。例えば、ハローワークや労働基準監督署

などで全て対応するのは難しいと思います。その意味で、例えば日本年金機構は、年金の

適応についてチェックをしていますし、さまざまな機関との情報連携や情報共有を、こ

れからどんどん進めていくことも大きな課題だと考えています。それについてもう少し

お聞きしたいと思います。 

 

樋口名誉教授 

 非常に難しい話です。少なくとも連携をどのような形で進めるのかというと、デジタ

ル化が一つの鍵になるのではないかと考えています。今までそれぞれでデジタル化を進

めていますが、互換性があまり意識をされていませんでした。そこには自治体と各省庁

間、省庁間の問題があります。また、指摘のあった年金や雇用保険などの社会保障制度と

の連携、国税庁との連携もあるかもしれません。最近は、一定の所得以下であれば社会保

障給付を受け、逆に一定の所得以上であれば課税の対象にし、社会保障と税制を一本化
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するような制度変更の提言も出されています。 

 日本は、今までそれを考えてきませんでしたが、マイナンバーを導入したことで物理

的にも可能になってくるのではないでしょうか。政府との連携はもちろんありますが、

個々人、家計と働く者、労働組合、企業との連携をどのように図っていくかも考えなけれ

ばなりません。われわれは制度を作ると、国民は 100 パーセントの理解をして、利用が

できると想定しがちですが、非常に知らないことがあると、以前実感をしたことがあり

ます。 

 今回、それが休業手当の面が出てきて、休業手当は払わなければならないのか、雇用主

も働くほうも要求ができるのかというぐらいの理解です。政策の効果を議論する上では、

そこまでさかのぼって分析をしないと議論ができません。制度設計をする時点では、す

ばらしい制度ですねということが往々にしてあります。しかし、実態としてはまさに絵

に描いた餅で、何も変わっていない、実行性は上がっていないことが起こりえるので、そ

こに対する経済学、社会学、法律の学問的な連携も必要になります。 

 また、制度を周知する役割を誰が担うのかの話もあります。基本的なことは今、中学校

で教えてはいます。残業をしたら残業手当が払われることは、法的に当然という労働基

準を認識している大学生がどのぐらいいるかというと、寂しい限りです。連合も一生懸

命に大学に授業の提供などをしていますが、そこを国民としてどうするのかも日本に課

された課題だと考えています。なんといっても権利・義務意識が薄いので、そこの改善を

どのように図っていくかを考えなければなりません。新谷事務局長が聞いているようで

すが、そこに関して何か意見があれば教えてください。 

 

新谷連合総研事務局長 

 10 年以上前に連合総合生活開発研究所で権利に対する認知度にクロスをかけた調査研

究をしたことがありますが、先生の言うとおりです。せっかくの機会なので、私からも質

問をさせてください。新型コロナウイルス感染症の中で、労使コミュニケーションがど

のような状況なのかについては、われわれも非常に関心があります。今、労使は必死にな

って、この問題を乗り越えようとしている渦中でじゃまをしてはいけないので、少し落

ち着いたら日本労働組合総連合会の強化をもらって、この調査に挑戦をしてみようと考

えています。 

 雇用政策研究会では、リーマンショックとの対比でさまざまな分析をしていますが、

リーマンショックのときはセーフティーネットの弱さが出ていました。特に派遣労働者

が派遣切りをされ、職も住居も失った方が非常に多くいました。資料のスライド 9 とス

ライド10を見ると、雇用者数の変化の中で、非正規の方が大きく影響を受けていますが、

派遣労働者の数はそれほど影響を受けていないように見えます。この辺がリーマンショ

ックのときと、非常に変わったのではないでしょうか。リーマンショックのときの反省
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を踏まえて、派遣会社も雇用の確保に動いたのかもしれませんが、派遣労働と新型コロ

ナウイルス感染症に関して、先生はどのように分析をしているか教えてください。 

 

樋口名誉教授 

 ありがとうございました。例えば【ページ 10】・図表 9の「雇用形態別・性別にみた雇

用者の動向」のグラフの中の、派遣社員の項目を見ると、その変化は非常に小さいです。

このような形で派遣を描くと、絶対数が少ないので小さく表れますが、それにしても影

響を受けた人が非常に少ないと言えます。JILPTのパネルデータは、移動のことについて

も調べることができます。派遣労働者がどのように移動をしたか、パートの人たちがど

のように移動をしたのかを見ると、会社を辞めたパートの人たちは、過半数が非労働力

になっています。派遣の場合には、派遣先の企業が変わって仕事を続けている人が多い

です。これは労働者派遣法の改正の効果があったというほどの自信はないので書いてい

ませんが、そのように感じています。 

 また、高年齢者雇用安定法の改正がどれだけ響いているのかも私どもは見ています。

年齢層別に見ると、新型コロナウイルス感染症の影響は、職種や業種によって異なり、特

に飲食業で働く若い人たちに大きな影響が表れています。高齢者は、予想外の雇い留め

や 60 歳の定年で希望者全員にというのが守られていないことはあまり出てきていない

ので、効果があったのかもしれません。数字を見ると、そのような印象を受けています。

今後、どのように高齢者層の離職者が出てくるかは見ていかなければなりませんし、派

遣も同じことが言えます。やはり雇用政策の効果分析が必要なのではないでしょうか。

ありがとうございます。 

 

(了) 


