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奨学⾦を貸与式から給与式にすることは教育の格差是正につながるか 
坂井仁美 


 
第１節  序論 
平成１８年度の⽂部科学省の統計によると、幼稚園から⼤学卒業までに⼦ども⼀⼈あた


りにかかる教育費⽤は、すべて公⽴の学校に通わせた場合平均で８００万円、中学校から
私⽴に通わせた場合では平均で１６００万円となっている。このようにわが国では⼦ども
に必要な教育を受けさせるには多額の費⽤が必要となる。「ゆとり教育」が政府の教育⽅針
として掲げられてから、授業の時間数や学習内容が削減され、総合学習の時間が増加した。
だが⼀⽅、進学のための受験競争は相変わらず激しく、⼦どもの学⼒を伸ばすためには学
校外の教育が必要となってくる。経済的に恵まれている家庭は⼦どもの教育にかかる多く
の費⽤を負担することができ、学校外で塾に通わせたり、家庭教師を雇って学習したりす
ることができる。また、学費の⾼い私⽴の進学校に通わせることもできるのだが、逆に所
得が⼗分でない家庭においては⼦どもの教育に対してお⾦を⼗分にかけることができない。
このようにわが国では親の経済⼒の差によって、⼦の教育の機会が均等に与えられていな
い。こういった、経済的理由によってもたらされる教育機会不平等のことを教育格差とい
う。現在、このように経済格差が世代を超えて引き継がれることへの懸念が強まっている。 
経済的な理由で教育の機会が奪われてしまうことを防ぐための制度として、以下のもの


が挙げられる。⼩中学校の義務教育課程において経済的に困難な家庭に対して市区町村か
ら就学援助⾦が与えられる制度だ。就学援助⾦の受給要件は各地⽅公共団体によって異な
っている。申請が受理されると給⾷費や学⽤品代、修学旅⾏費などの援助を受けることが
できる。この就学援助を受けた⼩中学⽣が２００４年度には全国で１３３７万７０００⼈
にのぼった。これは全⼩中学⽣の約１３％に相当する。１９９５年度には９８万１０００
⼈であり、４年間のうちに約４割増加していることがわかる（⽂科省より）。就学援助⾦の
増加原因には、「企業のリストラや倒産」、「離婚などによる⺟⼦家庭、⽗⼦家庭の増加」が
⼤半を占めており、今⽇の⽇本の経済環境、雇⽤状況の激しい変化が影響していることが
わかる1。 
⾼等学校以降の義務教育外の教育費⽤の⽀援制度には奨学⾦がある。ある⼀定の受給要


件（所得制限および学⼒）をクリアした者にお⾦を貸与もしくは給付する制度だ。奨学⾦


                                                  
1 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/006/07120312.htm 
（⽂部科学省平成１８年度「⼦どもの学習費調査」） 


http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm 
（⽂部科学省 就学援助制度について） 
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制度は就学⽀援⾦とはちがい、ほとんどが貸与制となっているので、教育期間が終了し、
社会に出た時から奨学⾦の返済を始めることになっている。社会⼈としてのスタートライ
ンにおいて借⾦を抱えていることから、奨学⾦をもらわずに社会⼈になった者との間に格
差がすでに⽣じていることになる。ちなみに返済額は⼤学に通う⼤学⽣が０．９％の利⼦
で⽉１０万円を貸与している場合、返済総額は５２７万円で、返済は⽉額２万２０００円
で２０年返済となっていて、負担が⼤きい。奨学⾦の返済滞納者は年々増加傾向にあり、
２００６年度末には、三カ⽉以上滞納した者は１９万⼈におよび、２００５年度の滞納理
由調査によると「低所得」が２２．１％、「無職・失業」が２０．３％であり、経済的に払
いたくても払えない状況に陥っている。本来は経済的な格差を是正し、教育の機会を平等
に与えることが⽬的である奨学⾦の制度が教育のローンとなり、返済への不安から奨学⾦
を借りることをためらう者もいる。そこで現在は貸与の形で給付している奨学⾦を原則給
与の形にし、経済的な理由で就学困難な学⽣には無償で給付することは教育格差の是正に
つながらないだろうか。ここでは⼤学⽣の受ける奨学⾦制度を中⼼に、無償で給付する場
合に⽣じる問題点や、給付要件の基準について、現在の⽇本の奨学⾦制度の受給要件を考
慮しつつ、諸外国の教育⽀援⾦制度を参考にして以下検討していきたい。 
 


第２節 現在の⽇本の奨学⾦制度の概要 
現在、⽇本の奨学⾦を運営しているのは、経済的に就学が困難な者や、特に優れた能⼒


を持つ学⽣を対象とした独⽴⾏政法⼈「⽇本学⽣⽀援機構」、親を亡くしてしまった⼦を対
象とする⾮営利の⺠間団体「あしなが育英会」、その他地⽅公共団体や、⼤学・短⼤・専⾨
学校などが挙げられる。また、新聞配達のアルバイトをする学⽣に奨学⾦を与える新聞社
もある。奨学⾦受給対象者は主に経済的に就学が困難な⼦であるが、特に学習能⼒の優れ
ている⽣徒に対して給付する場合や、親の失業や病気などで家計が急変した場合の緊急採
⽤、また、海外への留学⽣向けの奨学⾦の制度もある。奨学⾦には「貸与式」と「給与式」
の２種類があり、貸与式の場合はあくまで貸し付けなので、借りた後には返還しなければ
ならない。給与式はもらえる奨学⾦であり、返還する必要がない。  
もっともポピュラーである⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦2には有利⼦奨学⾦と無利⼦奨学⾦


の２種類があり、対象としているのは⼤学、短⼤、⾼専、⼤学院、専修学校専⾨課程の学
⽣である。実際に貸与を受けるためには、学⼒と所得制限においてそれぞれの受給基準を
満たしておかなければならない。たとえば私⽴⼤学に通う学⽣が無利⼦での奨学⾦を希望
するときの受給要件は①⾼校の成績が３．５以上であり②保護者の給与所得が４⼈世帯で
９９８万円以下の２つを満たすことだ。また、有利⼦の場合は希望する者ほぼ全員が貸与
を受けることが可能で、具体的には①⾼校での成績が平均以上であること②特定分野で特
に優れた能⼒があること③学習意欲のあることのいずれかに該当すればよく、保護者の給


                                                  
2 http://www.jasso.go.jp/shougakukin/index.html（⽇本学⽣⽀援機構HP） 
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与所得も 4⼈世帯で１３４４万円以下となっている。２００８年現在では受給者は無利⼦、
有利⼦合わせて１２０万⼈にのぼる。奨学⾦制度は１９９９年に⼤幅に改正が図られ、「き
ぼうプラン２１」がスタートした。これによって利⼦つき奨学⾦の貸与要件が「学習意欲
のある者を幅広く対象」となり、事実上成績要件を撤廃した。また、所得制限も緩和され、
貸与額も３万、５万、８万、１０万円から選択できるようになった。貸与枠も１０万⼈か
ら２５万⼈に⼤幅に広げられ、より多くの⼈が奨学⾦を貸与することが可能となったので
ある。２００８年度の政府予算案によると、奨学⾦事業費は前年度に⽐べて８０１億円増
しの９３０４億円になった。これによって貸与⼈員が増加され、無利⼦貸与者を１０００
⼈増やし、有利⼦貸与者を７.４万⼈増員した。さらに新たな貸与額を創設し、⼤学⽣では
３万、５万、８万、１０万円から選べる貸与額に新たに１２万円を追加した。⼤学院にお
いては５万、８万、１０万、１３万円に追加して１５万円が創設された。奨学⾦を受ける
ことのできる学⽣数が増加し、貸与する奨学⾦の⾦額を選択する幅も広がりをみせた。 


 


    資料3     資料4  
 
しかし、⽇本学⽣⽀援機構を含め、多くの奨学⾦は貸与式であるので、卒業後は学⽣時


代に借り⼊れた分を分割して返還していかなければならない。⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦
はリレー⽅式となっていて、返還された奨学⾦を次の貸与者へ貸し出すしくみとなってい
る。下図にも⽰しているのだが現在、奨学⾦を借りることのできる⼈が増えた⼀⽅で、卒
業後に返還できなくなっている滞納者も増加している。奨学⾦の返済を３か⽉以上滞納し
ている者の内訳を⾒てみると２００６年度の無利⼦貸与は１３万９０００⼈、滞納額は１
１３７億円で、有利⼦貸与は５万４０００⼈、滞納額は９３７億円となっており、前年度
と⽐べると（４万７０００⼈、７６０億円）有利⼦貸与で滞納額が⼤幅に増額しているこ


                                                  
資料3 資料４ http://www.komei.or.jp/news/2008/0121/10590.html 
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とがわかる。こうした滞納者が多い現状から、政府は奨学⾦制度の⾒直しを⾏い、滞納者
情報を信⽤情報機関に通報する仕組みを２００９年度から実施することを決定した。返済
が数か⽉遅れると、ブラックリストに載せられて、銀⾏でローンを組んだり、クレジット
カードを作成することが困難になる。学費が⾼額になり、奨学⾦の借⼊額が増加する⼀⽅
で、卒業後の学⽣の就職状況は厳しくなっている。序論でも少し述べたが、奨学⾦の返還
滞納者の滞納の理由をみると、⾮正規雇⽤やフリーターが増加し、⼗分な所得が得られな
いことから奨学⾦の返済が滞っている場合が多いとわかる。 
 


 
   資料5 
 
第３節 奨学⾦を原則給与式にすることへの問題点、批判 


（１）財政確保をどのように⾏うのか。 
（２） 給付要件をどのように設定するのか。 
（３） 原則給与式、つまりは無償化することで、安易に申請する者が増えてしまい、


本来給与を得るべき経済的に困難な学⽣に給付できなくなってしまうのではな
いか。 


（１）について：⽇本で保障されている教育の義務は⼩中学校の義務教育期間のみであ
り、義務教育は無償とするという⾔葉に従うと、⾼等学校以降の教育を無償化にするとは
いえず、それ以降の教育は個⼈の⾃由に委ねるものであって、国が保障するものではない。
ゆえに、⾼等学校や⼤学等の義務教育外の教育にかかる費⽤は個⼈で負担すべきであって、
国が現在以上に財源を確保する必要はない。 
（２）について：給付要件に関しては、現在の給付要件は第２節で述べた通りで、貸与


者には所得と学⼒によって貸与要件が定められている。仮に奨学⾦を貸与式ではなく給与
式に変更するならば、その要件は⾒直す必要がある。現在のままだと、有利⼦の受給要件
によれば、申請者はそのほとんどが受給可能となってしまい、経済的に⽐較的苦労してい


                                                  
5：http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-09-22/2007092204_02_0.html 
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ない学⽣にまでも⽀給してしまうことになって、奨学⾦を受けないでいる学⽣との間に不
平等が⽣じることになるのではないか。 
（３）について：これは（２）の給与要件にも関わっているのだが、奨学⾦は本来、能


⼒や学習意欲はあるのだが経済的な事情で就学が困難な学⽣に対して⾦銭的な⽀援を⾏う
ことで就学を促すための制度である。だが、のちに返還しなくてもよいとなると将来の返
済の⼼配がいらなくなるために現在よりも奨学⾦を利⽤したいと申請してくる者は増加す
るであろう。そうなると受給要件を現在よりも厳しくすることになることが⾒込まれる。
しかし受給要件を現在よりも厳しくするということは、現在奨学⾦を受けて⽣活している
学⽣の中で、受給できなくなる者が発⽣してしまうことになる。 
 


第４節 第３節に対する再批判 
まず、（１）財源確保の問題であるが、これは政府の教育予算を増額させるほかない。OECD


加盟国の中で⽇本の国内総⽣産に対する学校教育費の⽀出割合は３．５％で、これは OECD
加盟国２８か国中最下位となっている。（０８⽂部科学省）ちなみに OECD 加盟国の GDP に
対する学校教育費の⽀出割合は平均で５．０％となっている。⼀般政府⽀出に対する公財
政⽀出学校教育費⽐率は平均の１２．７％に対し、⽇本は１０．５％となっており、この
点でも教育費の負担割合が他の先進国と⽐較して少ないことがわかる。 
① フィンランドの教育費⽤の公的負担 
フィンランドでは幼稚園から⾼等学校までの⼀切の学校教育にかかる費⽤は国と⾃治体


が負担している。そのため家庭の教育費負担はゼロであり、給⾷費は⾼等学校まで無償で
ある。国内総⽣産に対する教育機関への公的⽀出は６．３％ととても⾼い。フィンランド
では国家１００年の計は教育にあるという⽅針のもと、国家の繁栄のためには教育が必要
だとし、教育の予算措置に重点を置いているのだ。また⼤学の授業料も無償であり、給付
式奨学⾦も、学業上の進歩、経済上の困窮状況という受給要件のもと受けられるようにな
っている。 
② アメリカの教育費⽤の公的負担 


 アメリカは最も奨学⾦制度の充実している国のひとつである。アメリカの奨学⾦制度は
三段構えの制度となっている。まず、第⼀段階がベル奨学⾦といわれる、給与奨学⾦であ
る。これは⼀定の所得額に満たない家庭に与えられる奨学⾦で、これによって学費のほぼ
６割をカバーできる。学⽣の３０％が利⽤している。第⼆段階がスタンフォード奨学⾦で、
学⽣の５０％が利⽤しているメインの奨学⾦システムだ。これは連邦政府が保証⼈となっ
て⺠間⾦融機関が貸与をする形の奨学⾦である。第三段階はパーキンス奨学⾦で、これは
特に⼤学、⼤学院の⽣徒に対して⾏われている。ベル奨学⾦やスタンフォード奨学⾦を受
けられなかった学⽣を補完する役割を持つ。また、給付総額は４２０億ドル、⽇本円で約
５兆６４００億円となっていて、受給者は全⽶で３７０万⼈にのぼり、これは全学⽣の７
０％に相当する。アメリカの国内総⽣産に対する学校教育費は５．３％、⼤学の授業料は
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州⽴で年間約５６万円、私⽴で約２１８万円となっていて⽇本とほぼ変わらないが、給付
式奨学⾦制度の導⼊によってその負担は⼤幅にカバーされている。アメリカの奨学⾦制度
総額の割合も⾼く、公的機関に⽀えられていることから、⼈々は安⼼して奨学⾦を利⽤で
きるのである。このように、他の先進国と⽐較しても⽇本の教育に対する費⽤負担割合は
平均以下であることがわかる。また世界は教育費⽤は原則無償化の流れとなっている。⽇
本の教育に負担する費⽤の割合を増やし、教育の充実を図るべきではないだろうか。 
次に、問題点の（２）（３）に関して、給付要件をいかに設定すべきかが問題となる。第


３節でも紹介した⽇本学⽣⽀援機構の受給要件をモデルに考えてみたい。現在有利⼦での
奨学⾦の貸与を受けている者と同じ要件（①⾼校での成績が平均以上であること②特定分
野で特に優れた能⼒があること③学習意欲のあることのいずれかに該当すればよく、保護
者の給与所得も 4 ⼈世帯で１３４４万円以下）で給付するとした場合、申請者のほとんど
が奨学⾦を受けることができ、安易に申請する者が増えるであろう。そうなると、奨学⾦
を学習のための費⽤ではなく遊興費に転⽤する学⽣も増えるであろうし、経済的にそれほ
ど困っているとはいえない家庭にも給与することになり、経済的に就学困難な家庭との間
の格差は縮まらない。また、逆に現在無利⼦での奨学⾦を受給している者と同じ要件（①
⾼校の成績が３．５以上であり②保護者の給与所得が４⼈世帯で９９８万円以下）に設定
すると、現在有利⼦基準で奨学⾦を借りている者が奨学⾦を受けることができなくなって
しまい、経済的に圧迫される家庭も出てくるであろう。そこで、このような問題点も踏ま
えての新しい奨学⾦給与式システムを導⼊してはどうだろうか。 
原則給与式の条件 
「現在の無利⼦の貸与条件に該当する者に給与の権利を与え、現在有利⼦の貸与条件に該
当する者には貸与の形で奨学⾦を給付する。ただし、就職後の所得額が⼀定の値に⾄るま
ではその返済を猶予することにする。」 
現在の⽇本学⽣⽀援機構が定めている無利⼦奨学⾦貸与の条件は⾼等学校における成績が
平均で３．５以上であり、かつ親の給与所得額が４⼈世帯で９１６万円以下であることだ。
この基準を準⽤して奨学⾦を給与することにすれば、経済的な事情で進学を断念せざるを
えない学⽣が奨学⾦の返済に対する不安から奨学⾦を貸与することをあきらめることがな
くなるであろう。また、⼀定の学⼒基準を設けることによって学習意欲があることが⽰さ
れるので、進学志望の者に優先して給与できるので遊興費に対して消費することも回避で
きるのではないだろうか。そしてなによりも親の所得額から⽣じている経済的な格差を縮
めることにもつながると考えられる。 
また、現在有利⼦で奨学⾦を貸与している学⽣には給与ではなく貸与の形で奨学⾦を給


付するが、その返済は就職をしてからの収⼊が３００万円に達した時点で返済をスタート
する。これは OECD の⼀部の国で⾏われている「後払い制度」である。学校を卒業してから
すぐに奨学⾦の返済をスタートすることは酷であり、また最近では社会に出たとしても派
遣労働や⾮正規雇⽤労働、低所得低賃⾦で収⼊が確保できていない者も多く存在している。
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そのため奨学⾦の返済が滞っていて、滞納者に対する制裁が２００８年度から厳しくなっ
た。中には返済できるのにしていない者もいるのだが、収⼊が少ないために返済できない
でいる者も多い。そういった者たちのために所得額がある基準額を満たした時点で返済を
はじめるシステムを構築する。現在は滞納者の中に返せる状況にいるにも関わらず返して
いない者もおり、そういった者たちからの奨学⾦の回収が滞っていることが懸念されてい
る。そこでこのシステムによれば、現在奨学⾦を借りている者の中で無利⼦の者からは回
収する必要はなくなるので回収のコストが減るので、貸与の形で給付している者からの回
収⽅法を現在よりも徹底して⾏うことができる。就職先を申請させ、その給与額に応じて
保険や税⾦と同様に控除するといった⽅法も考えられる。 
 このシステムを導⼊することで現在⽣じている進学する意欲はあるのだが経済的な事情
で進学できないでいる学⽣が進学することができるようになり、就職してから奨学⾦の返
済が困難となっている者も滞納者として国から制裁を加えられずにすむと考える。また奨
学⾦の回収にかかるコストが削減されるため、所得が⼗分にあるにも関わらず奨学⾦を借
りっぱなしにしている者からの回収にまわすことが可能となる。 
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    資料6 
 
第５節 結論 
以上のような検討を踏まえ、奨学⾦のシステムを⼿厚くすることで、現在⽣じている教


育格差、教育の機会の不平等是正につながるのではないだろうか。国⺠⽣活⾦融国庫総合
研究所が昨年（２００７）調査した⼀⼈当たりにかかる⼤学⼊学費⽤は私⽴⼤学の場合は
１０１．１万円、国公⽴⼤学の場合は８９．６万円。また、年間にかかる授業料などの在
学費⽤は私⽴⼤学の場合は１５７．８万円、国公⽴⼤学の場合は１０７．２万円となって
いる。同調査から、各世帯の年収に対して⼦どもの教育費⽤にかかる⽀出の割合は平均３
４％にもなる。もちろん所得が少ない世帯ほど学費の負担割合が⾼くなり、収⼊の５０％
を占めている家庭もあった。この調査では、教育費の捻出⽅法（複数回答）も調べられて


                                                  
6 http://www.jcp.or.jp/tokusyu/daigaku/20080220.html 
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いて、１位が教育費以外の費⽤を削っている（５９．８％）２位が奨学⾦を借りている（４
８．３％）３位は⼦どもがアルバイトをしている（４３．６％）となっていた。また、学
⽣⽀援機構が実施している学⽣⽣活実態調査２００４によると、学費を含めた学⽣の年間
の⽣活費は私⽴⼤学で２０６万円、国公⽴⼤学で１５４万円となった。また、学⽣は収⼊
の７割近くを家庭からの仕送りに依存しており、不⾜分を奨学⾦やアルバイトでまかなっ
ているという調査結果がある。以上のようなことから学⽣の奨学⾦に対する依存度は年々
増加傾向にあると考えられる。学習意欲のある者や、能⼒のある者が、経済的な理由だけ
で進学できない、希望が断たれるということは極⼒避けなければならない。⼦どもの将来
に対する希望を奪うだけでなく、国としても有能な⼈材を育てないことになり、将来⼤き
な損失となってしまう。 
 
「学びたい者はどこまでも学ぶことができるという基本的な姿勢を貫くためには、奨学


⾦システムの拡⼤、充実は不可⽋である。今⽇のような“教育ローン化”した制度を抜本
的に改善し、資⾦源の確保は、これまでの先例にとらわれることなく⼤胆に幅広く意識し
て、“新しい奨学⾦”システムと構想を打ち⽴てる必要がある。」（尾⽊ 2006） 
 
第４節で述べたとおり、今⽇世界の教育に対する費⽤は無償化にするべきという流れが


主流となっている。奨学⾦を貸与式から給与式に転換し、さらに意欲のある者に対しては
⽉に１０万円を給与している国もある。学⽣を⽀援するための制度である。ある⼀定条件
のもと奨学⾦を無償で給付することは、家庭の所得によって教育の機会が奪われてしまう
といった教育格差を是正することにつながると考える。より⾃由に負担なく、多くの者が
教育を受けることができるようになるのではないだろうか。 
 
参考⽂献 
尾⽊直樹（2006）『新・学歴社会が始まる〜分断される⼦どもたち〜』⻘灯社 
宮本みち⼦[ほか著]（2007）『格差社会と若者の未来』同時代社 
橘⽊俊詔（2006）『格差社会〜何が問題なのか〜』岩波新書 
フィンランドセンター奨学⾦ http://www.finstitute.gr.jp/index.html 
⽂部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm 
平成１５年度教育費調査  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/toukei/05071201/pdf/003.pdf 
欧⽶各国の奨学⾦制度http://www.suzukan.net/03report/syougakukin_ronbun.html 
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http://www.suzukan.net/03report/syougakukin_ronbun.html






貧困層の住宅問題 
今道唯 


 
第⼀節  序論 
格差社会が進⾏する中で、⽣活をするのに困窮し住居のない⼈が増加しつつある。住居の


ない⼈も多様化しつつあり、ホームレスだけではなくネットカフェ難⺠といった⼈々が現
れている。ネットカフェ難⺠のほとんどは⾮正規労働者であり、⽇雇い派遣などに従事す
る。⽇雇い派遣は、1⽇単位で仕事をし、⼀度登録すると携帯電話だけで仕事の紹介が⾏わ
れるため、“ワンコールワーカー”とも呼ばれる。このような⼈たちはまとまった収⼊を
得られないために、アパートを借りることができずにネットカフェなどに寝泊まりしてい
る。厚⽣労働省は、このようなネットカフェなどで暮らす⼈について「住宅喪失不安定就
労者の実態に関する調査」を発表し、ネットカフェに週３，４回以上宿泊する「常連的宿
泊者」が、全国に５４００⼈いると推計している。 
こういった貧困に陥り住居の無い者を対象としたビジネスが近年拡がりをみせている。格


安ネットカフェはその代表例である。昼間の時間帯だと、１時間に５００円程度の料⾦が
典型的だが、深夜の時間帯になるとナイトパックが利⽤でき、１晩１０００円以内で宿泊
できる。ソフトドリンクの飲み放題が付いていたり、シャワーが付いている店も多い。ま
た、ゼロゼロ物件と呼ばれる賃貸住宅もある。これは、敷⾦・礼⾦なしで、⼿数料もなし、
保証⼈不要で即⼊居できることを売りとして、業績を急速に拡⼤している不動産業である。
しかし、１⽇でも⼊⾦が遅れると⾼額の違約⾦を払わされたり、強制的に退去させられて
しまうトラブルが相次いでいる。このような貧困層をターゲットにした貧困ビジネスは住
宅だけでなく、労働、福祉などの分野でも拡⼤している。住居のない⼈々はこのようなネ
ットカフェや、ゼロゼロ物件があることによってそれに頼らざるを得ない。貧困ビジネス
がなければ、ネットカフェ難⺠は居場所を失い、ホームレスになってしまうおそれがある
のだ。 
当然のことだが、住宅は⼈間が健康で安全に⽣活するために不可⽋なものである。住宅が


ないことによる問題はたくさんある。ホームレスの暴⾏致死事件など悲惨な事件も起きて
おり、屋外で暮らすのは⾝体的にも⾮常に危険であるし、寝る所がないために刑務所へ⼊
ろうと犯罪を起こす者も増加している。また、住居がないことによって、⽣活保護の適⽤


が制限されてしまうことがある。読売新聞社の２００１年の調査1では、住居のない⼈への


適⽤を⼊院か施設での保護しか認めない都市が８０都市中５１都市にのぼるという(児⽟ 
2003：35)。住居がなくては、まともな仕事にも就けず貧困から脱出することも難しい。 
憲法２５条の「すべて国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利を有する。」と


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 『読売新聞』2001年１月６日記事 
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いう精神に照らしても、⽣活の基礎は住居であり全ての⼈が住居を持つべきである。そこ
で、格安なネットカフェやゼロゼロ物件といった住居のない者を対象にした貧困ビジネス
の問題をふまえた上で、住居問題の解決策として公営住宅の増設を提案したいと思う。近
年、公営住宅は縮⼩傾向にあり、新規建設がほとんどなされていない。このような公営住
宅の現状や問題を考慮しつつ、公営住宅をより充実させることが住居問題の改善につなが
るかどうかを検討していきたい。 
 


第⼆節 貧困ビジネスの問題 
ネットカフェ難⺠など住居のない者にとってネットカフェは安いようにみえるが、アパー


ト暮らしとは違い、コインロッカー代やシャワー代などがかさんで意外に⾼くつく。しか
し、貧困層の⼈の多くは、⽇払いの仕事などその⽇暮らしのため、まとまった費⽤がなく、
アパート⼊居の初期費⽤や保証⼈も確保できないために、アパートを借りることができな
い。さらに、ネットカフェの中には店の住所での住⺠登録ができる店もある。このような
店では、⻑期滞在するほど、1時間の利⽤料が安くなるというしくみをとっている。旅館業
法上の宿泊施設とみなされれば、部屋の広さや防災管理の要件が厳しくなってしまうので、
布団や枕といった寝具を置かないようにし、宿泊料⾦と記さずに時間単位の料⾦設定をす
ることで、旅館業法上の施設とみなされないようにしている。 
こういった、法律ぎりぎりのところで営業をしているのはゼロゼロ物件も同じである。ゼ


ロゼロ物件が普通の不動産賃貸借契約と違うのは、「施設付鍵利⽤権」となっていること
である。通常では借地借家法によって、賃借⼈が家賃を滞納していても⼀定期間は保護さ
れ、その⽇のうちに強制退去させられることはない。しかし、ゼロゼロ物件では「鍵」の
利⽤権となっているために、賃借⼈に居住権はなく、借地借家法にのっとった契約ではな
い。そのため、１⽇でも⽀払いが遅れると法外な違約⾦を⽀払わされ、鍵を交換されてし
まう。中には、⾃分の荷物が閉じこめられて取り出せなくなるケースまである。 
また、無料定額宿泊所というホームレスの⾃⽴⽀援を⽬的とした施設があるが、ここでも


貧困ビジネスが存在する。⽣活保護を受けるには住居が必要とされることが多いため、⺠
間団体が⾏う無料定額宿泊所では、住居の無い⼈たちに同⾏して⽣活保護の申請の⼿助け
をしている。しかし、その⽣活保護の⼀部を、施設使⽤費や⾷費などの名⽬で業者が搾取
するため、⽣活保護者には３万円程度しか残らない。その上、施設の部屋は狭く、隣とは
ベニヤ板⼀枚で仕切っているだけなど、プライバシーさえ保障されていない環境である。 
しかし、このような貧困ビジネスが全くなくなってしまえば、ネットカフェ難⺠の居場所


もなくなることになる。住宅喪失者からするとホームレスにならないためには、ネットカ
フェやゼロゼロ物件は不可⽋だ。貧困ビジネスの肯定論者は、「貧困層を相⼿にしたビジ
ネスというのは、わずかな蓄えを搾取しているのではなく、貧困層を積極的に市場に関わ
らせて貧困層のニーズを中⼼とした市場をつくることで、貧困を緩和する機能を果たして
いる」と主張する。確かに、貧困層が増加している今、所得階層を構成する経済ピラミッ
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ドの底辺にいる貧困層を顧客にすることで、新たな市場を作り出せるかもしれない。しか
し、これでは貧困層はいつまでたっても貧困のままであり、貧困の固定化は避けられない。
そもそも、公営住宅など貧困者に向けた住宅政策が⼗分でなく、市場に頼らざるをえなく
なったために、このようなビジネスが存在するのであって、このままでは貧困層はいつま
でも安定した住居を得られない。貧困層をターゲットにして利益を出すということは倫理
的にも正しいビジネスとは⾔い難い。貧困ビジネスを即座に禁⽌することは難しいが、や
はり貧困の問題は、市場に任せるのではなく、ある程度政府による積極的な介⼊が必要で
あり、住宅政策を充実させるべきなのである。 


 
第三節 公営住宅の現状 
１．公営住宅制度 
公営住宅法によると公営住宅はその⽬的を「健康で⽂化的な⽣活を営むに⾜りる住宅を建


設し、これを住宅に困窮する定額所得者に対して低廉な家賃で賃貸する」こととし、具体
的には、国が建設費を補助し、地⽅公共団体が建設して住宅困窮者に低家賃で貸すという
ものであり、住宅セーフティーネットの役割を担う。国は「必要があると認める時は地⽅
公共団体に対して、公営住宅の供給に関して財政上、⾦融上、および技術上の援助を与え
なければならない」と国の責務を明確に定めている(塩崎 2006：69)。 
⼀般的に、公営住宅は申し込みが⾏われてから、公開抽選によってまず当選者をしぼり、


その後に⼊居資格審査をして決める。その上で⼊居予定者登録をし、空き家が発⽣しては
じめて⼊居することができる。しかし、公営住宅の倍率はかなり⾼く、全国平均では９．


９倍、東京都では平均３２．１倍である2。 つまり、公営住宅に住む資格を持っているに


もかかわらず、多くの⼈が⼊居できていないのである。公営住宅の現状を具体的に検討す
るために、⼤阪の府営住宅への取り組みを挙げる。 
⼤阪府の府営住宅は⾼度経済成⻑期の⼤量ストックを中⼼に、平成１８年度において、約


１３８，０００⼾のストックを有している。その多くは昭和４０年代に作られ、全ストッ
クの半数近くを占めている。昭和４０年代の府営住宅管理⼾数が６４，４５４⼾であるの


に対して、平成８年度〜１８年度の管理⼾数は１４，７３４⼾にまで減少している3。 府


営住宅の応募倍率について⾒てみると、⼀般募集の新築区分では平成１８年度で３２．７
倍という⾼倍率である。⼤阪府は平成１９年度に「⼤阪府営住宅ストック総合活⽤計画」
を出し、そこで府営住宅の⽴替や⾼齢者向けの改善事業、⼟地の有効活⽤などを図るとし


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071220_2/02.pdf 
(国土交通省 公営住宅法施行令改正 参考資料) 


3 ttp://www.city.osaka.jp/keieikikakushitsu/kaikaku/kaikaku_s/kaigi/pdf/20070112/20070112_02.pdf 


(大阪府住宅局 「府営住宅 市営住宅について」) 
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ているが、その基本⽅針は平成１８年度から２７年度までの１０年間、「原則として新た
な供給を⾏わず、これまで蓄積してきた府営住宅ストックを活⽤する。」というものであ


る4。 現在ある府営住宅を改築するなどして活⽤し、新たな公営住宅の建設をストップし


ているのである。しかし、平成１２年度頃から新規の供給をやめて⼊居募集はさらに⾼く
なっている。⼤阪府の財政難により公営住宅の⽤地の売却もすすめており、住⺠の意思に
反して公営住宅は縮⼩傾向にあると⾔える。 
また、⼤阪では府⺠の公営住宅の⼊居機会を増やすために、「期限付き⼊居制度」や、⼊


居者が死亡した場合や退去した場合に、当時共に同居していた者が、引き続き公営住宅に
居住できる「地位承継制度」などを取り⼊れている。⼤阪府の公営住宅新規供給ゼロの⽅
針は、⼈⼝減少社会や少⼦⾼齢化により、世帯数が減少していることをふまえているのだ
が、世帯数が減少しているとしても、依然として倍率は⾼倍率である。さらに、⼊居資格
は⾮常に制限されており、原則として家族がいることが必要で、単⾝者であれば満６０歳
以上でなければならない。公営住宅は若者の単⾝者を視野に⼊れていないのだが、ネット
カフェ難⺠には２０代や３０代の若者も多くいる。平成１７年度１１⽉の公営住宅法施⾏
令の改正においても、単⾝で⼊居可能な者の範囲は拡⼤されたものの、精神障害者や知的
障害者などに広げただけであり、⼗分なものではない。 
２．公営住宅法施⾏令改正 
国⼟交通省は平成１９年度に公営住宅法施⾏令の⼀部を改正する政策案を出しており、改


正法は平成２１年の４⽉から施⾏される5。 改正の⽬的は応募倍率の上昇により、住宅に


困窮する⼊居希望者が⼊居できない状況を踏まえて、「重層的かつ柔軟な住宅セーフティ
ーネットの中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給するための必要な
⾒直しをする」ことである。具体的には、公営住宅の⼊居収⼊基準を２０万円から１５万
８千円に変更する。これによって、⼊居申し込み可能な者を最も住宅困窮度の⾼い者に絞
り込み、より的確に住宅を供給できると考えており、全国平均の倍率が１０倍から５倍程
度まで下がることを期待できるという。しかし、明渡しの対象となってしまう「⾼額所得
者」が⽉収３９万７千円から３１万３千円に引き下げられることで、既存の⼊居者の中に
は公営住宅を出て⾏かなくてはならない者がいる。また、現在⼊居している約３０パーセ
ントの⼈には家賃の負担が増加する。新規⼊居者についても⽉額収⼊が１５万８千円から
２０万円の世帯が公営住宅に応募できなくなる。国⼟交通省は、家賃の急激な負担を緩和
するために、５年間で段階的に家賃などの引き上げを⾏うとしている。この改正は、収⼊


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4・http://www.pref.osaka.jp/jutaku/public4/stock.pdf 
(大阪府営住宅ストック総合活用計画) 


5 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071220_2_.html 
 (国土交通省HP「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案について」) 
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がすこしでも⾼くなった住⺠を追い出して、応募できる住⺠を減らすことで倍率を下げ、
公営住宅の供給状況を隠しているだけであるように思われる。 
 


第四節 公営住宅への批判 
 公営住宅に対する批判として以下のようなものが挙げられる。 
１．公営住宅の不正⼊居者 
 公営住宅の⼊居者について、収⼊超過者や⾼額所得者の滞留などの不正が⾒られ、適切
に公営住宅が分配されていない。公営住宅において、駐⾞場に外⾞などの⾼額⾞が並んで
いたり⾼額なペットを⽬にすることもあり、付近の住⺠の反感を買うこともある。⼊居資
格審査にあたり、申込者の資産を⼗分に把握することが困難なためである。また、親⼦間
での「地位承継制度」についても、⻑年同⼀家族が居住するのは⼊居機会の公平性を失う
として、親を亡くした⼦どもは成⼈すれば⾃⽴することが可能なのだから、公営住宅を与
えるべきではないとの指摘もある。 
２．⾼齢者等の残余化傾向 
 公営住宅には⾼齢者や障害者等の残余化傾向が⾼まっており、コミュニティー形成が難
しい。例えば、⼤阪府営住宅では１９９８年以降福祉対象者に６０％の募集枠を割り当て
た結果、２０００年には福祉対象者が全⼊居者の７０％を占めており、⾼齢化に伴う⾃治
会活動の不活性化が⾃治会による住宅管理を困難にしている(塩崎 2006：146)。公営住宅
が、本来の低所得者への住宅提供という⽬的を離れ、福祉住宅となってしまっているのだ。
公営住宅に低所得者や⾼齢者だけを集めるという集住形態が、コミュニティーとして望ま
しいのかも疑問視されている。 
３．財源の問題 
都市部の⾃治体はいずれも厳しい財政状況である。現在の公営住宅の多くは、⾼度経済成


⻑期までに建設されており、その多くの住宅が耐⽤年数にかかってしまう。今後拡⼤する
公営住宅の維持管理費や⼤規模な修繕、建設費⽤などは、財政の再建に⼤きな制約を与え
る可能性がある。 
４．家賃補助 
 公営住宅は⼗分に機能していないから、公営住宅を廃⽌して家賃補助の⼀本化を⾏うべ


きだという主張がある。現在⽇本では政府による家賃補助は⾏われていないが、⾃治体で
は⾏われており、東京都では２００８年から「ネットカフェ難⺠への就労⽀援策」を開始
している。定住場所が無い⼈だけでなくある⼈も含めて、年収２００万円以下の⼈を対象
として⽀援をするものである。住居がなくネットカフェなどに泊まっている⼈たちに対し
ては、⽣活を安定させるために住居を借りるための敷⾦・礼⾦などの資⾦を４０万円まで
無利⼦で貸し付ける(⽔島 2007：251)。公営住宅が不⾜する⼀⽅で⺠間の賃貸住宅につい
てはかなり空き家が存在しているのが実情であり、中央政府が⺠間賃貸住宅への家賃補助
を⾏えば、ネットカフェ難⺠の減少に効果を発揮する可能性が⾼いといえる。実際、フラ
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ンスなどでは失業中の若者がアパートなどの⺠間賃貸住宅に⼊居できるように、政府が保
証⾦を払っている。英国においても、収⼊が⼀定の⽔準に満たない⼈を対象に、政府が家
賃補助を⾏っている(⾨倉 2008：144)。 
 


第五節 公営住宅の批判に対する反論 
公営住宅は国の補助⾦で公共団体がみずから建設し賃貸する住宅であるため、住宅政策の


⼿法としては、最も効果が直接的であり、住宅不⾜時にはその効果が⼤きく期待できる。
しかし、第三節において述べたように、公営住宅の増設に対しては、国⺠の貴重な財源が
⼀部の公営住宅の居住者に使われるため、批判も多くある。しかし、貧困ビジネスの実態
で挙げたような劣悪な状況を野放しにはできない。そこで公営住宅の批判に対し、反論や
改善策を以下に述べる。 
まず⼀つ⽬の公平性の問題について、親⼦間の承継制度の⾒直しなども進められていると


ころだが、そもそも⼊居資格が⾒直されているのは、公営住宅の⼊居倍率が⾼いためであ
る。公営住宅の⾼倍率は、不正な⼊居者や⻑期間継続して⼊居する者がいるからというだ
けではなく、格差が拡⼤しているために、真の⼊居希望者が増えていることが⼀番の原因
である。にもかかわらず、このような⾒直しは、限られた住居を低所得者間で競わせてい
るやり⽅で、公平性を⽋くといえる。不正⼊居者については⼊居資格審査を徹底して⾏う
ことが必要であるが、このような不公正を⼝実にした公営住宅のバッシングはなされるべ
きではない。また、⾼齢者等の残余化傾向についても、単⾝者の⼊居資格が６０歳以上の
⾼齢者に限定されていることが原因なのであり、公営住宅の増設をはかり若者の⼊居を認
めることで改善されると考えられる。 
次に、財源の問題についてだが、我が国の住宅関係予算は圧倒的に少ない。⽇本における


住宅関係予算の全体に占める割合は約２％なのに対して、アメリカは７．４％、イギリス


は６．９％、フランスは７．１％である6。 つまり先進国の中では、⽇本は住宅関係の予


算が低く、他国との⽐較からしても住宅政策を重点的な政策として⾒直すべきである。ま
た、⽇本は戦後の住宅建設量についてもきわめて不⼗分であった。⽇本の公営住宅の総建
設量は２８０万⼾で全ストックの５％である。これに公団や公社の賃貸住宅を加えても、
⽇本の公共賃貸住宅の割合は全体の７．６％程度であり、イギリスの３０％には遠く及ば
ず、フランス、ドイツの社会住宅に⽐べてみてもかなり少ないといえる(塩崎 2006：70)。
⽇本の財政再建が求められているところだが、住宅関係予算にもう少し予算が振り向けら
れてもよさそうである。住宅予算の拡⼤がなされなければ、現状において住宅基本法を保
障することは不可能である。 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6  http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/164/0064/16406010064021a.html 
(164回国会 国土交通委員会 21号 平成 18年６月１日) 
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最後に、家賃補助といった間接供給についてだが、公営住宅の供給とともに家賃補助につ
いても、もちろん積極的に⾏うべきである。家賃補助といっても、家主に対して補助をす
る場合と借家⼈に対して補助する場合の⼆つの⽅法がある。東京で⾏われている「ネット
カフェ難⺠への就労⽀援策」は借家⼈であるネットカフェ難⺠に対して、家賃を補助する
ものである。現在の「ネットカフェ難⺠への就労⽀援策」では、「正規雇⽤先を⾒つける
など安定的な⽣活が⾒込める⼈を対象に」というように対象者を絞りこもうとしている。
しかし、「ネットカフェ難⺠調査」でも２０代に次いで多かったのは５０代であった。正
規雇⽤に就く⾒込みがないと貸付は受けられないのだとすれば、条件の悪い⼈たちほど施
策から排除されることになる(湯浅 2008：119，120)。就労が⾒込める⼈のみが住宅の⽀
援も受けられるといった制度では、就労⽀援が受けられない⼈は住むところさえ与えられ
ない。家賃補助を⾏うにしても対象を拡⼤する必要があるのだ。また、家賃補助では、少
しでも低廉な住宅を借りようとして、環境の劣悪な住宅に住んだり、ゼロゼロ物件などの
貧困ビジネスにひっかかってしまう恐れがある。さらに、中央政府が家賃補助を⾏う場合
には、⺠間賃貸住宅の家賃の地域間の差はどうするのかといった問題もでてくる。政府が
家賃補助を⾏うことも⼀つの政策として必要だが、職と同時に住宅を失ったような⼈に対
して、即座に住宅を提供することができるのは直接供給の公営住宅であり、公営住宅の供
給もやはり家賃補助と共に必要である。 
 


第六節 結論 
そもそも貧困ビジネスにはたくさんの問題があり、貧困な⼈々の弱みにつけこんだビジネ


スである。貧困層が増加すればその分、貧困層をターゲットにする企業が出てくる。しか
し、このようなビジネスをなくしてしまえば、貧困者は路頭に迷うしかない。つまり、ビ
ジネスがセーフティーネットをくぐり抜けてしまった⼈の受け⽫となっているのである。
しかし、もともとお⾦のない⼈から、お⾦を巻き上げることは許されるべきではないと考
える。例えば、⽣活保護の⼀部を搾取するような業務についても、もともと⽣活保護は本
⼈が⾃⽴した⽣活をするための資⾦なのに、業者の利益となってしまっている。これは本
来の⽣活保護の趣旨から完全に外れてしまっている。このようなビジネスが増加した原因
は、⼗分な政策が採られておらず、問題を市場に任せてしまっているためである。最も基
本的なニーズである住居は、最低限の⽣活をする上で保障されるべきものであり、政府は
住宅保障を充実させるべきなのだ。 
公営住宅を⼗分に供給すれば、ネットカフェ難⺠といった⼈々はいなくなり、登録型派遣


から職業の選択肢がもっと広がり、いずれは公営住宅から抜け出すことができる。もちろ
ん住宅があるからといって、現在の雇⽤問題を改善しなければ根本的な解決にはならない
が、安定して住む場所があるということで、ワーキングプアを脱却できる可能性は増える
だろう。国は、公営住宅の⼊居資格を厳格化して公営住宅の⼾数不⾜をカバーするのでは
なく、増設によって⼊居倍率を改善するべきである。住宅を作らなければ真の意味で住宅
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困窮者の住居の安定にはつながらない。ネットカフェ難⺠などの住宅困窮者の増加にブレ
ーキをかけるためには、公営住宅の増設は急務であると考える。 
 
参考⽂献 
⽔島宏明(2007)『ネットカフェ難⺠と貧困ニッポン』，⽇本テレビ． 
湯浅誠(2008)『反貧困－すべり台社会からの脱出』，岩波書店． 
児⽟徹(2003)『ホームレス問題何が問われているのか』，岩波書店． 
⾨倉貴史(2008)『ワーキングプアは⾃⼰責任か』，⼤和書房． 
塩崎賢明(2006)『住宅政策の再⽣ 豊かな居住をめざして』，⽇本経済評論社． 
国⼟交通省住宅局住宅政策課(2006)『⽇本の住宅事情と住⽣活基本法』 








最低賃⾦を 1000 円にすれば、ワーキングプア問題は解決するのか 
船本健次 


 
第 1節 序論 
「働かざるものは⾷うべからず。」これは古くから⾔われてきた格⾔である。しかしなが


ら、これを反対に解釈するならば、働けば⾷うことはできるというものである。しかし⼈
間として⽣きていくうえでは、⾷だけでは⾜りないのは事実である。⽇本国憲法 25 条の信
念には、「⼈は、健康で⽂化的な⽣活を営む権利を有する。」とある。 
したがって⼈は、⾷のみならず、⾐・住、さらには⽂化的な商品をもつことがなければ⽣き
ているとはいえないのであろう。 
さて、現代社会、つまり資本主義社会においては⾐⾷住を⼿に⼊れる⼿段はお⾦が基本


となっている。つまり働くことで、お⾦を⼿にいれ、そして⽣活を営むということが基本
的な⽣き⽅であるといえる。では、現代の⽇本における⽣活で、普通に働けばお⾦が⼿に
⼊り、憲法に定められたとおりの理想的な⽂化的な⽣活が営めるといえるのであろうか。 
この問いに対しては NO といわざるを得ない。つまり、「働けども⽂化的な⽣活が送れな


い。豊かになれない。そういう⽣活を送っている者がいる。」という現実が存在しているの
である。このような⼈々を、働いているけれども貧困な状態であるということから、「ワー
キングプア」という⽤語が与えられているのであろう。 
しかし、そもそも、「ワーキングプア」の現状について正しく認識しているかは甚だ怪し


いものである。そこで、この定義について取り上げたいと思う。 
また、本論においては、最低賃⾦制度の賃⾦基準の上昇のみが、果たして「ワーキング


プア」の解決につながるのかについての論じたいと考える。 
 


第 2節 ワーキングプアと最低賃⾦制 
（１）ワーキングプアの定義づけ 
そもそも、現状においては、「ワーキングプア」という政府の公式な定義は存在していな


いのである。しかし、本論では、働いているにもかかわらず、年収 200 万以下のものを「ワ
ーキングプア」と名づけることにする。この定義の理由としては、⽣活保護の給付される
⾦額の基準額である⽉ 167,170 円を年収に換算すると約 200 万円になり、また、⽣活保護
の⽀給⽬的は、「健康で⽂化的な⽣活⽔準を維持することができる最低限度の⽣活を保障し
ている。」1とあることから、200 万円以下では最低限の⽣活を送ることができないと国は定
義しているといえるからである。 
では、現状の給与所得を得ているもの 4543 万⼈のうち、前論で定義したワーキングプア


                                                  
1 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html  
（厚⽣労働省 ⽣活保護の概要） 
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にあたる収⼊しか得ていないものはどれだけいるであろうか。平成 19 年度の調査によると、 
年収 100 万円以下のものが 366 万 2 千⼈、200 万円以下のものが 666 万 1 千⼈存在し、合計
すると 1032 万 3 千⼈、構成⽐にして２２．８％を占めているのである。2 
さて、２２．８％もの⼈間がワーキングプアであるという現状があるのに国は何の対策


もしていないとするのは早計過ぎる。そこで、次節においてその対策と呼べるものを説明
しよう。 
（２）最低賃⾦制度とは 
１．最低賃⾦の意義 
この働いても貧困という、ワーキングプアの拡⼤に対してセーフティーネットと呼べる


ものとして、最低賃⾦制度があげられる。では、そもそも最低賃⾦制度とは何であろうか。
何を⽬的としてできたものであるか、について考察を加えてみよう。 
 もし、あなたが労働者であり働く⽴場になったと仮定しよう。労働をするということは、
時間をそれにあてることにつながるのである。その時間に⾒合ったお⾦をもらえるのが道
理といえるであろう。しかしながら、その働いた分に対していかなる給⾦を払ってもよい
とすると、給⾦を⽀払う側、つまり雇い⼊れる側はどこまでも給⾦の値段を下げるであろ
う。 
 このように、給⾦を下げることにより労働者のもらえる賃⾦があまりにも下がれば、⽣
活は困窮するであろう。そこで、⼀定以上の賃⾦を⽀払うということを定め、労働者の⽣
活保護を⾏う、ワーキングプアの拡⼤を防ごうとするという信念で作られたといえる制度
であるといえよう。 
 また、憲法 25 条上においても「すべて国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権
利を有する。」とあることから、最低賃⾦制度は最低限度の⽣活を営むべきに必要なもので
あると国家に義務を負わせたものであるともいえよう（橘⽊：2005 164） 
２．⽇本における最低賃⾦制度 
さて、この最低賃⾦制度であるが、⽇本における運営はいかなるものであろうか。 


 まず、最低賃⾦の原則を定めたものに最低賃⾦法があるといえる。そして第 1 条におい
て「この法律は、賃⾦の低廉な労働者について、賃⾦の最低額を保障することにより、労
働条件の改善を図り、もつて、労働者の⽣活の安定、労働⼒の質的向上及び事業の公正な
競争の確保に資するとともに、国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的とする。」とい
うように、制度の根本的な⽬的を証明しているといえるであろう。 
ではその制度の運営法はいかなるものであろうか。この運営は、中⽴的な委員・労働者


側委員・使⽤者側委員のメンバーにおいて「最低賃⾦審議会」を設けその審議会の審議に
より最低賃⾦額を定め、その審議会の存在する都道府県における労働局⻑が具体的な⾦額
を決定しているのである。 
                                                  
2 http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2007/pdf/001.pdf 
（平成 19 年度 ⺠間給与実態統計調査結果 国税庁） 
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では、この最低賃⾦の具体的な⾦額はいくらであるか。について焦点を当ててみよう。 
平成 20 年度の地域別最低賃⾦制度改定状況3によると⽇本国内における最低賃⾦の、基準の
最⾼額は、東京都・神奈川県の 766 円、最低額は宮崎県・⿅児島県・沖縄県の 627 円そし
て、全国平均は 703 円である。 
 しかし、全国平均では推し測れない問題もあるといえる。なぜならば、最低賃⾦の最


⾼額の 766 円に対し、最低額は 627 円と実に 139 円もの差が⽣じているのである。また、
前述した「年収 200 万円」という稼ぎを得るには時給 766 円においては年約 2600 時間、平
均額においては約 2800 時間、ひいては最低額では年約 3200 時間働かなければ得ることが
できない収⼊額なのである。 
⼀⽅で、現状の⽇本の平均労働時間は約 1780 時間であるとされている。4この事実からし


て、最低賃⾦しかもらっていない者が、「ワーキングプア」からの脱出の定義といえる、年
200 万を稼ぐにはいわゆる、働きすぎにならざるを得ないのである。つまり、平均時間しか
働いていないものは、働いているけれども貧困、つまり「ワーキングプア」とならざるを
得ないのである。 
 


第３節 最低賃⾦に関する諸問題 
（１）最低賃⾦の⼤幅な引き上げのもたらす影響 
では、解決策として挙げられるのは前述した最低賃⾦を引き上げることのみで「ワーキ


ングプア問題」解決につながるのではないかという、論点ができることになる。具体的な
引き上げ⽬標としては、⺠主党が国会に対して提出した、全国平均を 1000 円に引き上げる
5ことにより、「ワーキングプア」に該当している⼈間を減らすことにつながるといえるのだ
という主張を論点にあげて論じてみよう。 
たしかに、1000 円に引き上げれば、年収 200 万円を稼ぐのには 2000 時間働けばよく、現


状の最低賃⾦で 200 万を得るための労働時間よりははるかに低いといえる。また、働けば
⽣活ができるというあたり前の保障がされることにもつながるであろう。また、企業にと
っても労働者がもらう賃⾦を上げることにより仕事をやるという意欲づけにつながること
により⽣産性の向上につながるのだともいえる。 
しかしながら、問題点も⼭積している。まず、第⼀に、現状の平均 703 円である最低賃


⾦が 1000 円に上がるというのは、端的に考えて⼈件費が 1.4 倍にかさむということにつな
がるのだ。これをもっと具体的な例であらわすとすれば、700円で3⼈雇えた⾦額において、
1000 円だと 2 ⼈しか雇えないという帰結になるのである。つまり、この例から⽰されるの
                                                  
3 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01 
 （厚⽣労働省 地域別最低賃⾦の全国⼀覧） 
4http://titania.sourceoecd.org/vl=1004238/cl=32/nw=1/rpsv/factbook/cru/bin/csp08.
htm?var=hourswkd_t1 （OECD fact book） 
5 http://www.dpj.or.jp/news/?num=10059 （⺠主党 ホームページ） 
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は、3⼈が賃⾦を得ていたものが 2⼈にへることにより、ワーキングプアを通り越して働け
ないものの数が増えることが結論付けられよう。したがって、確かにワーキングプアは減
るであろうが、職にありつけない全くの「プア」が多く⽣まれることにつながるであろう。 
また、企業の側としても労働者に、意欲を与えるのだという点にも安易な賛同をするこ


とができない。たしかに、⾮正社員の正社員化を進めながら⻑期雇⽤や、賃⾦を保障し、
労働者のやる気を引き出すことにつながるのではないか。雰囲気のよい⾼パフォーマンス
の職場をつくり、⽣産性の上昇を通じて収益⼒を上げていく（⾨倉：2008 p.203）戦略を
とることを考えていることもある。⼀例としてはユニクロの例が挙げられる。これは、ユ
ニクロに勤務する⾮正規社員を、地域限定社員として正社員の地位を与えようとするもの
である。6 
しかし、この例に倣って企業側が、⾮正規社員の正規雇⽤化を進め、⽣産性の上昇とと


もに収益を上げようとしている体質になったかと⾔うと全く進んでいないのである。次の
グラフで、全労働者のうち、⾮正規雇⽤者の割合を指し⽰してみる。 
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図 1 


図１から指し⽰されるとおり、ここ、20 年にわたって、⾮正規雇⽤社員の割合が次第に
増加していることが明らかである。つまり、企業は正規雇⽤した社員を⽤いるのではなく、
その職を、⾮正規社員におきかえこの労働⼒をもってして安く製品を作り上げようとする、
企業側の戦略が⾒え隠れしているのである。 
⼀⽅で、企業の収益の側に⽬を向けてみることにしよう。企業の収益を⾒てみると、⾮


正規雇⽤の割合がより⾼くなった、07 年度には、過去の最⾼利益を上げた⼤企業も存在す
る。7つまり、⾮正規雇⽤化により収益アップを図った企業が存在すると⾔うわけなのであ
                                                  
6 http://www.uniqlo.com/jp/corp/pressrelease/2007/03/post_69.html 
（ユニクロ プレスリリース） 
7 トヨタ・マツダなど 
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る。このやりかた、⾔い換えるならば⼈件費の⼤幅な削減は、単純にして、そして⼤きな
効果を得ることができる戦略であるといえよう。 
さらに、企業、ひいて⾔うのであれば、会社というものは利益を上げ続けなければ存続


できないという存在である。⾚字というものは出しては困ることから、⿊字化に、さらに
収益アップにまい進するのである。そして、この収益の増加に味を占めることで、正規雇
⽤社員をさらに減らし、⾮正規雇⽤者を増やすことで、⼈に払う給料の減少を図ろうとす
る流れの循環の鎖が断ち切られることはないのであろう。 
また、アメリカの賃⾦引上げよりにより起こった主張例が挙げられる。 
アメリカにおいても最低賃⾦の引き上げが何度も起きているが今回取り上げる主張は


1996 年および 97 年に⾏われた引き上げに対する、全⽶レストラン協会の雇⽤の影響に対す
る主張である。この協会の主張によると、 
 
「1996 年の引き上げによって 14 万 6000 の職が打ち切られ、引き上げがなかったら⽣じ
ていたであろう 10 万 6000 の雇⽤機会が失われたという。新規雇⽤創出が 1994 年には
25 万 8800、1995 年には 28 万 400 であったのに対して 1996 年には 16 万 6300、1997 年
には 13 万 3100、1998 年には 12 万 4200 と減少してしまったと指摘する。」8 


 
 なお、このときの引き上げの最低賃⾦額は４ドル２５セントから５ドル１５セントへの
引き上げであった。この主張においては 1996 年においては雇⽤機会の減少総計が 25 万 2
千の数が⾒られたのだと主張する。また、95 年と 96 年の間においては、新規雇⽤創出が約
1２万減少しているのだとする主張なのだ。 
 この主張が正しいとするならば最低賃⾦の 20％の引き上げが 25 万 2000 件の雇⽤を失っ
たのだということにつながる。つまり、1％の賃上げが約 1 万 3000 ⼈の雇⽤者を減らすこ
とにつながる。 
 では、再び⽇本の最低賃⾦の平均を 1000 円にするという解決⼿段について、この主張と
照らし合わせて考えてみよう。前述のとおり⽇本の平均賃⾦は 703 円なのである。         
この最低賃⾦の平均を703円から1000円にあげるとうことは実に40％のアップなのである。
つまり、先ほどの主張にあわせると約 52万⼈の雇⽤者の減少につながるといえる。しかも、
これはレストラン業界という、⼀業界のみの主張なのである。ほかの業界も同様のことが
起きると考えてみると、途⽅もないほどの労働者の削減が⾒込まれてしまうのである。よ
って、この主張から、単純な平均 1000 円への最低賃⾦の上昇というのは「ワーキングプア
問題」を解決する⼿⽴てとすれば、⼤きな失敗が⾒込まれよう。 
（２）最低賃⾦の引き上げを経済状況から⾒た評価。 


                                                  
8 http://www.restaurant.org/government/Issues/Issue.cfm?Issue=minwage 
（全⽶レストラン協会 ホームページ  


訳:  http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2007_7/america_01.htm） 
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また、現状の不況の中において、最低賃⾦を上げることでマクロ経済の主体となるべき
会社が維持できるのか？という問題も存在するのである。もちろん経済状況が好景気であ
れば、多くの企業が最低賃⾦の賃上げのみで、すなわち倒産する。というのは机上の空論
と呼べるかもしれない。よって、より企業側は賃上げをするべきだ、また法律も改正して
最低賃⾦額の具体的な⾦額の上昇をすべきという議論に⼤きく傾くのであろう。 
しかしながら、2008 年になって⼤きく影響を与えたサブプライム問題で、世界の経済は


混乱を極め、世界において未曾有の不況であるといっても過⾔ではない。また、⽇本で続
いていた戦後最⻑の好景気の⼭は平成 19 年 10 ⽉において⼭を迎え下降の⼀途をたどって
いるという発表があったのである。9 
この景気の中で企業が⾚字になっているという例も多く存在している。もし、さらに⾚


字が膨らみ、企業が倒産すれば、多くの社員のみならず、社会的にもさらに、⼤きな不安
を投げかけることにつながるであろう。これは「ワーキングプア」問題のみを通りこえう
る。そして、分配の源となるであろう、経済活動によって⽣み出される「富」も経済の停
滞により減少しているのである。しかしながら、その⼀⽅で、最低賃⾦を上げることで多
くの⼈を助けようとすることは、⼟台無理な話といえるのではなかろうか。また、これを
具体的な事柄にしてあらわすというならば、「タイタニックのような沈んで⾏く船の中で、
⾃らが⾷べることのできるパイの分配を⼤きくしてくれ。そして全ての⼈間を助けるよう
にしてくれ。」といううがった主張につながってしまうのではないかという危惧さえ存在す
るのである。 
その危険に対して最低賃⾦の引上げなどの、短期的な対策はたしかにしばらくの有効性


を持つであろう。しかしながら、経済というのは短期的に動いているものではない。 
いや、むしろ⻑期的に動いているものといえるであろう。⼀⾒、経済とは無縁ではある


ようなことわざの世界において「急がば回れ」という格⾔があるように、短期的な⾏いは
⻑い⽬で⾒ればよく失敗しうるということを体⾔しているのである。そこで、何事も対策
に対しては、⻑い⽬で⾒られるようにすべきなのである。 
その⻑期性を無視して政策を⾏えば、⼀時的な有効性にしかつながらないといえるので


はないだろうか。 
（３）アメリカとの最低賃⾦額⽐較 
さて、ここにおいて諸外国よりも明らかに最低賃⾦が低いのではないかという批判も存


在するであろう。では諸外国との最低賃⾦額の⽐較をすることでこの批判に答えてみたい
と思う。この⽐較の例として挙げるのは、アメリカを取り上げることにする。 
アメリカにおいても 1996 年度〜97 年度に最低賃⾦の引き上げがあったことは本節（１）


の中でも述べたことであるが、さらにそこから 10 年後の 2007〜2009 年度についての賃⾦
の引き上げについて述べたいと思う。この引き上げは、初回は２００７年 7 ⽉ 24 ⽇には 1
                                                  
9 http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/090129hiduke.html （景気基準⽇付   内閣府
経済社会総合研究所景気統計部） 
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時間当たり＝5.85 ドル、2 回⽬は 2008 年 7 ⽉ 24 ⽇には＝6.55 ドルに引き上げられたので
ある。そして、2009 年 7 ⽉ 24 ⽇には 7.25 ドルに漸次引き上げられることが予定されてい
る政策である。たしかに 2007 年 7 ⽉２４⽇現在においては、ドルと円のレートは 1ドル当
たり120円１９銭であった。これに5.85ドルを掛け合わせると約702円であったといえる。 
さて、現在の為替レートを換算してみよう。本論においては 2008 年度の年末である 12


⽉ 31 ⽇で⽐較してみたいと思う。前述のとおり 2008 年度末では、アメリカの最低賃⾦は
6.55 ドルである。ここで、⽇本の為替レートと⽐較するわけであるが、円⾼ドル安が著し
く進み、1 ドル＝90 円という為替レートになっているのである。よって⽇本円に換算する
ために掛け合わせると約 600 円に満たないのである。 


確かに 2007 年のレートのまま 2009 年まで維持していたとするならば、1 時間当たり
840 円になっていたので、確かに⽇本の最低賃⾦の⾦額は著しく低いのだという、批判は当
てはまっていたといえるのであろう。しかしながら、円⾼ドル安の結果において、１ドル
当たり 90 円となっているのである。多くの批判は 1 ドル＝120 円時代に打ち出されていた
批判であり、現状に即してはいないお⾨違いな批判であるといえよう。 
よってこの考察の結果から⽇本の最低賃⾦額が著しく低いから、最低賃⾦を引き上げる


べきであるという批判が当てはまるわけではないといえるであろう。 
（４）本節のまとめ 
よって、これらの主張を、ミクロ経済的な観点から⾒たとすれば、最低賃⾦のみを⼤幅


に上昇させたとして、もし、雇われ続けることができた被雇⽤者側にとってはメリットが
多少あるといえるが、雇われる⼈間が減少することで、全く働くことのできない、労働者
も⽣まれえるのではないだろうか。働けないで貧困ということは、「ワーキングプア」のワ
ーキングという部分が外れてしまい、単なる「プア」の増加が⾒込まれうる、失敗が⽬に
⾒えた政策ではなかろうか。 
また、感情的なものとして、多くのものが職を失ったという現実が被雇⽤者の⽣産性を


も失わせるのではないのだろうか。もし、しっかりはたらいていても、雇⽤が安定しない
というのならば、「やるだけ無駄」という精神が労働者の間で流⾏してしまい、⽣産により
⽣じるであろう富という「パイ」の縮⼩がおこりうる。 
また、マクロ経済の観点からしても経済の効率性という部分にはなはだ問題が残る⽅策


といえる。前述のとおり、経済は短期的な波のみで動いているのではない。にもかかわら
ず、短期の給料分配問題、⾔い換えるなら「限られたパイの分配をより増やしてくれ。」と
叫ぶだけの議論で終始してしまうのには問題があるといえよう。 
 


第４節 おわりに 
 第 3 節までで、まとめたとおり、最低賃⾦の引き上げのみでワーキングプアの解決につ
ながると結論付けることは早計であるということが認識できたと思う。もし、賃⾦を上げ
ればその分だけ労働機会が減少してしまうという主張が存在しそれを裏付ける現状をも存
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在するのである。これは、トレードオフの関係にあるのだといっても過⾔ではないだろう。 
そのトレードオフの関係を無視して賃⾦の引き上げのみを断⾏したとしても後の状況と


してはいい影響を与えないであろう。 
 また、現在の景気状況で企業の体質に余裕がないのにもかかわらず、単純に賃⾦上昇を
⾏うことを⾏えば、より⼤きな社会不安が引き起こされるということもあり得るのだ。確
かに倒産してしまえば給料を払うという⾏為もできなくなってしまうわけだから、社会不
安が増⼤するのも当然の結果といえるだろう。 
また、為替レートの⼤幅な変化により、従前の⽇本は、著しく低い最低賃⾦額であると


いう現状も変化しているのである。しかしながら、確かに諸外国も、この後、今の制度よ
りも最低賃⾦額が上がる可能性も否定できないため、この後も注⽬していくことが重要で
あろう。 
よって単純な「最低賃⾦を 1000 円への引き上げ」のみが「ワーキングプア」問題解決に


つながるわけではないのだ。ということを定義づけて本論をまとめたいと思う。 
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医療格差の是正 
――新臨床研修制度の廃⽌と医局の機能強化―― 


國⽣佳那 
 
第⼀節 序論 
 北海道労働局が、道北地⽅の公⽴病院などに勤務していた男性⼩児科医(当時 31 歳)の突
然死について、過度な時間外労働による過労が原因として遺族が申請していた労災を認め、
遺族補償年⾦の⽀給を決定していたことがわかった。(読売 07.2.23) 
病院で勤務する医師の過労死や過労⾃殺が⽬⽴っている。過労死弁護団全国連絡協議会


によると、2007 年の労災や損害賠償が認められたケースは 6 件にのぼる。OECD の｢Health 
Data 2006｣によると、⼈⼝ 1000 ⼈あたりの医師数は、フランス 3.4 ⼈、ドイツ 3.4 ⼈、ア
メリカ 2.4 ⼈、イギリス 2.3 ⼈、⽇本 2.0 ⼈であり、⽇本では他の先進国と⽐べても医師
の数が少ないことが⾒て取れる。しかし新⽣児 1000 ⼈あたりの死亡者数は他の先進国に⽐
べてはるかに低い。このことから⽇本の医療の現場では、少ない医師数にもかかわらずよ
り⾼い医療⽔準を保っているということが伺える。しかしこのことによるひずみは医師の
過労死、患者のたらいまわしといった問題に現れてきている。医師が余るといわれたのは
昔の話である。現在では医師不⾜が地⽅だけでなく、都市部でも深刻化している。この⼀
因となったのは、2004 年より導⼊された新臨床研修制度である。 
厚⽣労働省と⽇本医師会は 2022 年以後医師余りが起こるとの過去の予測の下、この制度


を導⼊した。それにより研修医は研修をしなければ医師として開業できなくなったが、2年
間は医局に所属せずに⾃由に研修先の病院を選べるようになった。確かに医者は研修医の
ときから⾃⼰意志で⾃分の将来を考えていくことができるようになった(⽶⼭ 2008:107)。
しかしそのことにより医局に⼊局する医師数は減り、⼤学病院は地⽅から医師をひきあげ
るいわゆる「医師はがし」を⾏った。その結果中核病院を失う地域も出てきた。これは国
⺠にとっても医療現場で働く者にとっても重⼤な問題である。 
そこでこの論⽂では、医師を確保し医療格差を是正するという観点から、新臨床研修制


度を廃⽌して、従来のような医局制度をもう⼀度構築しなおすことが妥当かということに
ついて検討していきたい。 
 
第⼆節 医療格差の現状 
１．医療格差とは 
 現在の⽇本における医療費は約 30 兆円である。この医療費であるが、何もしない場合、
毎年 3ないし 4%ぐらいの伸び率で伸び続ける(辻 2008:7)。2025 年には医療費が 81 兆円に
なるという厚⽣労働省の試算もある。しかし経済成⻑はその速度に追いつけないし、保険
料収⼊でもまかないきれない。そこで国は医療費抑制政策のための様々な施策を講じてい
るが、そのために医療の分野においても格差が⽣じてきている。その格差は⼤きく、アク
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セス・質と安全・費⽤負担の 3つにわけられる。 
 アクセスとは誰でも医療にかかれることをいうが、これは国⺠皆保険制度により保障さ
れている。しかし近年報道されているような救急患者のたらい回しなどに⾒受けられるよ
うに、病院・医師・診療科の偏在によりアクセスの⾯においても深刻な格差が⽣じている。 
 ⽇本の医療は平等医療であるので、医療費は医師の技術や経験などは⼀切関係なく設定
されている。そのことが⽇本の医療⽔準を向上させることに役⽴ったことは否定できない。
しかしそれでも医師間における技術などには著しい差がある。このことは 2007 年 4 ⽉に施
⾏されたがん対策基本法にもあらわれている。これが質と安全の格差である。 
 ⽇本では国⺠健康保険、健康保険組合ともに患者の⾃⼰負担率は⼀律 3 割である。これ
はがんなどの⾼額な薬や機器を使う治療を必要とする患者にとっても変わらない。疾病ご
とに費⽤負担が変わらないということは、⾼額な治療を断念する患者が出てくるというこ
とである。これが費⽤負担の格差である。この論⽂では主にアクセスと質と安全に重点を
おいて論じていく。 
 
２．病院・医師の偏在 
 医師不⾜が深刻化しているといわれている。しかし、現状では年間約 8000 ⼈が新たに医
師免許を取得していて医師数は着実に増えている。ではなぜ医師不⾜が叫ばれているのか。 
 1961 年に国⺠皆保険制度が達成され、医師数を増やす政策がとられた。具体的には⼈⼝
10万⼈あたり医師数を150⼈という⽬標が定められた。また医師の地域偏在もあったため、
｢⼀県⼀医⼤構想｣というスローガンの下、全都道府県に医学部・医科⼤学が設置された。
その結果 1983 年に上の⽬標は達成された。その後は将来の医療費増⼤に直結する医師過剰
問題を解決するために医学部の定員を削減しはじめた。しかし、⽇本において医師数とい
えば単純に医師免許を持っている⼈の数をさし、実際に働いている⼈数ではない。さらに
序論でも述べたとおり OECD の調査でも⽇本の医師数は他の先進国に⽐べて少ない。また、
医師の地域偏在を是正するために掲げられた｢⼀県⼀医⼤構想｣は、⼈⼝格差および国公⽴
⼤学と私⽴医⼤との役割分担を無視しているために、医師の地域偏在は解消していない(柿
原 2006:175)  
下の図 1を⾒てみると⼈⼝ 10 万⼈対医師数を⾒てみると、東京・京都・徳島などが多い


ことがわかる。だが厚⽣労働省によると、⼈⼝ 10 万⼈対医師数が多いと⾔われている徳島
においても無医地区村数 18、京都においても無医地区村数 15 である。逆に対 10 万⼈対医
師数が最低である埼⽟県、その次の千葉県には無医地区村がない。この結果を⾒ると、単
純に医師数を増やすだけでは、アクセスという点が改善されないということがわかり、ま
た、医師の⾃由意志に任せているだけでは無医地区村がなくならないということもうかが
える。そこで、医師の偏在を是正するために医師を強制的にでも医師の少ない地域へ移動
させる制度が必要となってくる。 
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図 1 都道府県(従業地)別にみた医療施設に従事する⼈⼝ 10 万対医師数 


平成 18(2006)年 12 ⽉ 31 ⽇現在 厚⽣労働省 
 
第三節  医局 
医局とは、主に⼤学医学部・病院等においての各｢研究室｣、｢診療科｣ごとのグループ組


織をいう。主任教授を頂点とし、その下に助教授、講師、医局員、⼤学院⽣、研修医がい
るのが⼀般的である。 
医学部に⼊ると 6 年間の教育を受け、学部を卒業すると医師国家試験を受け、初期研修


を受けさらに数年経つと⼤学院へ進み、将来教授や助教授になるために博⼠号を取得する。
そこで出世コースにのれば教授・助教授となる。そのほかには講師として医局に残るか、
開業するという道がある。研修医は必ず医局に⼊局しなければならないというものではな
かったが、多くの場合は卒業⼤学または、他の⼤学の医局に⼊局した。 
 この医局制度であるが、様々な問題が指摘されている。まず、医局の主任教授が実質的
な⼈事権・指導権を持っていた。主任教授が持つ⼈事権とは、病院内の配置だけではなく
他の病院への派遣をも含む。主任教授は医局内において絶対的な権⼒を持っていたため、
教授命令は絶対であった。つまり、不満があるならば医局を辞めるしかなかった。あるい
は、教授に嫌われれば地⽅の病院へと左遷されることとなった。また、医局においては組
織の維持・勢⼒の維持が重要視されていたため、これからの医療を担っていく若い医師を
研修には向かない病院へと派遣することもある。また、そうでない場合においても、医局
においては研究⾄上主義がまかり通っているために、論⽂の数を競う⾵潮がある。さらに、
その論⽂の数をかせぐために、研究結果が出るまでに時間のかかる臨床においてはほとん
ど研究がなされず簡単に数がかせげる動物実験が多い。そしてその論⽂は内容よりも形式
が重視されるために今までの研究と⼤して変わらないものも多い。また、そのように臨床
をおろそかにしているために、教育制度が⼗分に整っていないことが多い。研修医は研修
できる環境ではなく、まともな給料も貰えずに、時間外労働の時間も相当な時間に上る。
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また、医局には排他性があり他の医局との交流がまったくと⾔ってよいほどない。医局と
いってもそれほど規模が⼤きいわけではないので、ひとつの医局の中にあらゆる領域の専
⾨医がいるとは限らない。それでも医局外の医師に⼿術を教えてもらったり、患者を送っ
たりするのは裏切り⾏為とみなされる(⼩松 2008:134)。そのため、診療⽔準がどうしても
下がってしまう。 
 以上のように医局制度はかなり多くの問題点を抱えていることがわかる。しかし、主任
教授が圧倒的な権⼒を握り、⼈事権を掌握しているからこそ僻地にでも医者を派遣するこ
とができ、患者が医療を受けられるという実態もある。しかし、この様相も 2004 年の新臨
床研修制度により変わってきた。 
 
第四節  新臨床研修制度 
 戦後導⼊された医師国家試験制度おいては、受験資格を得るためには⼤学卒業後、⼀年
以上実地修練を受けなければならないというインターン制度があったが、この制度が無給
医師を⽣み⼤学紛争へつながった。そこで、法改正がなされ、インターン制度に変わり臨
床研修制度が導⼊された。この改正に伴い⼤学卒業と同時に医師国家試験の受験が可能と
なった。医師は免許取得後に⼆年以上⼤学病院で⼀定の臨床研修を⾏うように努⼒するこ
ととなった。しかし 2000 年に医師法の改正が⾏われ、2004 年より⼆年間の臨床研修が努⼒
義務から義務となった。厚⽣労働省によれば、臨床研修は、医師が医師としての⼈格をか
ん養し、将来専⾨とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たす社会的役割を認識しつ
つ、⼀般的な診療において頻繁に関わる負傷⼜は疾病に適切に対応できるよう、プライマ
リ・ケアの基本的な診療能⼒(態度・技能・知識)を⾝につけることのできるものでなけれ
ばならない、とされている。また医師法 16 条 3 項で｢臨床研修を受けている医師は、臨床
研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。｣と規定されているた
め、研修医は研修期間中のアルバイトをすることができない。なお、雇⽤契約などの中で
アルバイトを⾏わないことを明記しておくことが臨床研修の補助⾦を交付される条件とな
っている。 
 そしてこの臨床研修制度においてはマッチング制度がとられている。研修医マッチング
(組み合わせ決定)とは、医師免許を得て臨床研修を受けようとする者と、臨床研修を⾏う
病院の研修プログラムとを研修希望者及び研修病院の希望を踏まえて⼀定の規則に従って、
コンピューターにより組み合わせを決定するシステムである。⼀定の規則とは、⾯接や筆
記試験を⾏い、受け⼊れたい学⽣の希望順位を決め、研修希望者と研修希望者がそれぞれ
⽇本医師臨床研修マッチング協議会 HP で登録を⾏うことをいう。 
 こうした制度改⾰によって、研修医の指導をしっかりやってくれる病院、臨床研修をた
くさん積める病院、将来就職先としても有望な病院、そういったところに研修医が就職を
希望するようになった。⼈気のある病院は倍率が 100 倍に届くこともある(⽶⼭ 2008:107)。
これは、医者たちが研修医のときから⾃⼰意思で⾃分の将来を考えて⾏動することができ
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ることを意味する。医療の現場にも市場原理がはじめてもたらされた事例といってもよい。
そのため、あえて労働条件の厳しい病院や、⼗分な診療をするための設備が整っていない
僻地の病院へ好んで⾏くという医者がいなくなるのは当然のことといえる。さらに医者不
⾜の地域へ⾏けば夜中であろうとも患者を診たりする必要があるため 24時間監視されてい
るようなものとなり、精神的・⾁体的にも疲れ果ててしまう。また、新臨床研修制度が始
まってから⾃分の卒業した⼤学病院で研修を受ける医者が減っている。最近では研修医の
なかでも⼀般病棟での研修を希望し、そのままその病院の常勤となるものが増えてきてい
る。その理由としては、⼤学病院では⼗分な臨床指導を受けられないことを研修医たちは
知っているので⺟校に興味を⽰さないこと、また医学博⼠に興味を⽰さない医者が増えた
ことが挙げられる。こうして医局に研修医が集まらなくなったために労働⼒がなくなって
しまい、周辺の⼤学に派遣していた医師を本院に戻すようになった。これが「貸しはがし」
である。このことにより地域によっては中核病院を失うところもでてきた。これが新臨床
研修制度の最⼤の弊害である。 
 
第五節  個の利益と公の利益の⽐較考量 
 第三節と第四節においてみてきたように、医局という制度は主任教授が絶対的な権⼒を
握っているがゆえに閉鎖的であり、個⼈というものをないがしろにしてしまう危険性をは
らんでいた。また、主任教授が⼈事権を握っていたため⾦銭的な利権が絡む問題も⽣じて
いる。北海道⽴札幌医⼤形成外科が網⾛管内の⺠間病院に派遣した医師数⼈の報酬を、実
際に勤務せずに受け取る｢名義貸し｣を⾏っていたことが明るみに出た。さらにこの名義貸
しを数多くの⼤学病院が⾏っていたことがわかり⼤きな社会問題となった。その後医局の
権限が制限され医局の権⼒は急速に失墜していった。そこに追い討ちをかけるかのように
臨床研修制度が導⼊された。研修医は教育体制がしっかり整った病院へ⾏くようになり、
研修医という労働⼒が減った医局は、関連病院に派遣していた医師をひきあげ、そのこと
が地域の医療を逼迫している。そこで、臨床研修制度により崩壊した医局制度を再構築し、
機能強化することにより地⽅の医師不⾜が今よりも改善されるのではないかということを
検討してみたい。 
 医局機能を強化することにより、研修医が医局に集まることで、派遣していた医師を本
院に呼び戻す必要がなくなるので、地⽅の医師不⾜をある程度解消できると考えるがこの
ことに対しては異論がある。 
 まず、医局における研修は形だけのものが多く、専⾨の教育係がいるわけではなく、先
輩の医療⾏為を⾒て⾃ら学んでいくという古い⽇本の徒弟制度のようであるために⼗分な
臨床指導を受けられない。その⼀⽅、⼀般病院での研修においては待遇も⽐較的よく、臨
床重視であるので、研修医は様々な経験をつむことができ、⽇本の医療⽔準の向上につな
がるため医局制度よりも臨床研修制度のほうが優れているとするものがある。しかし、研
修指定病院は、若い研修医を育成するというよりも、使い捨て可能な労働者としてしかみ
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ていない。このことは、研修医の⻑期的な育成戦略が⽤意されていないことを⾒ればわか
る(⼩松 2008:140)。また、⼀般病院で⾼度な医療を提供している病院はそう多くはないた
め、どこかの医局に属して研修を受けたほうが良いと考える。さらに、アメリカにおいて
も同様の研修⽅式を導⼊した経緯があるが、あまり臨床に役⽴つ医者を育てられないとい
う判断があったためすでに廃⽌されている(⽶⼭ 2008:108)。つまりアメリカにおいてすで
に効果がないということが実証されているものを導⼊して、効果が期待できると⾔ってい
るにすぎない。また、医局の教育制度に対する批判については、法律などにより制度を整
備することにより解消されることとなるので、医局制度を否定する決定的なものとはなり
えない。 
 次に、医局は排他性があり、他の医局の医師との交流がほとんどないために、他の医師
との医療のレベルの⽐較が難しく、⾃⼰の医療技術に満⾜してしまい結果的に医療技術の
低下が懸念されるといった批判がある。確かに、現在の医局には他の医局の医師から⼿術
を教えてもらったり、患者を送ったりすることを裏切り⾏為とみなすような⾵潮があり、
排他性があり、閉鎖的であるとも⾔える。そのような中で 2002 年、ある⼤学の分院でクッ
シング症候群の⼥性患者が臓器を⾒誤った執⼑医にすい臓の⼀部を切除され四週間後に死
亡するという事故が起きた。驚くべき点は、医局員⼀同がこの⼿術ビデオを⾒ても誰もす
い臓に傷つけたことに気づかなかったことだ。これは他の施設との交流がないために⾃ら
の医療技術の⽔準を知らなかったがために起きたとも⾔える。このことがあってから院内
の管理体制を整備するようになり、医局の閉鎖性を無くす動きが出てきている。それでは、
臨床研修制度においては他の医師とのレベルの⽐較ができるのかという点を考えてみると、
臨床研修制度は、⼆年という短い期間の中で各診療科をまわり広く学ぶので、レベルを⽐
較できるほどその専⾨性を持ち合わせているとは⾔い難い。⻑期的な教育戦略が⽤意され
ていない臨床研修制度よりもむしろ、医局制度を維持してそこにおいて他の医局と交流を
持ち、評価する制度を整え、その技術を⾒られるようにすれば医局にとって良い刺激とな
り医療⽔準の向上が期待できる。そのためこの批判もあたらないと考えられる。 
 また先に述べた、実際には医師を派遣していないにもかかわらず派遣したように装って
報酬を受け取る｢名義貸し｣の事件であるが、何故この事件が起こったのかというと、病院
が定められた基準を満たすために医師を確保する必要があるからである。従来、地域の病
院へ医師を派遣するのは⼤学の医局が中⼼となって⾏っていた。そのため、医師の派遣を
要請する病院が医局の主任教授に⾦品を渡してその⾒返りとして便宜を図ってもらうとい
うことが起こった。そのため医局制度を強化するのは癒着体質をさらに強めるという批判
がある。だがこの問題は、医局の主任教授がどこの病院へ誰を派遣するか決定できる権限
を持っていたために起こったのである。そのためこの決定権を主任教授から⼤学病院へと
委譲すれば解決される。 
 また、医者を派遣することに関してであるが、基本的には中堅とよばれるある程度経験
豊富な医者を派遣することにより、医師不⾜に悩む病院は診療科を閉鎖せずに継続するこ
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とができるということがでてくる。確かに、中堅の医師といえば医局に残っていれば助教
授の座も⾒えてきて、研究にも⼒を⼊れる時期である。だが、ミクロではなくマクロの視
点で医療現場を考えたときに、医療というものは国⺠にとって不可⽋なものであり医療へ
のアクセスに格差がでないことは重要なことである。そこでこの⼆つの要請に応えるため
に教授、助教授になるためには僻地医療経験を必須としたり、臨床での経験や技術を重視
した評価をすることなどが考えられる。これらのことを実効性のあるものとするためには
医局の機能を強化し、魅⼒あるものにする必要があると考える。 
 
第六節  結論 
 医療格差の問題は⼈の命に関わる問題であり、すべての⼈が考えていく必要のある問題
である。病気になったときあるいは怪我をしたときに、⽇本全国どこでもある⼀定⽔準以
上の医療を受けられること、また受けられるという安⼼感は国⺠⽣活の中でもっとも重要
なものの⼀つといっても過⾔ではないように思われる。そのような中で病院・医師の偏在
はこの根幹を揺るがすものであり、早急に解決されるべき問題である。 
 確かに現在の医局制度には批判され、改善すべき点が多くあることは第三節で⾒たとお
りである。そして、臨床研修制度は⼀⾒、医局制度の問題点を解決し、医療⽔準を向上さ
せるように⾒える。しかし必ずしもそうはならないことは第五節で述べたとおりである。 
 医療費というものは、国⺠からの保険料・国庫負担によりまかなわれている。このこと
を考えたとき、医療というものを市場原理に任せたときに外部不経済の問題が必ず⽣じる。
つまり、医療というものが公共性が⾼いために、競争の原理とは相容れないものだという
ことができる。そして公共性が⾼いものに関しては、ある程度国が介⼊し、あるべき姿に
是正していく必要がある。そこで現在問題となっている医局の制度の問題点に関しては法
律などにより整備をしていくべきである。そして、そう考えたときに研修医の確保に市場
原理が働く臨床研修制度を廃⽌して医局の機能を強化することは妥当であると考えられる。 
 
参考⽂献 
⽶⼭公哲(2008)『医療格差の時代』,ちくま新書 
⼩松秀樹(2008)『医療の限界』,新潮社 
川渕孝⼀(2008)『医療再⽣は可能か』,ちくま新書 
⼀圓光彌(2003)『医療保障論－現状・課題・展望』,光⽣館 
辻哲夫(2008)『⽇本の医療制度改⾰がめざすもの』,時事通信社 
⾓瀬保雄(2007)『⽇本の医療はどこへいく－「医療構造改⾰」と⾮営利・協同』,新⽇本出
版社 
柿原浩明(2006)『⼊⾨ 医療経済学』,⽇本評論社 
レジナ・E・ヘルツリンガー著、⽵⽥悦⼦訳(2009)『⽶国医療崩壊の構図－ジャック・モー
ガンを殺したのは誰か？』,⼀灯舎 








「同⼀（価値）労働同⼀賃⾦」原則を導⼊すべきか 
阿部真由⼦ 


 


第⼀節 序論 
 格差を測る場合に最も⼀般的に使われるという所得に関するデータの⼀つ、厚⽣労働省
の発表する「所得再分配調査」によると、再分配後所得のジニ係数は１９８１年に０．３
１４であったのが２００５年には０．３８７と上昇しており、所得分配の不平等化が進ん
でいることがわかる。このような格差の拡⼤には⻑期にわたる不景気やその影響を受けて
の失業率の上昇など、様々な要因が考えられる。ここ数年で急激な変化を遂げた雇⽤シス
テムについても、重要な要因の⼀つと⾔えるだろう。雇⽤システムの⼤きな変化としては、
⾮正規雇⽤労働者の増加が挙げられる。パートタイマーや契約・嘱託社員、アルバイト、
フリーター、派遣社員、請負労働者など、⾮正規雇⽤の形態の多様化とともにそこに従事
する労働者の数も年々増えている。総務省の⾏った「労働⼒調査」の結果より、⾮正規雇
⽤労働者の⽐率は１９９０年の２０．０％から２００８年には３３．９％と、３⼈に１⼈
以上の割合にまで増加していることがわかる。 
 低賃⾦のために多く利⽤するほど労働コストの削減となり、社会保険の事業主負担もな
く、必要な時期にはその数を容易に増やすことも可能であり、また解雇も容易にできる。
このようなメリットから不景気の影響を受けた企業は⾮正規雇⽤労働者を多数利⽤するよ
うになった。しかし、正社員と⽐べるとその労働条件には明らかな差がある。次節で詳し
く述べるが、賃⾦については、平均⽉収は正規雇⽤労働者が３４万８１００円であるのに
対し、⾮正規雇⽤労働者は２２万１３００円と正規雇⽤労働者の６割程度1しかない。正規
雇⽤労働者に⽐べ、⾮正規雇⽤労働者は労働時間が⽐較的短いということもあるが、賃⾦
額を引き上げると雇⽤の機会が狭まる可能性があるため、低い賃⾦設定がなされているの
である。この賃⾦格差が「ワーキングプア」＝働く貧困層を⽣じさせている。ワーキング
プアの定義としては様々な説があるが、⼀般的には、フルタイムあるいは正社員並みに働
いているのに収⼊が少ないため、⽣活の維持が困難なほどで、いつまで経っても⽣活保護
⽔準の暮らしから脱却できない⼈を⾔うと考えられている。東京都２３区の標準世帯の⽣
活保護⽔準１９４万６０４０円をもとに年収が２００万円に満たない⼈の数をあげると、
現在１０００万⼈を超えているという。実際に派遣社員として働く⼈々は、その７割近く
が⽣活に苦しいと感じており、仕事にあった賃⾦が⽀払われていると感じている⼈はわず
か２割余りとなっている2。同じくパート等労働者についても、⾃分達と同じ仕事を⾏って


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z05/index.html 
（厚⽣労働省「平成１７年賃⾦構造基本統計調査（全国）結果」） 
2 http://haken-net.or.jp/modules/tinyd4/content/hsen_200604.pdf 
（派遣労働ネットワーク「２００６年派遣スタッフアンケート集計結果報告」） 
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いる正社員がいると感じている⼈がおよそ６割おり、その中の６割の⼈が同じ仕事を⾏う
正社員より低い賃⾦設定がなされていると感じている。また、パート等労働者の賃⾦決定
の際に考慮する要素として、「同じ地域・職種のパートの賃⾦相場」を挙げた企業が７割
以上を占め、「同じ職種の正社員の賃⾦」を挙げた企業は１割少々である。そして８割以
上の企業が、職務がほとんど同じ正社員とパート等労働者との間に１時間当たりの賃⾦額
に差があるということを認めている。3 


このような賃⾦格差の是正のため、同じ仕事・同じ責任の労働者には⼀時間あたり同じ賃
⾦を⽀払う、「同⼀（価値）労働同⼀賃⾦」の原則を導⼊すべきか否かについて検討した
い。これは労働時間や雇⽤形態による不公正な格差を排除し、職務評価によって賃⾦を決
定するという制度で、均等待遇の進んでいるアメリカやカナダ、ＥＵ諸国ではすでに⽤い
られている原則である。 
 


第⼆節 現在の賃⾦制度と同⼀労働同⼀賃⾦制度の相違点 
 戦後、⽇本は国⾃体が貧しかったことから労働者の働きぶりに応じて賃⾦に格差を付け
る余裕などなく、正社員で終⾝雇⽤というその年齢や勤務年数が増えるに従い賃⾦も上昇
する、年功序列⽅式が主流であった。⼈は年をとるとお⾦が多く必要になってくるという
「⽣活給」の考え⽅の影響を受けたものである。しかし、⾼度経済成⻑期を経て、労働者
側には平等主義によって⾃分の賃⾦が増えないことへの不満が出始め、企業側は賃⾦の⽀
払い能⼒が⾼まってきたことにより、能⼒主義・成果主義と呼ばれる⽅式を導⼊する企業
が増えた。その後、労働市場の規制緩和が進められ、成果主義⽅式の対象とならない⾮正
規雇⽤労働者が増加した。その結果、多くの企業内で賃⾦格差が拡⼤傾向にあるというこ
とが内閣府の「企業⾏動に関するアンケート調査」4から確認できる。調査対象である上場
企業の平均値ではあるが、最⾼賃⾦のグループと最低賃⾦グループの⼈の差額賃⾦が、３
０代以下についてみると２０００年には１．５６８倍だったものが２００５年には１．６
８９倍に拡⼤、成果主義を賃⾦総額の５０％以上導⼊している企業だけ取り出してみると
２０００年で１．６９９倍だったものが２００５年には１．９０９倍と、成果主義賃⾦と
所得格差拡⼤の因果関係を⽰している。この結果、みずほ総合研究所の試算によれば、男
性が⼀⽣を正社員として過ごした場合、⽣涯で得る賃⾦の総額は平均で２億３２００万円
であるのに対し、フリーターなど⾮正規雇⽤の場合の⽣涯賃⾦は、男性で６２００万円程
度（労働時間週２５時間）、その差は 2億円近くにものぼる。 
これらの原因は、⽇本の成果主義賃⾦制度について挙げられる賃⾦構造の特徴にあると⾔


える。まず第１は職務遂⾏能⼒と属⼈的要素という⼈要素をベースにしている点である。
⼈要素は賃⾦構造と昇給の２つの⾯で賃⾦のベースとなっているのだが、⽇本の場合、⼈


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexkr_39_1.html 
 （厚⽣労働省「パートタイム労働者総合実態調査」） 
4 http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/h16ank/zuhyo.html#fig_422 
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事考課の考課点の積み上げによって決定がなされるため、賃⾦レベルは現時点での価値・
貢献度ではなく、⻑期的な評価の決定を反映することとなる。すなわち⻑期勤続が前提と
される⽅法で、⾮正規雇⽤労働者にとっては不利なものである。また、組織内の評価によ
って賃⾦を決定し、外部労働市場における賃⾦を個⼈の賃⾦に直接考慮しない、すなわち
組織ベースの賃⾦決定を⾏う点も重要な原因の⼀つである。 
⼀⽅、同⼀労働同⼀賃⾦原則のもとでは、賃⾦構造と昇給の２つの⾯でベースとされてい


るのは職務であり、組織内外における職務価値の評価に基づいて賃⾦が決定される。昇給
には職務昇進が前提となるが、同⼀職務グレード内での昇給には成果・スキルなど⼈要素
が考慮され、現時点においての評価が反映されることとなる。賃⾦決定についても、個⼈
の賃⾦が組織内での担当職務の相対的な価値（職務評価）と外部労働市場における職務の
価値（市場賃⾦）の両⽅を考慮して⾏われる。よって賃⾦と職務価値との連動性が⾼まり、
雇⽤形態による差別などいい加減な賃⾦決定を防ぐ効果が期待できる。 
 


第三節 同⼀労働同⼀賃⾦原則に対する判例 
 同⼀労働同⼀賃⾦原則の導⼊に対しては様々な反対説があるが、これらの説の根拠と同
様のものを理由に、同⼀労働同⼀賃⾦原則に対する否定的な⾒解を⽰した２つの判例があ
る。 
 まず、⽇本郵便逓送（臨時社員・損害賠償）事件（⼤阪地裁判平１４．５．２２）にお
いて裁判所は、賃⾦は法令に反しない限り当事者の合意によって⾃由に決定されるもので
あること、労働の価値を同⼀か否か客観的に判断することは困難であること、賃⾦決定は
純粋に労働の価値によってのみではなく年齢・学歴・勤続年数・企業貢献度・勤労意欲を
期待する企業側の思惑等が考慮されるべきものであるため雇⽤形態の違いによる賃⾦制度
の違いも不合理とは⾔えないことを理由に、同⼀労働同⼀賃⾦原則が⼀般的な法規範とし
て存在しているとは⾔い難いとした。そして、４〜８年間にわたって契約を更新されてい
た期間臨時社員である原告らの、正社員との差額賃⾦相当額の損害賠償請求を、賃⾦格差
は労働契約の相違から⽣じる必然的な結果であってそれ⾃体が不合理なものとして違法と
はならないと述べ、棄却した。 
次に、那覇市学校臨時調理員事件（福岡⾼那覇⽀判平１５．１．１６）だが、これは⼩中


学校の学期ごとに２７年６ヶ⽉にわたり断続的に市に雇⽤されていた給⾷臨時調理員であ
る原告らが、同⼀業務を⾏ってきた正規調理員と同額の賃⾦が⽀払われていないことが違
法であるなどとして、不法⾏為に基づき年収・退職⾦の差額を市に対して請求した事案で
ある。これに対し裁判所は、⺠間企業でも公務でも同⼀労働に同⼀の賃⾦を⽀給してきた
わけではなくそのような⽀給形態は違法とされてきていないこと、客観的に労働価値を同
⼀であるか否か評価判定するにあたり⼈の労働というものが伴う性質上の著しい困難さか
ら同⼀労働同⼀賃⾦原則の実現が容易でないということを挙げ、同⼀労働同⼀賃⾦原則が
労働関係を直接規律する法規範にはならないとした。その上で、給⾷調理の業務に格別の
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相違がないことを認めつつも、採⽤⽅法の違いや休業期間中の拘束の有無、⻑期勤続を前
提としているか否かなど、臨時調理員と正規調理員の雇⽤形態の違いを理由に請求を棄却
した。 
以上をまとめると、同⼀労働同⼀賃⾦原則を否定する理由としては⼤きく２つ、①賃⾦決


定には労働内容だけではなく様々な考慮要素が加味されるものであるから雇⽤形態が異な
る場合の賃⾦格差は契約の⾃由の範疇の問題であること、②労働の価値を客観的に判定す
ることの困難さがあると⾔える。 
 


第四節 判例に対して 
 前節①において、賃⾦格差を契約の⾃由の問題とする根拠に、賃⾦決定には考慮される
べき要素が労働内容だけでないことが挙げられているが、同⼀労働同⼀賃⾦原則のもとで
あっても考慮される要素は労働内容だけではない。実際に原則を導⼊している各国の制度
を⾒ると、職務評価の際に考慮される「労働内容」には課される責任や必要とされる能⼒
など、外⾒上の労働内容だけではなく内⾯的な労働内容も重要な考慮要素とされている。
このような外国の制度を参考にすれば、同⼀の職務に従事する正社員と⾮正規雇⽤労働者
の間の賃⾦格差は、正社員に多少のプラスは考えられるが現在ほどのものとはならないと
考えられる。また、賃⾦格差を契約の⾃由の問題に収めている点については丸⼦警報機事
件（⻑野地上⽥⽀判平８．３．１５）を参考にしたい。この判例の中で裁判所は、原告で
ある勤続７〜２８年の⼥性臨時社員らに対する正社員との賃⾦格差を、不法⾏為と認めた
上で会社に対し差額賃⾦等を損害賠償として⽀払うよう命じた。同⼀労働同⼀賃⾦原則の
⼀般的な法規範としての存在を認めることはしていないが、この原則の根底にある均等待
遇の理念に反するような賃⾦格差は使⽤者に許された裁量の範囲を逸脱したものであると
し、原告らの賃⾦が同じ勤務年数の⼥性正社員の８割以下となるときは公序良俗違反とし
て違法となるという基準を作った。しかし、⼥性臨時社員と正社員の勤務時間・⽇程は同
じであり、労働内容も外形的にも帰属意識という内⾯においても同じであったというよう
に、前節の事例とは異なる重要な点がある。そのため、前節の事例においては当該事例の
ような判断を得られなかったのだろう。とはいえ、⾮正規雇⽤労働者の数が増え賃⾦格差
も深刻になってきている現在においては、この丸⼦警報機事件での判例をより柔軟に様々
な事例で適⽤すべきである。 
 前節②の労働価値の判定における困難さについても、外国の制度を参考にしたい。イギ
リスで最も多く⽤いられているポイントファクターという制度は、職務を主要な要素に分
けて要素ごとに相対的な重要性を評価し、点数で表している。各要素に対する点数を⾜し
ていったものが職務全体の価値とされるのだが、組織内部の相対的評価と外部労働市場で
の職務価値が同様に⽐較・考慮されるため、公平感の達成を実現している。また、点数法
で賃⾦決定を⾏えば客観的であるというイメージをつくりやすく、従業員を納得させやす
いというメリットもうまれる。職務を要素ごとに分ける段階においても、これはアメリカ
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での⽅法であるが、例えば責任については「〜を〜のために〜する」という形式でいくつ
も書き表し（ex.「種々の事務を上司のために遂⾏する」）、それに対する具体的職務⾏動
（任務）を書き表す（ex.「上司の業務時間の配分が効果的となるように会合をセットする」）、
というように⼀つ⼀つをリストアップすることによってより客観的な分析を実現している。
実際に、在⽶⽇系企業では職務評価によって同⼀労働同⼀賃⾦が実現されているという。 
 具体的な職務評価⽅法として、次節ではアメリカで⽤いられている賃⾦制度について述
べることにする。 
 


第五節 アメリカの職務評価制度 
 アメリカの賃⾦管理は、同⼀業務を担当する者同⼠の賃⾦は同⼀にすべきであるという
＜内的公正の原則＞、内的公正を維持しつつも働きぶりによってある程度の賃⾦の差は認
めるべきだという＜個⼈間公正の原則＞、世間相場の賃⾦を⽀給すべきであるという＜外
的公正の原則＞の３原則をふまえることによって従業員の納得性を⾼めている。以下が賃
⾦決定の⼿順である。 
ⅰ）職務分析 
  職務分析とは、特定の職務に関して職務内容の詳細や職務遂⾏の特徴を調べる作業の


ことを指し、⼤きく分けて２つの情報についての調査が⾏われる。２つの情報とは職務
関連事項と職務遂⾏必要能⼒事項のことで、職務関連事項とされるものには義務・効果
的職務⾏動・役割・コミュニケーションの範囲・課業・業務上の成果物・活動・作業環
境・成果基準・危険度・予測性・制約度と裁量度・周期性・労働時間などがあり、職務
遂⾏必要能⼒事項には専⾨技術⼒・概念的能⼒・経験度・管理能⼒・器⽤さ・交渉能⼒・
会話能⼒・リーダーシップ・記述能⼒・相談能⼒・数的能⼒・⼈間関係能⼒などが挙げ
られる。これらの情報収集は⾯接法・質問票・職務観察法・⽇誌法のいずれか、あるい
は実施コストを考慮に⼊れながらこれらを組み合わせた⽅法によって⾏われる。 


ⅱ）職務記述書の作成 
  上記の職務分析によって得られた情報を⼀定の様式に整理したものが職務記述書であ


るが、その様式は定められたものでなく企業によって様々である。記述内容は職務名・
職務内容の概要・職務の組織内での位置づけ・職務上の責務・職務遂⾏に必要とされる
知識や技能などが⼀般的である。中でも職務名の設定は、実態以上に良い職務名にする
と当該職務担当者の賃⾦に対する期待を⾼めたり世間相場の賃⾦を調べる際に⾼い賃⾦
⽔準にしたりしてしまう危険性があり、⼀⽅では当該職務担当者が誇りと思えるような
設定をする必要があるため、重要であると同時に難しい作業である。そこでアメリカで
は、単に職務内容だけではなく、企業内の他の職務との関係や他の企業の類似職務にも
配慮し、アメリカ労働省雇⽤訓練局より刊⾏されている「職業事典」を参考に慎重な設
定がなされている。 


ⅲ）職務評価 
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  職務評価の⼿法については、完璧なものであるとの判断が難しいため数多くの⽅法が
ある。職務全体の⽐較を職務対職務で⾏う序列法や職務対基本職務で⾏う分類法、職務
要素ごとの⽐較を職務対職務で⾏う要素⽐較法や職務対基本職務で⾏う得点要素法など
である。どの⼿法を利⽤するかは企業の⾃由であるため各企業の⼈事政策次第であるが、
ここでは得点要素法の⼀種で、世界４０カ国９０００以上の⺠間企業・政府機関・国際
機関・⾮営利団体などで利⽤されていると⾔われる「ヘイ・システム」について説明す
る。 


  「ヘイ・システム」における職務評価は以下の３つの基準に基づいて⾏われる。 
  ①ノウハウ 
  ノウハウとは職務を適切に遂⾏するために必要な知識・技能・経験の全てを指し、こ


れらの深さと幅が３つの要素ごとに段階分けされる。３つの要素とは専⾨的・技術的・
理論的・技能的・科学的な＜職務遂⾏能⼒＞、＜組織を管理運営する能⼒＞（資源の利
⽤計画の策定、組織化・統制化を⾏う能⼒など）、＜対⼈関係の能⼒＞で、以下の形式
のような評価チャートが作られ、それぞれのマス⽬に対応しているスコアが評価点とな
る。 


 


  ②問題解決 
  問題解決とは、職務遂⾏において必要とされる分析・評価・創造のための思考がどの


ようなタイプでどのような程度であるのかを⽰す。単純・定期的な職務に対する思考か
ら全く⾮定型的かつ抽象的に規定された⽬標の状況下での思考までの幅で段階分けされ
た＜思考環境及び思考の⾃由度＞と、思考の結論や成果が反復的であったり類型的であ
ったりするものから全く予想もつかない解決が求められるものまでの幅で段階分けされ
た＜思考における挑戦の程度＞の２つの要素から評価される。評価チャートはノウハウ
チャートと同様の形式で、それぞれのマス⽬にはパーセントの数値が⼊れられ、ノウハ
ウ評価点にこのパーセントを乗じたものがここでの評価点となる。 


  ③アカウンタビリティ 
  アカウンタビリティとは、＜職務遂⾏における裁量の幅＞（職務における⾏動がどの


程度規定されているか）、＜職務遂⾏において取り扱う⾦額＞、＜取り扱い⾦額と職務
との関連度＞の３要素から構成される、職務遂⾏の結果が企業活動の最終成果へ及ぼす
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影響の度合いの評価である。これはノウハウチャートと同様、評価チャートのマス⽬に
対応するスコアが評価点となる。 


  以上の⼿続で求められた３基準の評価点の合計が個々の職務の総合評価である。この
数値は職務の企業に対する責務の⼤きさを⽰すということから「ジョブ・サイズ」とも
呼ばれ、このジョブ・サイズの⼤きさに応じて賃⾦を決定するというのがヘイ・システ
ムの考え⽅である。 


Ⅳ）職務等級と賃⾦表の設定 
  職務評価によって測定された個々の職務価値を、賃⾦と結びつける作業である。得点


要素法においては、職務ごとに異なった点数が得られるため、通常は点数の近接してい
る職務を⼀つのグレードにまとめ、全ての職務がどこかのグレードに位置づけられるこ
ととなる。グレードの⾼低は職務価値の⾼低に対応しており、このようなグレード制は
職務等級制度と呼ばれ、各グレードに対して賃⾦の幅が設定される。この幅とは、各グ
レードに属する職務の世間相場賃⾦を調べ、その平均値を中間賃⾦として定められる。
同⼀職務の担当者であっても個々の働きぶりに異なる場合があること、未経験者や使⽤
期間中の者に最初から世間相場相当の賃⾦を⽀給するのは不適当な場合もあること、⻑
期勤続の者にある程度の上乗せは必要であることなどから幅が設けられている。賃⾦表
設定の際には、⺠間団体などの調査による賃⾦情報の購⼊・政府統計の利⽤・⾃社によ
る賃⾦調査・他社との合同による賃⾦調査、またヘイ・システムにおいてはヘイ・スコ
アを基準として同⼀産業・同格企業はもちろん産業や規模の異なる企業間での賃⾦⽐較
などにより、外的公正の原則を実現している。 


 


第六節 結論 
 これまで⾒てきたように、同⼀労働同⼀賃⾦原則はすでに諸外国でも多く導⼊されてい
る制度であるため、⽇本で導⼊するにあたり懸念される制度の仕組みについての様々な問
題は、これらの外国の制度を参考にし、それを元に⽇本にあった⽅法を⾒出すことが可能
であると考えられる。⽇本で重きをおかれていた「⽣活給」についても、正社員に対して
今ある家族⼿当や住宅⼿当としての⽀給はなくなるが、⻑期勤続することや成果をあげる
ことによって昇進・昇給が期待されるので、年を重ねればある程度の⽣活費は保障される
ことになる。これまでとは異なり、正社員は⾃然と⼿当分の給料が⽀給されるわけではな
いので、この原則を導⼊することによって正社員の勤労意欲をかき⽴てることにも繋がる
だろう。また、職務評価を通し、企業がどのような業務・能⼒を⾼く評価しているかも把
握することができるので、効率的な仕事への取り組みが期待できる。そして⾮正規雇⽤労
働者についても、現在のような雇⽤形態の違いによる賃⾦格差がなくなり、⼀⼈⼀⼈の労
働内容や勤労意欲、成果等が賃⾦決定に反映されるとなれば、⾃分の仕事に責任・誇りを
もってより意欲的に取り組むようになるだろう。そして何より、厳しい⽣活からの脱却が
期待される。最近、労働市場の再規制（特に派遣労働について）の必要性が唱えられ、改
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正案などがよくメディアで取り上げられているが、企業側の負担を考え、ある程度の⾮正
規雇⽤労働者についてはこのような賃⾦形態の⾒直しによる所得格差の是正も、⽇本社会
の格差を緩和する有効な⼿段となるのではないだろうか。 
以上より、所得格差是正のため「同⼀（価値）労働同⼀賃⾦」原則を導⼊すべきであると


考える。 
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サービス残業をなくすべきか 
貴⽥雄介 


 
第⼀節 序論 
⽇本では、企業は不況でも労働者を解雇せず、雇⽤の維持に努める。短期的な⽣産変動


に対して増員、解雇等の雇⽤調整より時間外労働の増減で対応する（労働省労働基準局監
督課 1983：19）。そして、この考えがある程度⽀持されていて、使⽤者も労働者も⻄欧と
⽐較して時間外労働に対する抵抗が少ない。フランスでは法律により時間外労働が厳しく
制限されているし、ドイツでは協定によって法律で定められた条件より厳しく時間外労働
が規制されている。どちらの国でも労働者の健康や⾃由時間を守るという考えがその根底
にはある。 
時間外労働⾃体も問題であるが、やむをえない場合もある。特に問題なのは時間外労働


があっても、その分の賃⾦が⽀払われない場合、つまりサービス残業が⼤きな問題である。 
サービス残業は「上司から残業命令を受けないのに労働者が⾃発的に残業を⾏い、（⾃発


的に⾏うため）残業賃⾦を請求せずにただ働きをする」というものが典型的なものである
（本多 森岡 1993：183）。⻑い間⽇本にはサービス残業が存在してきた。企業はサービス
残業をあってはならないものと考えているが、サービス残業は公然と⾏われているという
現実があり、それを黙認してきた（本多 盛岡 1993：21）。政府も最近までサービス残業の
存在そのものを否定してきた。 
1990 年代後半から不況によるリストラの増加に伴いサービス残業も増加した。労働者の


⼈数は減らすが仕事量は変わらないため、企業に残った労働者の仕事量は増える結果、時
間外労働が増える。しかし、不況のため企業は⼈件費にかけるお⾦がなく、その時間外労
働に対する⼿当てを⼗分に払えない。また正社員もリストラされるよりはいいとその時間
外労働をしかたないものと受け⼊れ、企業の財政状況から時間外労働⼿当ての申請をしな
い。このような状況から 1999 年以降サービス残業が増えている（櫻井 2003：12‐13）。 
 サービス残業の問題点は、サービス残業を⾏う正社員については⻑時間の時間外労働


から過労死や過労⾃殺の問題があり、健康が保障されていないことが挙げられる。そして
余暇など⾃由時間の少ないことも問題で、それに関連して家庭での時間が少なく家事や育
児をする時間が取れないのも問題である。 
上の正社員の問題の対極に失業者の問題がある。サービス残業を解消すれば、雇⽤が創


出されるという試算もある。事実、仕事⾃体はあるにもかかわらず、企業は新たに労働者
を雇⽤しようとはせず、その仕事を現に雇⽤している労働者に残業させて⾏わせる。その
ため、本来なら⼀定程度あるはずの新規雇⽤の枠が少なくなっていると考えられる。サー
ビス残業を解消することによりこれらの問題点が解決される。そこでこの論⽂ではまず第
⼆節でサービス残業の実態を⾒ていく。次に第三節でサ－ビス残業の問題点とサービス残
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業をなくすことによる効果を⾒る。そして第四節でサービス残業の原因を考える。第五節
ではサービス残業に対する政府のこれまでの施策について⾒ていく。第六節では政府によ
るサービス残業の施策にもかかわらず未だにサービス残業がなくならない理由と、企業の
⾔い分について考えていく。そして第七節で、それでもサービス残業をなくさなければい
けない理由とその⽅向性について考えて結論にしたいと思う。 
 


第⼆節 サービス残業の実態 
サービス残業の動向を正確に把握できる公式統計はない。しかし、間接的な⽅法として


労働者本⼈の申告をベースとする総務省「労働⼒調査」と事業所の賃⾦台帳をベースとす
る厚⽣労働省「毎⽉勤労統計」の労働時間を計算すればサービス残業時間を割り出すこと
が出来る1（⾨倉 2003：164）。それによると、2007 年時点で年間 326 時間のサービス残業
があることになる2（厚労省⼤⾂官房情報部 2008：3 総務省統計局 2008:134）。サービス
残業の推移は以下のグラフで確認することが出来る（⾨倉 2005：35）。 
 


 
（出所）厚⽣労働省、総務省の資料を基に筆者作成図を編集 
 
⽇本政府は 1992 年、欧⽶諸国の要請を受け年間総労働時間を 1800 時間に短縮する⽬標


を掲げ、5年間の時限⽴法である臨時措置法を制定した。その法律は⽬標不達成のため期限
が延⻑されたが、2006 年に期限切れで廃⽌された。そのときの廃⽌理由は労働時間年間 1800


サービス残業（年間）の推移


0 


50 


100 


150 


200 


250 


1981    90    2000 04
（年）


（時間） 


                                            
1労働者本⼈は真実の労働時間を報告するが、企業はサービス残業の分は報告しないため、両者
の差の部分がちょうどサービス残業にあたると考えられる(⾨倉 2003：164-165)。 
2毎⽉勤労統計要覧と労働⼒調査に基づき計算。 
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時間の⽬標を達成したためである。しかし、その根拠となる調査は毎⽉勤労統計要覧3であ
り、労働⼒調査4によれば2005年時点でもサービス残業361時間を含む労働時間は年間2163
時間であり、⽬標とする年間 1800 時間は達成されていない。また労働⼒調査によれば 2007
年時点でも総労働時間は 2137 時間であり、いまだに⽬標は達成されていないのである。 
また、少し古い調査だが、社会経済⽣産性本部が 2002 年 9 ⽉に⾏った裁量労働制ならび


に労働時間管理に関する調査ではサ－ビス残業があると答えたのが全体の 63.9％であった
5（諏訪 2003：46）。また全労働者労働組合が組合員の労働基準監督官に対して⾏ったアン
ケートによると⽴ち⼊り調査などの際、不払い残業と考えられる事案があったか？という
質問に、75％もの⼈が「よくある」「時々ある」とこたえている（諏訪 2003：43）。それら
の結果からもわかるようにサービス残業は広く⾏われており、⽇本では労働者⼀⼈平均年
間 300 時間を超えるほど恒常的に⾏われてきた（清⼭ 2003：75）。しかし、それに対して
政府はサービス残業の事実を認めず、消極的な対応しかとってこなかった。企業は、サー
ビス残業をあってはならないとしつつも、現実にはしかたないものとして黙認している6。 


今回は対象範囲をひとつの労働時間制度に限って考察することはしない。その理由は⼆
つある。⼀つはデータの不⾜である。サービス残業を公式にはかった統計は存在しないた
めサービス残業全体から労働時間制ごとの割合を調べるのは困難だからである。もう⼀つ
はサービス残業全体を対象としてより広くこの問題について考えたいという思いである。
ここまでで⽇本においてサービス残業が広く⾏われていること確認した。次節でサービス
残業の何が問題なのかを明確にする。 
 


第三節 サービス残業の問題点とサービス残業をなくすことによる効果 
サービス残業をする労働者にとっての問題点は、サービス残業をすることにより家庭の


時間がとれず家事や育児をすることができないことが挙げられる。また、サービス残業に
よる健康被害も⼤きな問題である7。 


そして、サービス残業をなくせば雇⽤を創出できることから8、サービス残業を黙認して
いる状態というのはそれに伴う失業をも認めていることになる。そのため失業者にとって
もサービス残業が慢性化している状態は問題であると考えられる。以上のような問題点が
サービス残業には存在する。 
続いて、それに対応してサービス残業をなくすことによる効果を⾒ていく。サービス残


                                            
3 前出 
4 前出 
5 対象は⼈事担当。回答 407 社。 
6 前出 ⼀節 
7時間外労働が 45 時間を超えて⻑くなるほど、業務と脳・⼼臓疾患の発症との関連性が⾼まる（森 
2004：89）。 
8 2003 年第⼀⽣命経済研究所試算に基づく 
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業をなくすことのなによりの魅⼒は雇⽤の創出による失業率の低下である。2003 年 6 ⽉に
出された第⼀⽣命経済研究所の試算によれば、サービス残業をなくしその分の労働時間を
新規雇⽤に振り替えられれば、全産業で 161 万 6000 ⼈の雇⽤を⽣み出し、完全失業率が 2.4
ポイント低下する。そして雇⽤環境改善・サービス残業時間の削減で個⼈消費が 5.1％回復
するとしている（⾨倉 2003：167）。また、サービス残業をなくすことにより正社員の健康
が保障され家庭での時間や余暇時間も確保されると考えられる。 
ここまでで、サービス残業の問題点とサービス残業をなくすことによる効果を⾒てきた


が、サービス残業のどこが問題なのかをより明確にしたい。サービス残業には⼆つの問題
がある。⼀点⽬は法定労働時間を超えて⻑時間労働をさせられる点である。これにより正
社員の健康被害や⾃由時間が失われるという問題が出てくる。⼆点⽬はその⻑時間労働に
対して賃⾦が⽀払われていない点である。私の問題関⼼は特に⼀点⽬にある。しかし、⼆
点⽬を問題として残業代を⽀払わせることを求めていくことにより⻑時間労働を解消する
ことができる場合も多い。それは賃⾦を⽀払うことが難しい場合、企業は残業を規制しよ
うとするからである。そこで、残業による割増賃⾦を⽀払える場合、つまり新たに正社員
を雇⽤する資⼒がある場合、⽣産性の観点から新たに正社員を雇⽤するほうがいいと判断
すれば新規雇⽤を⾏い⼀⼈当たりの業務は軽減する。その場合、割増賃⾦を⽀払わせるよ
うに企業に説得していくことにより第⼀点の⻑時間労働⾃体も改善する。 
しかし、賃⾦を保障するように求めていくだけではサービス残業を解消できない場合も


ある。例えば、賃⾦を⽀払いたくない企業は形式的には時間外労働を認めず労働者を退勤
させる。しかし、⼀⼈当たりの業務量⾃体は減らないため結局仕事を家に持ち帰ってしな
ければならず、労働者の負担は減らない場合がそうである。この例でもわかるように、賃
⾦を⽀払わせることのみを重視すると、企業での残業から家での残業に残業が質的に変化
するだけに終わる危険性がある。すなわち、サービス残業の実態がさらに⾒えにくくなり、
⾵呂敷残業のような悪質なサービス残業を増やす結果に終わるのである。 
この節でサービス残業の問題点を把握し、問題をさらに細かく⾒てみた。問題点を⾒る


限り不利益しかないようなサービス残業がなぜ横⾏するのか？第四節でサービス残業が横
⾏する原因についてみていく。 
 


第四節 サービス残業の原因 
サービス残業の原因には以下のようなものがある。まず⼀点⽬は企業の財政上の理由で


ある。⽇本の多くの企業ではあらかじめ残業賃⾦が⽀払われる限度額が事実上決められて
いる場合が多い。そして、1990 年以降は不況のためにこの⽀払い限度額が減少しているの
である。このため労働者は企業に対して残業賃⾦の申請が出来ないことがある。また、き
ちんと申請しても上司に申請額を書き換えられたりして、正規の残業賃⾦がもらえないこ
ともある。 
次に⼆点⽬は仕事量の多さ、労働時間の⻑さである。1990 年代後半以降企業は不況から
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⼈件費などのコスト削減の必要性から⼤規模なリストラを⾏ってきた。それにより、会社
に残った正社員はリストラされた社員の業務も引き受けなければならず仕事量が増えた。
そのため規定時間内に仕事が⽚付かず、時間外労働を⾏わざるをえないのである。 
三点⽬は保⾝のためである。不況によるリストラ、不安定雇⽤の増⼤により正社員は雇


⽤不安を抱えている。そのため雇⽤を維持するため、または待遇悪化の不安から残業賃⾦
の申請を⾏わない、つまり⾃⼰規制をしている場合がある。 
四点⽬は残業に対する実績を要求されることによる。残業をしたからといって直接収益


や⽣産⾼には結びつかない。労働者は使⽤者から実績をあげるように普段から⾔われてい
るため、実績をあげるために⾏う残業については賃⾦を請求しないのである。これは時間
給概念9が薄いと⾔い換えることもできる。⻄欧ではこの時間給概念が発達しているためこ
のようなことはない。⽇本では近年、成果主義や能⼒主義が強く叫ばれているため労働者
に成果を要求する圧⼒は強まっていると考えられる。 
五点⽬は職場の雰囲気である。他の部署や同僚と⽐較してみんなサービス残業をしてい


るから⾃分もサービス残業をするというものだ。これは三点⽬とも関連する。そして、⼆
点⽬から五点⽬についてはその背景に能⼒主義や成果主義がある。 
アンケート10によるとサービス残業をする理由は個⼈に課せられたノルマ達成が 44.7％、


みんながサービス残業をやっているが 22.4％、残業⼿当を請求しにくい雰囲気が 19.8％と
なっている（櫻井 2003：14）。ノルマ達成は上記で挙げた⼆点⽬の仕事量の多さに対応す
る。⼆つ⽬のみんながサービス残業をやっているは、五点⽬の職場の雰囲気に対応してい
る。三つ⽬の残業⼿当を請求しにくい雰囲気は⼀点⽬の企業の財政や三点⽬の保⾝のため
や五点⽬の職場の雰囲気と対応している。また企業側の要因として11、労働時間を把握して
いないが73.3％、⾃⼰申告制の不適切な運⽤が72.7％、時間外労働⼿当ての定額制が70.3％、
管理監督者の範囲の不適切な拡⼤が 60.9％となっている（森 2004:85）。これはサービス残
業の原因の⼀点⽬の財政上の理由に関して、不況のためサービス残業を払えないという企
業の苦しい状況を反映したものだろう。この節では原因を⾒てきたが、次の節でサービス
残業に対してどういう施策がとられているのかを⾒ていくことにする。 
 


第五節 サービス残業に対する施策 
この節ではサービス残業に対する政府の取り組みについて⾒ていくことで、サービス残


業をなくすために必要なことを考えていきたい。政府はこれまでサービス残業の事実を認
めてこなかった。しかし、⻑引く不況下での深刻な雇⽤・失業問題のため、ワークシェア


                                            
9 労働時間に対応して賃⾦が⽀払われるという考え⽅ 
10 出所 「98 年連合⽣活アンケート調査報告」『れんごう政策資料』第 115 号（1999 年 1 ⽉ 29
⽇）および「2002 年連合⽣活アンケート調査結果」（2002 年 12 ⽉） 
11 資料出典 全労働省労働組合「サービス残業・⻑時間労働を⽣み出す構造とあるべき改⾰⽅向」
（平成 15 年） 
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リングの⼀つとして、残業時間の削減による雇⽤創出効果に注⽬し、2000 年以後サービス
残業の広範な存在を公式に認め積極的に規制していくことに政策を転換した（清⼭ 2003：
75）。厚⽣労働省は 2001 年 4 ⽉「労働時間の適正な把握を求める通達」を出し、全国でサ
ービス残業の是正強化に取り組んだ。そこでは使⽤者の責務として労働者の安全や健康に
配慮し、適正な労働時間管理をすることが求められた（櫻井 2003：18）。また、同省は「賃
⾦不払い残業総合対策要綱」「賃⾦不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する
指針」を出し、サービス残業解消のためには各事業所において適正に労働時間を把握する
ことが⼤切として｢労働時間適正把握基準｣(基発 339)を出した。そこでは、賃⾦不払い残業
は労働基準法違反であり使⽤者の責任であることを明⾔している（労務⾏政研究所 2003：
35‐36）。そしてこの基準に基づき各地の労働基準監督署は調査を強化し 2002 年 9 ⽉まで
の⼀年半でサービス残業させていた企業 613 社に対して不払い残業代 81 億円を⽀払うよう
⾏政指導を⾏った（諏訪 2003：46）。 
 


第六節 それでもサービス残業がなくならない理由 
2000 年以降の政府の施策は⼀定の効果をあげた。しかし、第⼆節でも述べたように 2007


年においても 326 時間のサービス残業があり、サービス残業が改善されているとは⾔いが
たい。なぜ、いまだにサービス残業は改善しないのか。まずは政府の政策の⽋陥について
述べる。 
まず、基発 33912が裁量労働制を適⽤除外としていることがあげられる（清⼭ 2003：85）。


裁量労働についている⼈のうち 48.9％の⼈がサービス残業を⾏っており、裁量労働制を適
⽤除外しているのは問題である（労務⾏政研究所 2003：46）。電通事件判決13により使⽤者
は基準の適⽤から除外する労働者についても、健康確保を図る必要性から、厳正な労働時
間管理を⾏う責務があるとされている（労働⾏政研究所 2003：38）。ここから、裁量労働
制が適⽤される労働者についても厳正な労働時間管理を⾏う責任が使⽤者には存在すると
考えられる。 
また司法処分の限界もある。労働基準監督官による臨検監督は⼆⼗年に⼀度出来るかど


うかという労働基準監督体制である（清⼭ 2003：85‐86）。すなわち、監督官の⼈数は 2800
⼈しかいないのである（清⽔ 2003：17）。そして未払い賃⾦の時効は⼆年である。そこで、
企業の経営者はサービス残業が発覚するリスクおよび発覚したときの経済的損失とサービ
ス残業させることによる⼈件費節約効果を⽐較したときサービス残業をなくそうとは思え
ない（清⼭ 2003：85‐86）。さらには、たとえサービス残業が発覚したとしても、是正指
導に従えば基本的に問題ない。そのためどうしてもサービス残業を積極的になくそうとは
思えないのである。また、2001 年 4 ⽉以降の労基署の指導に対して不払い残業を⼀旦は⽀
払ったが、その後、返還命令を出し回収したという東芝の例もあり、これも司法処分の限
                                            
12 前出 第五節 
13 電通事件 最⾼裁⼆⼩ 平 12．3．24 判決 
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界の⼀つである。 
そして最も重要なことは、適正な⼈員配置をしていなければ労基署が是正勧告を強化し


ても会社での残業が減るだけで、仕事の持ち帰り（⾵呂敷残業）が増えるだけということ
である（諏訪 2003：43）。これは三節で細かく問題把握をしたところと関わる。 
しかし、適正な⼈材配置の必要性にもかかわらず新規雇⽤が出来ない、正社員にサービ


ス残業をさせざるをえないという企業の苦しい⽴場もある。アングロサクソン（英⽶）型
と⽇本の労働時間制度は市場決定型である（⻄村 2006：4；C.メッセンジャーから孫引き）。
そのため⽣産性向上を最重要視し、⽣産性を向上するために労働条件が悪化する危険があ
る（⼤須賀 下⼭ 1998：164）。そして、サービス残業で⽇本の国際競争⼒が強くなってい
るのは否定できないのである（⾨倉 2003：168）。企業経営者は労働者を⼆つに分けて考え
る。⼀⽅は 120％企業に貢献している「精鋭」、もう⼀⽅は 80％しか企業に貢献していない
「そこそこの⼈」である。ワークシェアは優秀な労働者の労働時間を削減し、⽣産性の低
い労働者の雇⽤を確保しようとするものである。そのため競争⼒が低下すると考える（熊
沢 2003：108）。そして、サービス残業を⾏う企業側の⾔い分もこの考え⽅を反映するよう
なものである。「不況の中、残業代を額⾯通り払えばつぶれる企業が出てくるのは確実。」「価
格下落の中で残業代を補うだけの売り上げを確保することは事実上困難。」（清⽔ 2003：17）。
経営が厳しい企業では残業代を⽀払えば会社が潰れてしまう。残業代を⽀払うことすら出
来ないのだから、新しく雇⽤することも出来ない。残業代を⽀払ったり、新しく雇⽤すれ
ば経営が困難となり、より多くの労働者が失業することになる。この考えでは残業をなく
して新たな労働者を雇⽤しようという動きは出てこない。 
以上のような企業の考え⽅を検討することなく、残業の法的規制、三六協定の厳格化、


残業割増率の引き上げを⾏うことは結果としてサービス残業増加に終わる危険性がある。
そして、政府施策の⽋陥もこの点にあると私は考える。なぜならば、政府はサービス残業
を使⽤者の労働基準法違反ととらえており、使⽤者にその司法的責任を問えば問題は解決
すると考えている節がある。しかし、第三節でも確認したように、企業に賃⾦保障を求め
て、それに違反した企業や使⽤者に司法的処罰を与えるだけでは不⼗分である。そのため、
使⽤者や企業の責任を問うだけでは問題解決は望めない。国際的な競争や成果主義能⼒主
義を推し進めているのは政府にも⼀定の責任があり、そこに⽴ち⼊ることなしにこの問題
は解決できないのである。そこで、企業の責任も問いながら、政府や社会全体のあり⽅を
問うことでサービス残業の解決を⽬指していきたい。第七節でサービス残業をなくすため
には何が必要かを考えていく。 
 


第七節 サービス残業をなくすために 
ここまでで、サービス残業の原因把握を⾏ってきた。それによれば、サービス残業は企


業が財政上の理由から残業に対して賃⾦が⽀払えないという問題である。⽣産性の向上の
ため⽣産性の⾼い労働者を残業させるが、その残業代さえ⽀払えない。そのため、残業を
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なくし、その時間を⽣産性が低い労働⼒に置き換えることはされない。⽣産性を向上させ
ることが労働者にも資することとして考えられている。 
しかし、本当にそれでいいのだろうか？本当に労働者のためになっているのだろうか？


私はそうは思わない。労働者を能⼒主義の下でふるいにかけ⽣産性が低いとされた労働者
は⽣産性向上のために犠牲となる。労働者のためというときの労働者とは「⽣産性の⾼い
労働者」のことをいい、そのために⽣産性の低い労働者の犠牲は必要だと考えているので
はないか？それにより、三節に述べた問題点が発⽣しているとすれば、⽣産性が⾼い労働
者にとってもよくない。そしてなにより、⽣産性が低いとされ切り捨てられた労働者はど
うするのか。 
私はサービス残業の問題は何を優先するかの問題だと考える。⽣産性の向上を理由に企


業は能⼒主義や成果主義を掲げリストラやそれに伴うサービス残業を推し進めてきた。仮
にそれにより国際的な競争⼒が強まっているとしても、その結果正社員の労働環境が悪化
して健康状態が悪化し、最悪の場合は死にいたる。また、そうではなくても家事や育児の
時間や⾃由時間を含めた⽣活時間が減少するのは問題である。また、失業率の⾼さも同様
に問題である。競争⼒を強めるためにそれらの問題を無視しているとも⾔えるのである。
労働者の健康や⾃由時間を確保するという考え⽅は⻄欧的な考え⽅である。そのため⽇本
では受け⼊れられにくい考え⽅かもしれない。しかし、能⼒主義・成果主義に基づく競争
に敗れた⼈々の犠牲は仕⽅がないという姿勢で、⽣産性が向上したり国際競争⼒が強まっ
たりするとしてもそれは間違ったものだと思う。そして、⻑期的に⾒たらそのようなやり
⽅はいずれ破綻する。国際競争⼒を⾼めるためには⼿段を選ばず、そのために労働者の犠
牲をいとわないやり⽅は恐ろしいやり⽅である。⻄欧においてはそもそもサービス残業が
ほとんどない。まず労働者の健康や余暇をしっかりと保障して、それらと⽣産性は厳格に
区別する。時間短縮をして⾃由時間をしっかりとまもることにより⽣産性を上げようとい
う発想も存在する。⽇本は労働者の健康や⾃由時間を犠牲にすることで⽣産性を上げよう
としてきたが、それは間違っている。⾃由時間が失われたことでの損失や家事・育児に参
加出来なかったことによる損失などは数値で測定することは不可能であるが、確実に被害
を受けている⼈は存在する。⼈間の⽣活におけるそういう部分を⼤切にせずに企業の競争
⼒を最優先する⽇本のやりかたには違和感がある。サービス残業はしかたのないものとし
て黙認してきた企業や政府の責任は重⼤である。⻄欧の例を⾒ても健康や⾃由時間と労働
を両⽴させることは可能なはずであるし、しなければならない。 
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ホームレス雇⽤の義務付け 
杉本淳⾹ 


 


第１節 序論 
 ２００８年度における全国のホームレス数は、厚⽣労働省によれば１６０１８⼈である
（厚⽣労働省ホームページ「ホームレスの実態に関する全国調査結果」）。この調査は、
ホームレスの⾃⽴の⽀援等に関する特別措置法により、「ホームレス」の定義を「都市公
園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、⽇常⽣活を営んでいる者」
としてホームレス数を導き出したものである。 
 


しかし、この「調査は、各地域の担当者や協⼒者が路上で「⽬視」するという形で
⾏われたが…⽀援団体からも「少なくともこの倍はいるよ」といった声をよく聞いた。
これには、路上ホームレスの数を把握することが、そもそも難しいという事情も絡ん
でいる。テントなどを張って住んでいるホームレスは数えやすいが、決まった寝場所
を持たない⼈々をどう数えるかはそう簡単ではない。きっちりブルーシートで覆われ
たダンボールハウスの中に何⼈いるかは、外からは分かりにくい。調査する時間帯に
よっても違ってくる。こうしたことから、路上ホームレスの数は、あくまで⼤まかな
⽬安として考えておいた⽅がよさそうである」（岩⽥ 2007：104）。 


 


つまり、実際には統計で数えられるより多くのホームレスがいると考えられそうである。 
 ホームレスはなぜホームレスになったのか。その主な理由として挙げられるのは、①「⽣
活保護などのセーフティネットが上⼿く機能していないこと」②「安定した就労先がない
こと」であろう。①について検討してみると、⽣活保護は⽣活保護法第１条、第２条、更
に⾔えば憲法第２５条を根拠として派⽣するものである。これは、⽣活に困窮する国⺠が
いれば国は差別することなく⾯倒を⾒なければならないというものである。それなのにな
ぜホームレスが存在するのかと⾔えば、全国の福祉事務所でいわゆる「⽔際作戦」が横⾏
しているためである。⽔際作戦とは、⾏政が⽣活保護申請希望者に対してできるだけ申請
させないように働きかけることである。ホームレスに焦点を当てるならば、「あなたはま
だお若いじゃないですか。まだ働けるでしょう」「あなたには住む家がないじゃないです
か。住所のない⼈には⽣活保護はかけられませんよ」（⽣⽥ 2007：129）などと⾔われ追い
返されているということである。しかし、「⾏政は⻑年…⽣活保護の適⽤は「住所があっ
て」「６５歳以上」の⼈に限るという⽅針を採ってきた。（しかし）実はこれは法律的根
拠が全くないただの「慣例」である」（同上）。つまり、根拠のない違法な制限によって
⽣活保護が受けられずにホームレスになっていくケースが少なくないと考えられるのだ。
この①の問題点に対しては、⽔際作戦に対処する⽅法を検討することで解決が図られると
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考えられる。⼀⽅で⽣活保護に法的根拠があり、他⽅で⽔際作戦に法的根拠がないのであ
るから、後は法律が適正に適⽤されるよう是正すればよいのである。 
 次に②について検討する。現在厚⽣労働省が⾏っている「平成２０年度ホームレス対策
予算案」によれば、就業機会の確保のために⾏われていることは、１.⾃⽴の⽀援等に関す
る職業相談員の配置（⾃⽴⽀援センター設置地域の公共職業安定所に職業相談員を配置し、
ホームレス等に対し、きめ細かな職業相談等を⾏う）、２.⾃⽴の⽀援等に関する就業開拓
推進員の配置（⾃⽴⽀援センター設置地域の公共職業安定所に就業開拓推進員を配置し、
ホームレスの就業ニーズに応じた求⼈開拓や求⼈情報等の収集・提供を⾏う。また、事業
主に対する啓発活動を⾏う）、３.⽇雇労働者等技能講習事業（⽇雇労働者及びホームレス
に対して、技能労働者として必要な技能の習得、免許の資格等の取得を⽬的とした講習を
実施し、就労機会の確保を図る）、４．ホームレス等試⾏雇⽤事業（⾃⽴⽀援センターに⼊
所しているホームレスや常⽤雇⽤への移⾏を希望する⽇雇労働者を対象に、事業所におけ
る⼀定期間の試⾏雇⽤（試⾏雇⽤実施事業主に対しては奨励⾦を⽀給）により、ホームレ
ス等の新たな職場への円滑な適応を促進し、常⽤雇⽤への移⾏につなげる）、５.ホームレ
ス等就業⽀援事業（就業意欲のあるホームレスの就業機会の確保を図るために、就業⽀援
相談、ホームレスの就業ニーズに応じた仕事の開拓・提供や職場体験講習を実施する）、
である。しかし、野宿⽣活から抜け出せないホームレスも多い。それは何故か。その理由
は、「⾏政は様々な対策を⾏っており、選択肢を増やした意義は確かに認められるが、そ
れらは残念ながら中途半端である上に現場の感覚から⾒てピントがずれている」（⽣⽥
2007：179）ためである。つまり、就労「相談」や「⽀援」、「施⾏雇⽤」などは⾏うが、
それらを利⽤して「安定した」就労先を⾒つけることはホームレス⾃⾝の努⼒の問題であ
る、という姿勢が⾒え隠れするのである。しかし実際にはホームレスの⼈達が努⼒をした
ところで「安定した」就労先が⼿に⼊ることはほとんどない（５．の就労も、各地で⼩規
模に実施されている公的就労があるものの、公園の清掃や除草など事実上低賃⾦の仕事が
多い）。それにも拘わらず、「⾏政は「失業対策事業は国として⾏わない⽅針である」…
として公的就労事業の実施・拡⼤を拒否し続けている」（⽣⽥ 2007：178）。つまり国が安
定した公的就労そのものを確保することはないのであり、そこにホームレス側が要求する
こととの決定的なずれがある。 
 以上のような事情を考慮し、私はホームレスの雇⽤義務付けは妥当であるとの⽴場に⽴
ち、それを妥当ならしめる理由を以下で検討していく。 
 


第２節  ホームレスの具体的な現状 
 ホームレスはどのような状況におかれているのだろうか。まず、どのような⼈達がホー
ムレスになるリスクを背負いやすいのか（あるいは皆平等にリスクを負っているのか）に
ついて述べる。 
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   岩⽥によれば、「現代⽇本で貧困に陥る可能性が⾼いのは「特定の⼈々」である。
…路上に出てくる経路としては、直前まで普通住宅で暮らしていてその家を失ってホ
ームレスになる場合（安定した常⽤職に就き、社会保険にも加⼊＝安定型）、普通住
宅からその他の住宅（労働宿舎）に移⾏して、さらにその他の住宅に住む条件さえ失
って路上の家に移⾏する場合（⽼荘宿舎型）、その他の住宅で⻑く過ごしてきた⼈々
がそこにも居られなくなって路上に来る場合（不安定な職業を転々とし、住宅も不安
定＝不安定型）の少なくとも三つの経路がある。…後者⼆類型は仕事がなくなったり
病気になったりしただけで簡単にホームレスになるのに対し、安定型では借⾦やアル
コール依存など複数の問題が絡まりあわないとホームレスのような貧困には⾄らな
い」（岩⽥ 2007：128〜140）。そして、「低学歴の者、未婚の者、離婚した者、離職・
転職した者が主に後者⼆類型に当てはまりやすい」（同 141〜152）。 


 


厚⽣労働省のホームレスの実態に関する全国調査報告書の概要によれば、路上⽣活に⾄っ
た理由は「仕事が減った」「倒産・失業」という、仕事のなさを理由とするものが約７割
を占めている。また、２００８年度の調査結果では記載されていないホームレスの年齢の
内訳は、主に中⾼年男性が中⼼で、４０代が２割弱、５０代が半数、６０代が３割を占め
ている（同 122〜123）。 
 次に、ホームレスになってしまった⼈達はどのようにして⽣計を⽴てているのかについ
て述べる。厚⽣労働省による２００７年の調査によれば、全国の「ホームレスの７０・４％
が仕事をしており、その主な内訳は「廃品回収」が７５・５％」である。「また、各種の
調査によると⼤阪市の野宿者の６割以上はダンボールや空き⽸を集め、それを業者に売っ
て⽣活している。…しかし、野宿者の多くがダンボール・アルミ⽸を１⽇集めても「なか
なか１０００円にはいかない」と⾔う」（⽣⽥ 2007：97〜98）。これでは「⾃⽴」など出
来る状況ではなく、ホームレス状態から抜け出すことはまず無理である。 
 


「⼤阪市の野宿者の…６割以上がダンボールや空き⽸を集めているということは、
⼤阪市内はダンボールとアルミ⽸集めですさまじい過当競争を展開しているというこ
とである。近所だけを探していても奪い合いになってしまうので、野宿者の多くは歩
いて、あるいは⾃転⾞で⾏ける距離なら、競争相⼿の少ない場所を探して近畿⼀円ど
こでも⾏く。こうして、２０キロメートル、３０キロメートルという距離を⼀⽇かけ
て歩き続ける。…（それらを）１⽇に「１０時間ぐらい」集めて１０００円程度の収
⼊を得る。…「仕事をするのがイヤ」どころかとんでもない低賃⾦重労働である。…
なぜ、そうするのかというと、ひとえに「他に仕事がない」からである」（⽣⽥ 2007：
99〜101）。 


 


しかし、「野宿者がアルミ⽸を集めるのを禁⽌する⾃治体が増えた。…全国の⾃治体でこ
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うした動きが起こると、唯⼀の収⼊源を禁じられた野宿者は路上で餓死してしまうしかな
い」（同 101〜102）。「ダンボールや空き⽸集めをしない少数派の⼈たちは、⽇雇い労働
の仕事を探したり、粗⼤ゴミを集めて業者に売ったり、⾃分で露店を開いたりしている。
中には新作ソフトの売り出しの⽇に時給１００円で徹夜で並ぶバイトをする⼈もいる（こ
れは最低賃⾦法違反である）。いずれにしても、全体として野宿者は「働きすぎ」なほど
働いている」（同 102〜107 要約）。しかし、どれだけ働いても野宿状態を脱するだけの蓄
えを⾝につけることが出来ないため、依然としてホームレス状態なのである。しかし、⾃
⽴⽀援センターに⼊ればよいというものでもない。「居住状態の悪さ（狭く仕切りも充分
でない部屋に多⼈数が収容される）によりプライバシー確保が難しく、禁酒を強いられ、
外出規制や⾨限もある。また、⼊所の際に⼆度と元の場所にテントを建てないという誓約
書を書かされるため、仕事が⾒つからないまま退所することになれば最悪の状態となる。
しかも現状ではそのような⼈が多数である」（⽣⽥ 2007：170）。 
 ホームレスは他にも様々な問題に直⾯している。それは「悪徳業者による⽣活保護費の
ピンハネ、消費者⾦融による多重債務、病院による過剰な検査や転院」（同 179）などであ
る。これらはひとえに、「中途半端な政策によってかえってホームレスという地位に縛り
つけられている」ために起こることだと⾔えるであろう。 
 


第３節  障害者雇⽤率（雇⽤義務制度）とホームレスの雇⽤義務付け 
 本論⽂では「ホームレスの雇⽤義務付け」について検証しているが、ある特定の⼈々を
通常の採⽤とは異なる枠で義務として採⽤させる制度が実際にある。それが「障害者雇⽤
促進法」である。厚⽣労働省によれば、「障害者雇⽤促進法」とは、「障害者の雇⽤義務
等に基づく雇⽤の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害
者の職業の安定を図ること」「⼀般労働者と同じ⽔準において常⽤労働者となりうる機会
を与えること」を⽬的とした法である。⼀定以上の規模を持つ事業主に対し、障害者雇⽤
率に相当する⼈数の⾝体障害者・知的障害者・精神障害者（精神障害者は改正によって２
００６年から雇⽤率の算定対象になった。雇⽤義務の対象ではないので、両者の違いに注
意）の雇⽤を義務付ける制度なのである。法定雇⽤率の計算⽅法は、（⾝体障害者及び知
的障害者である常⽤労働者の数 ＋ 失業している⾝体障害者及び知的障害者の数 ）÷（常
⽤労働者数＋失業者数）である。法定雇⽤率は⺠間企業（５６⼈以上規模の企業）で１．
８％、国・地⽅公共団体（４８⼈以上規模の機関）・特殊法⼈等（労働者数４８⼈以上規
模の特殊法⼈及び独⽴⾏政法⼈）は２．１％、都道府県等の教育委員会（５０⼈以上規模
の機関）で２．０％である。各企業の雇⽤率算定（実雇⽤率）は、（雇⽤する⾝体障害者・
知的障害者・精神障害者の数）÷（雇⽤する常⽤労働者の数）で求められる。改正後の雇
⽤率適⽤の例を挙げると、常⽤労働者１０００⼈の企業の場合、１０００（⼈）×１．８％
（法定雇⽤率）＝１８（⼈、雇⽤義務障害者数）となり、この１８⼈として算定対象とな
るのは⾝体障害者・知的障害者・精神障害者である。 
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 また、障害者の雇⽤に伴う事業主の経済的負担の調整を図るために納付⾦制度がある。
これは、常⽤労働者３０１⼈以上の事業主を対象に、雇⽤率未達成の事業主に対しては障
害者雇⽤納付⾦（不⾜⼀⼈につき⽉額５万円徴収）、雇⽤率達成の事業主に対しては障害
者雇⽤調整⾦（超過⼀⼈につき⽉額２万７０００円⽀給）がなされるというものである。 
 もちろん、障害者とホームレスは別物である。障害者雇⽤率という制度がなぜ設けられ
ているのかを考えると、⼀般労働者（障害を持っておらずホームレスにもなっていない労
働者）と⽐べると、障害者は法定の雇⽤率という、（良くない表現をすれば）いわゆるハ
ンデをもらわなければなかなか雇⽤されにくいことが理由となる。これはこの法の⽬的を
⾒ても、三重県⽣活部勤労・雇⽤⽀援室の２００５年継続事務事業⽬的評価表が「障害の
ある⼈が速やかに就職することが困難になっているという状態を、障害のある⼈の雇⽤に
ついて、企業などの理解を深め、⼀⽅で、訓練の実施により職業能⼒を⾼めることなどに
より、障害のある⼈がより多く雇⽤されるようにして、働く意欲のある⾼齢者や障害者が
就労している」状態を⽬指すと⾔っていることからも分かる。次にホームレスに着⽬する。
ホームレスは間違いなく貧困の部類に⼊ることを前提とする。湯浅によれば、「アマルテ
ィア・センという学者の⽣み出した新しい貧困論は選択できる⾃由と深く関わっている。
…彼は、貧困とは基本的な潜在能⼒が奪われた状態だと主張する。それは、簡潔に⾔えば
より望ましい様々な⽣活状態に近づくための⾃由な選択ができないということである」
（湯浅 2008：74）。湯浅は「⼗分に栄養をとる」「⾐料や住居が満たされている」という
⽣活状態に達するための個⼈的・社会的⾃由を指すセン独⾃の概念である「潜在能⼒」（同
75）を「溜め」と呼び、 
 


「「溜め」は外界からの衝撃を吸収してくれるクッションの役割を果たすとともに、
そこからエネルギーを汲み出す諸⼒の源泉となる。⾦銭の「溜め」、⼈間関係の「溜
め」、⾃分を⼤切にできる精神的「溜め」などがそれに当たる。…貧困とは、このよ
うなもろもろの「溜め」が失われた状態であり、奪われている状態である。⾦銭的な
「溜め」を持たない⼈は、同じ失業というトラブルに巻き込まれた場合でも深刻度が
全然違ってくる。ただちに⽣活に窮し…職種や雇⽤条件を選んでいる暇はない。…「溜
め」を失う過程は、さまざまな可能性から排除され、選択肢を失っていく過程でもあ
る」（同 78〜82） 


 


と述べる。この貧困の究極の形態であるホームレスは、もはやどんなに⾃⼒で頑張ったと
ころで「溜め」がないのであるからホームレス状態を抜け出せないし、そこに「他の選択
肢を等しく選べるという条件のもとで成⽴する」⾃⼰責任論の⼊り込む余地はない。 
第１節、第２節で述べたホームレスの置かれている状況なども鑑み総合的に判断すると、


ホームレスの⼈たちもやはりハンデを持たせて救う対象としなくてはならないと考えられ
る。⼤変失礼な表現ではあるが、障害者の⼈たちが障害者になることを⾃ら希望してそう
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なっているわけではないことと同様、ホームレスの⼈たちも⾃ら希望してホームレスにな
っているわけではない。そうした貧困に⾄るには、⾃分ではどうにもできない①親世代の
貧困による教育課程からの排除、②雇⽤のネット上からはじき出される、あるいはネット
上にいるのに（働いているのに）⾷べていけないという企業福祉からの排除、③頼れる家
族を持たないという家族福祉からの排除、④公的福祉からの排除、⑤⾃分を⼤切にできな
くなるという⾃分⾃⾝からの排除という五段階の排除が背景としてあり（湯浅 2008：60〜
61）、こうした「排除される原因を⾃ら作ったわけではないのに頑張っても⾃分ひとりで
はどうしようもできない状況」をそのままにしておくのはあまりに酷である。ハンデを持
たせる理由は違っており、障害者と同列に論ずることは出来ないにしても、何らかのハン
デが必要だという点は共通している。それも、第⼀節で述べたような中途半端な政策であ
ってはならず、⽣活が保障され「溜め」を得られるような抜本的なものである必要がある。
これはホームレスの特別扱いではない。彼らの究極の貧困状態から⽣じる不都合の⼤きさ
は救済する必要性の⼤きさを⽰している。そして、ホームレスになった責任の押し付けと
も違う。企業福祉や公的福祉、ひいては社会そのものから彼らを排除した責任が社会には
あり、そのはじき出した責任を社会は取らねばならないのである。また、⽣活保護以外の
セーフティネットが構築されることになり、雇うことでその⼈をホームレス状態から脱却
させることが出来る。そこで、障害者雇⽤率を参考にしながら、ホームレスの雇⽤義務付
けを検討する必要があると考える。 
現在障害者雇⽤率にて雇⽤されている障害者について、雇⽤率のカウントの対象となる要


件は、障害者⼿帳を有していることか、障害者⼿帳が取得可能と同等とされる要件を満た
した診断書を取得することである。では、ホームレスとしてカウントされるために、ホー
ムレスであることを証明する⽅法は何であるべきか。実はこれが⼀筋縄ではいかないポイ
ントである。ここで参考にしたいのが第１節で述べた厚⽣労働省による「ホームレス」の
定義である。しかし、これをそのまま本論⽂の「ホームレス」の定義としてしまうには問
題がある。なぜなら、いわゆる路上にいる⼈だけをホームレス扱いして救済するのなら、
ホームレス状態の⼈々を対象になされる福祉施設の利⽤者（Ⅰ：福祉事務所における住居
不定者からの相談件数、Ⅱ：路上⽣活者や野宿者のための臨時施設利⽤者数、Ⅲ：⽣活保
護施設に「住居なし」で⼊所した⼈の数）が逆に路上に出てきてしまう事態が起こり得る
からである。そうならないために、本論⽂ではホームレスの定義をＡ：「第１節で述べた
厚⽣労働省による定義にあてはまる者」、Ｂ：「上記福祉施設の利⽤者」、このうちどち
らかの定義にあてはまる者とする。これは、岩⽥もホームレス状態の⼈々をつかまえる特
別な調査として⾃⾝の著書で紹介している⽅法である（岩⽥ 2000：43）。そのように定義
してカウントされた⼈たちに向けて「ホームレス雇⽤枠」の申請⽤紙などを配るなどして、
働きたい⼈は後⽇希望の雇い先などに向かう仕組みにするとよい。その際、雇い先側も何
⼈雇うのか、どのような（年齢、性別など）⼈を雇うのか、予め明確に公表するべきであ
る。ホームレスの中には、⾼齢者や病⼈など、働くより⽣活保護を受けるべき⼈もいるの
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で、その⼈たちには第１節で述べたように⽣活保護を適⽤すべきである。「それならホー
ムレス皆に⽣活保護を適⽤すれば問題ないのではないか」という意⾒があると思われるが、
「「公的就労」と「⽣活保護」の違いを⼀⾔で⾔うと「お⾦を渡してなおかつ働いてもら
う」か「お⾦を渡すだけ」かである。…働ける⼈に「お⾦を渡すだけ」で満⾜するのは究
極の不効率政策である。…公的な就労⽀援が⾏われれば、野宿者だけでなく、社会全体に
とって税⾦がはるかに有意義に使われるはずである」（⽣⽥ 2007：178）。 
現在障害者雇⽤率にて雇われている障害者の数はどのようなものだろうか。厚⽣労働省の


２００８年調査によれば、⺠間企業においてα：雇⽤されている障害者の数は３２５，６
０３⼈、β：実雇⽤率は１．５９％、γ：法定雇⽤率達成企業の割合は４４．９％であり、
これらの数値は全て前年を上回っていて、障害者雇⽤の着実な進展が⾒られる。国の機関
においてはα：６５４８⼈、β：２．１８％、γ：１００％、都道府県の機関ではα：７
９６８．５（精神障害者である短時間労働者については、０．５⼈分としてカウントされ
る）⼈、β：２．４４％、γ：９５％、市町村の機関ではα：２２３９７⼈、β：２．３
３％、γ：８３．９％、都道府県等の教育委員会ではα：１０４５９⼈、β：１．６２％、
γ：５５．３％、独⽴⾏政法⼈等についてはα：２４３，２９７⼈、β：２．０５％、γ：
７３％である。何⼈の障害者が雇⽤率によって雇われているか、単純に⾜し算をしても６
０万⼈を超える数字になる。 
これらのデータから、仮にホームレスの雇⽤を障害者雇⽤率と同等の割合で⾏ったとすれ


ば、Ａの定義による１６０１８⼈のホームレスは仮に全員働くことを希望しても雇うこと
が出来るであろう。Ｂの定義によるホームレスはどうか。実は、上記福祉施設利⽤者の数
を全国的にとらえた調査はないため、東京を例にとって数字を拾ってみる。Ⅰについて、
１９９９年度の新宿区福祉事務所⽣活相談来所件数は約１００００件である。Ⅱについて、
東京都２３区の冬季臨時宿泊事業利⽤者の数は１０００⼈前後である。Ⅲについて、２０
０３年度の東京都特別区⼈事・厚⽣組合による厚⽣施設の定員のうち９割にあたる元野宿
者の数は約５６０⼈である。これらの数字から全国的な数字を予想し、６０万⼈より多く
のホームレスがいたとしても、やはりそのうちの何割かは⽣活保護へ流れると考えられる
ので、雇いきれないという事態は予想されにくい。もちろん、技術などを教えるのに時間
や費⽤はかかると思われるが、働く意欲の強い彼らは仕事への適応能⼒を存分に発揮しよ
うと努⼒するであろう。最終的にどのような割合で「ホームレス雇⽤率」とするのかは、
今いるホームレスのうち何⼈が雇⽤率によって働くことを希望するのかが分かってから決
定すればよい。そのために、国が社会調査などを⾏い、そのようなホームレスがどのくら
いいるのか調べることが必要である。それによりだいたいの⼈数が把握できれば、事業主
にその事業の規模によって何⼈くらい雇⽤すべきか告げるとよい。このような⽅法をとれ
ば、実態により近い雇⽤対策が打ち出せるはずである。数年続ければ、雇⽤率をどのよう
な割合で設定すべきか⾒えてくるであろう。 
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第４節  テーマに対する反論とそれに対する再反論、それを踏まえた結論 
 この節では、本論⽂のテーマに対して出てくることが予想される反論を扱い、それに対
して再反論をすることを⾏い、最終的な結論を導き出す。 
反論１．ホームレスを雇うにあたって住居の問題を無視することは出来ない。住居がない


ままであると仕事に⽀障をきたすことが予想されるからである。それは例えば、仕事をす
るための最低限の⾝だしなみが整えられないことである。そしてこれは、ずっと会社に泊
まり込みをさせることで解決が図れるものでもない。労働の実態が外部から⾒えないのを
いいことに、不当な拘束や⻑時間労働がまかり通る恐れがあるためである。このため、住
居の確保は避けて通れない問題となるが、具体的にそれはどのように⾏うのか。ホームレ
ス個⼈の問題と⽚付けてよいのか、雇い先が何らかの対策を取ることが要求されるのか。
そのどちらも不可能ならば、雇⽤義務付けは結局上⼿く機能しないのではないか。 
再反論１．住居のある⼈々は、⾃分の得た収⼊で住居費をやりくりしている。かつてホー


ムレスであった⼈も、安定した収⼊を得られるようになれば、⾃分で住居を⼿に⼊れるこ
とが出来るようになるはずである。問題は、第⼀回⽬の収⼊が⼿に⼊るまでの間である。
最初の収⼊が⼊るまで⽣活できる施設を建設するという⽅法は莫⼤な費⽤と時間がかかり、
そうなればホームレスの雇⽤を敬遠する雇い先が多く出てくることが容易に予想され、現
実的でない。そこで考えられるのは、「第⼀回⽬の賃⾦⽀払いだけは前払い制にする」⽅
法であろう。しかし、雇い先の側から⾒れば、たとえホームレスでなくとも、またこれま
で継続して賃⾦を払ってきた⼈であっても、賃⾦を前払いするということには⼤きな抵抗
感があるはずである。ましてや、⼤きな偏⾒にさらされてきた（「汚くて臭くて役に⽴た
ない存在」「危険な存在」などの⾒⽅があるとされる（⽣⽥ 2007：145））ホームレスなら
なおさらである。だが、最初の給料⽇まで無⼀⽂で仕事に⽀障をきたすことなく過ごすと
いうのは不可能に近い。そのことについては、湯浅も「⽉給仕事を選ぶためには、最初の
給料が⼊る⼀か⽉または⼆か⽉後までの⽣活できるだけの「溜め」が必要になる」（湯浅
2008：80）と述べている。ホームレス個⼈の問題として⽚付けることは出来ない。やはり、
前払いというケアは必要である。 
この⽅法を取れば、第⼆回⽬の給料以降は後払い制になる。しかし、⼀回で得られる収⼊


の額によっては、第⼀回⽬の給料⽇は前払い制、第⼆回⽬のそれは後払い制、とすること
により、事実上第⼀回⽬の収⼊で⼆期（第⼀回⽬の収⼊で⽣活するべき時期と第⼆回⽬の
収⼊で⽣活すべき時期）分の期間をまかなわなければならないことになってしまう。そう
なる不都合を回避するためには、上記の⽅法と併⽤して、上限を決めて雇い先が⾦銭の貸
付を⾏い、少額ずつでも定期的に回収する⽅法で対処できると考えられる。賃貸住宅の敷
⾦・礼⾦などもこの範囲で対応すればよい。返さない者に対しては給料からの少額ずつの
天引きという⽅法も考えられるが、ホームレス経験者はホームレスであることがどれほど
⾟いことか知っているため、⾃分が返した⾦銭がまた他の元ホームレスの役に⽴つと知れ
ば、あえて返さないということは考えにくい。 
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また、住居探しの際に⽋かせないのが連帯保証⼈の問題である。本⼈の家族をその連帯保
証⼈としてあてにすることが出来るだろうか。まず、既出の「ホームレスの実態に関する
全国調査報告書の概要」によれば、家族との連絡が⼀年間（もしくはそれ以上）取れてい
ない⼈は⼋割近くに上る。この連絡が途絶えてしまった理由は⼈それぞれだとしても、岩
⽥が述べるように「収⼊と既婚率には相関関係があり、収⼊がないために結婚したくても
できない⼈が増えた」（岩⽥ 2007：147）（つまり配偶者も⼦どももいない）ことや、また
ホームレスの親の世代の多くが⾼齢であると思われることなどにより、たとえ家族と連絡
がついたところで連帯保証⼈を頼めるほど頼れる⼈がいる場合は多くないと考えられる。
そもそも、連帯保証⼈を頼めるほど経済⼒があるなら⾃分の家族がホームレスになるのを
放っておけるわけがない。つまり、家族を連帯保証⼈としてあてにすることはあまり期待
できない。ではどうするか。実は、連帯保証⼈の代⾏をする会社がある。例えば、オリコ
という株式会社は毎⽉家賃の１．８％を⼿数料として払うことで代⾏してくれる。それほ
ど⼤きくない負担で連帯保証⼈を得るこの制度を活⽤して住居を⼿に⼊れることが出来る
はずである。以上のことから、住居の問題が解決できるであろう。 
 


反論２．雇い先に対するケアはどのようなものが考えられるか。障害者雇⽤率を参考にす
るならば、雇⽤納付⾦や雇⽤調整⾦を出すということになるのか。 
再反論２．上記のような対処をするためには、もちろん雇い先だけの努⼒に頼ることは出


来ない。義務付けをして雇い先に負担を負わせる以上、何らかのケアが必要である。この
ケアの具体的な⽅法として考えられるのは⾦銭的補助である。それは先ほど述べたホーム
レスに対しての上限設定のある⾦銭の貸付を⾏うために必要な⾦銭や、障害者雇⽤におい
ても⾏われている雇⽤に伴う事業主の経済的負担の調整を図るための納付⾦である。これ
については、社会保障費を増やして雇⽤助成に充てるか、⼀定以上の所得を得ている⼈か
ら累進課税⽅式で新たな「雇⽤税」を徴収するという⽅法が考えられる。後者の⽅法がよ
り確実性が⾼いであろう。雇⽤を失うことがないと断⾔できる⼈はごくまれであるし、誰
もが失業の可能性がある以上、安定した雇⽤のセーフティネットを張ることに国⺠が協⼒
するのは国⺠全ての利益のための協⼒だと⾔えるためである。使える⾦銭が増えるため、
他の労働者の雇⽤に影響することは少ないであろう。 
また、雇⽤率不達成の雇い先に対しては障害者雇⽤率で⾔う雇⽤納付⾦のように罰則を取


るべきである。これは、雇⽤率が事実上の「絵に描いた餅」となる恐れを避けるためであ
る。そこで、やはりホームレス雇⽤においても、雇⽤率制定前は国が雇うように告げた⼈
数、雇⽤率制定後は雇⽤率による義務付け⼈数の雇⽤を達成していない事業主からは罰⾦
を徴収すべきである。徴収された罰⾦は⼈数を達成している雇⽤主に調整⾦として⽀給す
ればよい。額については、障害者雇⽤率を参考にすれば、障害者雇⽤率における調整⾦と
給付⾦の⾦額で年々雇⽤率は上がっていることを考慮すると、ひとまずはこの額から始め、
不都合があれば調整すればよい。⾜りない分は上記の⽅法によってまかなえばよい。 
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以上のことから、私はやはり雇⽤義務付けは妥当であると考える。雇⽤のネットからはじ
き出された⼈が「それは⾃⼰責任」と⾒放され、やがては社会全体から排除されていく様
⼦を放置する社会は好ましいとは⾔えない。そうなってしまった⼈たちへ復帰の機会を与
えることこそが社会に求められている役割であると私は考える。そしてこの義務付けは、
はじき出される⼈を⽣み出す今現在の雇⽤のあり⽅を再考するきっかけとなるはずである。 
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登録型派遣労働者の雇⽤保険 
梶原浩平 


 
第 1節 序論 
厚⽣労働省が 12 ⽉に⾏った緊急の全国調査によると、2008 年 10 ⽉から 2009 年 3 ⽉まで


の間に失業したか、失業することが決まっている⾮正規労働者が全国で 3万 67 ⼈に上るこ
とが明らかになった1。失業する⾮正規労働者の内訳は派遣労働者が 1万 9775 ⼈で全体の 6
割以上を占め、次いで期間⼯などの契約社員 5787 ⼈、請負労働者 3193 ⼈などとなってい
る。このように⾮正規労働者は、雇⽤の調整弁として正規労働者よりも解雇されやすく雇
⽤が不安定である。しかし、失業者の所得保障を担う雇⽤保険は、正規労働者を主な対象
として設計されているため⾮正規労働者を捕捉しきれていない。 
 雇⽤保険において、パートタイム労働者や登録型派遣労働者といった⾮正規労働者は、
学⽣や主婦のような家計補助的な働き⼿としてみなされてきたことおよび正規労働者より
も求⼈倍率が⾼く失業したとしても再就職が容易であることから雇⽤保険加⼊要件が正規
労働者よりも厳しかった。正規労働者および常⽤型派遣労働者は、原則として雇⽤されれ
ばそのときから被保険者になるのに対して、パートタイム労働者などの⾮正規労働者は①
週所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満、②反復継続して就労し雇⽤期間が 1年以上⾒
込まれることという⼆つの要件を満たさなければ被保険者になれなかった。このためパー
トタイム労働者の雇⽤保険加⼊率は、2001 年時点で 45.1%と低迷し、登録型派遣労働者の
雇⽤保険加⼊率も 74.9%と常⽤型派遣労働者の 83.9%よりも加⼊率が低くなっていた（城⼾ 
駒村 2005：116）。 
 しかし、⾮正規労働者の増加に伴い雇⽤保険の適⽤範囲の拡⼤が求められたため、厚⽣
労働省の雇⽤保険基本問題研究会において、⾮典型労働者への雇⽤保険の適⽤拡⼤を図る
提⾔を受けて労働政策審議会職業安定分科会雇⽤保険部会で短時間労働被保険者と⼀般被
保険者の区別をなくし、両者の受給資格を⼀本化することが決定され 2007 年の雇⽤保険法
改正で実⾏された。しかし、この改正によって恩恵をこうむったのはパートタイム労働者
であり、登録型派遣労働者の雇⽤保険加⼊要件は上記の⼆つの要件が課されたままである。
雇⽤保険は、失業中の所得保障および労働者の雇⽤の安定を⽬的としているため雇⽤保険
に加⼊できないことは、単に求職者給付が受けられないというだけでなく、育児休業給付
等の雇⽤継続給付や教育訓練給付など、⼈的資本の維持・向上に必要な施策がなされない
ことも意味している。 
登録型派遣労働者の雇⽤安定およびキャリア発展のために、登録型派遣労働者の雇⽤保険


加⼊要件を⼀般被保険者と同じにすべきかを検討していく。 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081128-OYT1T00352.htm?from=navr 12/9 
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第 2節 雇⽤保険制度の概要 
 雇⽤保険制度は現在、「失業等給付」と「雇⽤保険⼆事業」の２つの事業から成り⽴っ
ており、前者が主に失業保険の役割を担う形になっている。雇⽤保険法第 1条において、
「雇⽤保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇⽤の継続が困難となる事由が
⽣じた場合に必要な給付を⾏うことにより、労働者の⽣活及び雇⽤の安定を図るとともに、
求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、
失業の予防、雇⽤状態の是正及び雇⽤機会の増⼤、労働者の能⼒の開発及び向上その他労
働者の福祉の増進を図ることを⽬的とする」と規定している。「失業等給付」の諸給付の
うち、「求職者給付」が失業時の⽣活保障の役割を担っているが、その⽬的は、「労働者
が失業した場合に必要な給付を⾏うことにより、労働者の⽣活の安定を図る」ということ
になる。 


 


図 1 雇用保険の概要 


出所：厚生労働省ＨＰ Hhttp://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html 


2008/12/7 
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 雇⽤保険制度の対象は、原則として「全ての労働者」となっている。雇⽤保険法第 5条
において、「この法律においては、労働者が雇⽤される事業を適⽤事業とする」と規定し
ているように、労働者を雇⽤する事業は、雇⽤する労働者を雇⽤保険に加⼊させなければ
ならない。ただし、同法 6条において「適⽤除外」に関する規定がなされているように、
65 歳以上の雇⽤労働者、短期雇⽤の労働者、⽇雇い労働者、船員保険の被保険者は、雇⽤
保険の⼀般被保険者からは除外され、これとは異なる給付の対象となる。ただし、船員保
険の被保険者に関しては、2010 年度から雇⽤保険に統合されることが 2007 年の法改正で決
まっている。上記の雇⽤保険の⼀般被保険者から除外されるもののうち 65 歳以上の雇⽤労
働者については「⾼齢者継続被保険者」、短期雇⽤の労働者については「短期雇⽤特例被
保険者」、⽇雇い労働者については「⽇雇い労働被保険者」となっており、「求職者給付」
の被保険者が細分されていることで制度の適⽤対象となる労働者を多くしている。 
 
第 3節 失業保険及び雇⽤保険制度における⾮正規労働者の扱いの変遷 
 雇⽤保険の前⾝である失業保険において、⾮正規労働者は家計補助的な労働者として失
業保険の対象外とされていた。この取り扱いは、1950 年の通達で⽰され、「臨時内職的に
雇⽤される者に対する失業保険法の適⽤に関する件」(昭和 25 年 1 ⽉ 17 ⽇職発第 49 号)で
は、次のように指⽰されている。 
「臨時内職的に雇⽤される者、例へば家庭の婦⼥⼦、アルバイト学⽣等であつて、次の各
号のすべてに該当する者は、法第六条第⼀項の「労働者」とは認めがたく、⼜失業者とな
るおそれがなく、従つて本法の保護を受け得る可能性も少ないので、法第⼗条但書第⼆号
中の「季節的に雇⽤される者」に準じ失業保険の被保険者としないこと。 
 なお、これは家庭の婦⼥⼦、アルバイト学⽣等であれば、すべて適⽤を除外する意味で
はなく、その者の労働の実態により判断すべきものであるから、念のため申し添える。 
⼀、その者の受ける賃⾦を以て家計費或いは学資の主たる部分を賄わない者、即ち家計補
助的、⼜は学資の⼀部を賄うに過ぎないもの。 
⼆、反復継続して就労しない者であつて、臨時内職的に就労するに過ぎないもの。」 
 
 この常識を初めて修正したのが、1968 年 6 ⽉に出された失業保険課⻑通知による短時間
労働者の適⽤基準で、次のように指⽰した。 
「次の各号に該当する短時間就労者であって、その者の労働時間、賃⾦その他の労働条件
が就業規則において明確に定められていると認められる場合には、失業保険法第６条、第 8
条⼜は第 9条の規定による被保険者として取り扱うこと。なお、上記に該当しない短時間
就労者については、原則として、⼿引(臨時内職的に雇⽤される者)に定める基準に該当す
る者として取り扱うこと。 
イ、所定労働⽇が、通常の労働者のそれと同様であること。 
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ロ、1⽇の所定労働時間が、原則として、おおむね、6時間以上であること。 
ハ、常⽤労働者として雇⽤される⾒込みの者であること。 
ニ、賃⾦の⽉額が、扶養加算の⽀給基準年額に 12 分の 1を乗じた額以上であること。 
ホ、労働時間及び賃⾦を除くその他の労働条件が、当該事業所の通常の労働者のそれと、
おおむね同様であること。 
へ、他の社会保険において被保険者として取り扱われていること。」 
 こうした条件を満たす者は、労働時間は短くても「臨時内職的」ではないというわけで
ある。「1⽇ 6時間」という形でいわゆる「4分の 3要件」が導⼊されてきたが、その他に
も「家計を⽀える」と認められるためには厳しい要件が課せられていた。 
 この基準は、1975 年に雇⽤保険法が施⾏される際に若⼲修正された。所定労働時間要件
が「1週の所定労働時間が、当該事業において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労
働時間のおおむね 4分の 3以上であり、かつ 22 時間以上であること」となり、労働⽇の少
ないパートタイマーも対象となりうることとなるとともに、「1年未満の期間を定めて雇⽤
される者はこれに該当しない」と、有期契約労働者は排除された。 
 こういった扱いが法律の⽂⾔上にようやく登場したのは、1989 年改正においてであった。
この改正は週所定労働時間要件を 4分の 3から 2分の 1に引き下げることによって適⽤対
象を拡⼤したものと⾔えるが、これは同時に週所定労働時間が 22 時間(後に 20 時間)以上
33 時間(後に 30 時間)未満の者を「短時間労働被保険者」という特別枠に⼊れ、それ以上の
週所定労働時間の者とは異なる適⽤要件(季節雇⽤者及び短期雇⽤者の適⽤除外)と給付要
件(12 ヶ⽉の被保険者期間)、そして⼀般被保険者よりも短い所定給付⽇数を明⽂化したも
のということもできる。 
 このように登録型派遣労働者などの短時間労働者は、家計補助的な労働者としてきわめ
て限定的な適⽤がなされてきた。その後、雇⽤保険は幾度かの改正を経て、2003 年の改正
では短時間労働被保険者とそれ以外の⼀般被保険者で区分されていた給付⽇数の⼀本化が
図られ、2007 年の改正によって、短時間労働被保険者と⼀般被保険者の区別をなくし、両
者の受給資格を⼀本化された。 
 
第 4節 雇⽤保険財政上の実現可能性 
登録型派遣労働者の雇⽤保険加⼊要件を緩和することは雇⽤保険財政にどのような影響


を及ぼすだろうか。雇⽤保険は、過去に失業給付受給者の増加などで財政が悪化し積⽴⾦
が枯渇⼨前の状態になったことがある。仮に、加⼊要件を緩和することで失業給付受給者
が増加し雇⽤保険財政が著しく悪化するならば問題である。以下では、加⼊要件を緩和す
ることが雇⽤保険財政から⾒て可能かどうか検討していく。 
 労働者派遣事業報告によれば、平成 17 年時点での派遣労働者数は 2,546,614 ⼈で、この
うち登録型派遣労働者は 1,307,782 ⼈となっている2。厚⽣労働省の派遣労働者実態調査に
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1226-3b.pdf 1/6 
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よると、派遣元との雇⽤契約期間が 6ヶ⽉以上 1年未満の登録型派遣労働者の割合は 21.9%
となっているので実数は 286,404 ⼈になる3。この 286,404 ⼈が新たに失業給付の⽀給対象
となるものとして、これらのもののうち基本⼿当⽇額の上限額が最も⾼い 45~60 歳の登録
型派遣労働者は 37805 ⼈である。この 37805 ⼈が基本⼿当⽇額の上限額を受給期間いっぱ
いまで受け取った場合、その総額は 26,300,938,500 円となる。同様に、30~45 歳の⼈数は
132032 ⼈で 83,536,646,400 円となり、30 歳未満では 103965 ⼈で 59,228,860,500 円とな
り、すべての年齢層の総額を合計すると 169,066,445,400 円になる。ただし、この計算に
おいて、失業者は失業給付の上限額を満期まで受け取ることを仮定しているが、基本⼿当
⽇額は、離職した⽇の直前の 6か⽉に毎⽉決まって⽀払われた賃⾦（残業代含む、賞与は
除く）の合計を 180 で割って算出することで決定されるため、失業者が実際に受け取る失
業給付額はそれぞれ異なる。また、失業給付を満期受給する前に再就職するものがいるこ
とを考慮すると計算どおりの数字にはならないかもしれない。しかし、ここではこの数字
が登録型派遣労働者に全⾯的に雇⽤保険を適⽤する際に必要な⾦額であるとする。 
 次に、この⾦額が雇⽤保険財政上負担可能なものか検討していく。現在の失業等給付関
係収⽀状況は、表 1のように雇⽤情勢の改善を受けて平成 15 年度から収⼊が⽀出を上回り、
平成 18 年度では収⼊が 28,764 億円、⽀出が 15,261 億円で差し引き剰余が 13,503 億円と
なり、積⽴⾦残⾼は 41,535 億円となっている。雇⽤保険の収⼊は保険料と国庫負担⾦であ
るが、「⾏⾰推進法」において失業給付に関わる国庫負担の廃⽌が検討されていることや
失業率が⾼⽌まりの状態になる可能性があることから今後は雇⽤保険財政の悪化も予想さ
れる。しかし、4兆円を超える積⽴⾦があることなどから 1700 億円の負担が⽣じたとして
も雇⽤保険財政上過度な負担ではないと思われる。 
 
表 1 失業等給付関係収⽀状況                    （単位：億円） 
 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 
収⼊ 25,886 25,321 25,377 28,978 28,764 
⽀出 26,820 21,321 17,416 16,972 15,261 
差引き剰余 ▲934 4,000 7,962 12,006 13,503 
積⽴⾦残⾼ 4,064 8,064 16,026 28,032 41,535 
 
 
第 5節 雇⽤保険料の事業主負担分の労働者への転嫁 
雇⽤保険は、労使折半の雇⽤保険料と国庫負担によって賄われている。雇⽤保険が保険⽅


式をとる以上労働者が保険料を拠出することは当然だが、保険料の事業主負担分が労働者
に転嫁され労働者にとって過重な負担となっては問題である。そこで、雇⽤保険の事業主
負担分が労働者の賃⾦低下などの形で労働者に転嫁される可能性について検討する。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/04/index.html 1/6 
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社会保険料の事業主負担分の労働者への転嫁の問題について、⼤⽥によれば 
 


Tachibanaki and Yokoyama (2007)4 は 1991 年から 1998 年までの産業別・年次データ
を⽤いて事業主の社会保険料率が実質賃⾦率(対数) に及ぼす影響を推計し、その結果
社会保険料の企業負担の増⼤は,賃⾦低下をもたらさないことを⽰している｡⼀⽅で、
岩本・濱秋(2006) 5は, Tachibanaki and Yokoyama (2007) の分析結果においては｢⽋
落変数問題｣が存在している可能性を指摘している。岩本・濱秋(2006) は, Tachibanaki 
and Yokoyama (2007)の結果を同じデータを⽤いて再現したうえで, 説明変数にトレン
ドとトレンドの⼆乗項を新たに加えると,健康保険と雇⽤保険では事業主の保険料率
が有意にマイナスとなることを⽰した｡結局, 岩本・濱秋(2006) は、｢事業主負担は賃
⾦に部分的に転嫁するという結論が妥当であると考えられる｣としている｡社会保険料
の事業主負担が雇⽤に及ぼす影響については, ⾦(2008) 6が上場企業のパネルデータを
⽤いた分析を⾏っている｡1984 年から 2003 年に及ぶ 2000 社以上のパネルデータを構
築し, 雇⽤者数を被説明変数, 社会保険料を含む企業の福利厚⽣費を主要な説明変数
とする回帰分析を⾏ったところ, 福利厚⽣費は雇⽤者数に有意に負の影響を及ぼして
いたことが判明した｡また, その効果は全雇⽤者よりも正規雇⽤者で強かった(ただし,
差はそれほど⼤きなものではなかった)｡したがって, 社会保険料の事業主負担は, 雇
⽤⽔準の低下という形で労働者による実質的な負担をもたらしていると考えられる
（太⽥ 2008.pp18-19）。 


 


 
 


                                 


以上のように、Tachibanaki and Yokoyama (2007)のように雇⽤保険料の増加分は労働者
に悪影響を与えないとする研究もあるが、岩本・濱秋(2006)によれば事業主負担分は賃⾦
に部分的に転嫁されるとあり労働者に⼀定の影響があるものと思われる。現在の雇⽤保険
料率は⼀般の事業の場合 15/1000 であり、そのうち事業主負担率が 9/1000 で、被保険者負
担率が 6/1000 となっている。仮に、事業主負担分が全て労働者に転嫁されたとしても
15/1000 である。他の社会保険料や税⾦の⽀払いを考えると⼩額であるとはいえないが、負
担が不可能なほど⾼額であるとも⾔えないと思われる。賃⾦の 1％程度の保険料によって最
低でも 90 ⽇間の所得保障が受けられるならば、保険料の拠出もやむをえないであろう。ま
た、派遣労働の法整備において派遣元企業が受け取る⼿数料、いわゆるマージンの公開や


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4 Tachibanaki, Toshiaki and Yukiko Yokoyama (2007) ‶ TheEstimation of the 
Incidence of Employer Contributions toSocial Security in Japan," The Japanese 
Economic Review(forthcoming)doi:10.1111/j.1468-5876.2007.00380.x. 
5岩本康志・濱秋純哉(2006) ｢社会保険料の帰着分析経済学的考察｣『季刊・社会保障研究』
Vol. 42, No. 3, 2006.winter:pp. 204-218. 
6金明中(2008) ｢社会保険料の増加が企業の雇用に与える影響に関する分析上場企業のパ
ネルデータ(1984～2003 年)を利用して｣『日本労働研究雑誌』Vol.50 , No. 571, 2008:pp. 
89-103. 
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上限規制が検討されていることから保険料の労働者への転嫁も抑制されるのではないだろ
うか。 
 
第 6節 モラルハザード 
 雇⽤保険には「モラルハザード」の問題が存在し、雇⽤保険を受給するものが増加する
とモラルハザードも増加するかもしれないという懸念がある。 
雇⽤保険における「モラルハザード」とは、雇⽤保険を受給したいがために安易に離職し


雇⽤保険の受給期間が無くなると就職するなど離職と就職を繰り返すことや、雇⽤保険を
受給している間は再就職せず失業期間を⻑期化させることである。「モラルハザード」は
増加するのか、増加するならばどう対処すべきか検討する必要がある。「モラルハザード」
が増加しすぎれば、雇⽤保険財政は悪化し、制度そのものが破綻する可能性や雇⽤保険に
対する社会的評価が低下する可能性があるからである。 
失業期間を⻑期化させるモラルハザードについて、⽇本では、橘⽊（1984）が、失業給付


の満期受給者の多さをあげ、失業給付期間の延⻑が失業期間を⻑期化させる可能性を指摘
している。今村・島⽥や⼋代･⼆上は、この可能性が特に⾼齢者について⼤きいことを⽰し
ている。また、個票データを⽤いた⼤⽇や⼩原は、受給者の再就職率が⾮受給者よりも圧
倒的に低いことを⽰している。そして、⼩原（2004）は、失業給付が失業者の再就職のイ
ンセンティブを阻害し、失業期間を⻑期化させているかについてマイクロデータを⽤いて
分析した。その結果、40 歳以上では失業給付受給者が⾮受給者よりも再就職率を低下させ
ているが、失業給付受給が給付残り 1ヶ⽉といった給付の内容にかかわる変数は再就職率
を低下させていない。逆に 40 歳未満では、失業給付の受給の差は無いが、給付額がよくな
るほど再就職率は下がり、また給付期間いっぱいまで受給し再就職しているとした。 
雇⽤保険が再就職を阻害し失業期間を⻑期化させる点について、⼩原らが⾔うように雇⽤


保険が失業期間を⻑期化させる可能性があるのは間違いない。 
しかし、以下の理由から雇⽤保険が登録型派遣労働者の失業期間に与える影響は限定的な


ものであると考える。まず、⾃発的に離職した登録型派遣労働者が失業給付を受給するこ
とは難しいことが挙げられる。雇⽤保険では、⾃発的に離職したものには 3ヶ⽉間失業給
付を受け取ることができない待機期間が設けられている。そのため⾃発的に離職した場合
には 3ヶ⽉間貯蓄だけで⽣活しなければならないが、現実的には貯蓄のみで⽣活するのは
困難であるから失業給付を受給する前に再就職することになる。 
 次に、⾮⾃発的失業者はそもそも失業給付の満期受給者の割合が少なく、必ずしも雇⽤
保険が失業期間を⻑期化させているとは⾔えない。特に、30~59 歳といった若年層以外の年
齢層では満期受給率が 50%をきるところもある。これは、⾮⾃発的失業者の失業給付受給期
間が⾃発的失業者のそれよりも⻑期であることや失業給付が離職前賃⾦の 50〜80％の⽔準
に設定されていることで⻑期間失業給付を受給していると⽣活⽔準に影響することが原因
と思われる。つまり、⾮⾃発的失業者には雇⽤保険が失業期間を⻑期化させる影響は少な
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いということである。 
 また、⼩原が分析に⽤いたデータは 2002 年のものなので 2003 年の改正で創設された就
業⼿当の影響は考慮されていない。就業⼿当とは、失業給付受給者の早期再就職のために、
基本⼿当の受給資格がある⼈が基本⼿当の⽀給残⽇数が所定給付⽇数の 3分の 1以上かつ
45 ⽇以上残っている状態で再就職した場合に、残りの失業給付に⼀定割合をかけたものを
⽀給する制度である。類似の制度に再就職⼿当があるが、こちらは安定した職業に再就職
した場合に⽀給されるものであるのに対して就業⼿当は常⽤雇⽤等以外の形態で就業した
場合に⽀給されるものである。この就業⼿当と再就職⼿当によって、失業期間が⻑期化す
るモラルハザードは⼀定程度抑制されるだろう。 
以上⾒てきたように、雇⽤保険が失業期間を⻑期化させるモラルハザードについて、その


影響は限定的であると考える。また、失業給付受給者の失業期間が⻑期化したとしても、
それがより条件のよい職を探すためだとすれば雇⽤保険の⽬的が労働者の雇⽤の安定であ
ることからみて⼀概に問題であるとは⾔えない。 
 
第 7節 むすびにかえて 
 これまで登録型派遣労働者の雇⽤保険加⼊要件を⼀般被保険者と同⼀にすべきか検討し
てきたが、財政的に実現可能であることおよびモラルハザードの影響が限定的であること
を⽰した。雇⽤保険の⽬的が失業者の所得保障および労働者の雇⽤の安定であり、⾮正規
労働者の解雇リスクが正規労働者のそれよりも⾼いことから登録型派遣労働者の雇⽤保険
加⼊要件を⼀般被保険者と同⼀にするべきではないか。 
 雇⽤保険制度は、他の社会保険制度と⽐較して財政的に⼩規模であり、近年の雇⽤情勢
の回復からこれまで議論の対象となる機会は少なかった。しかし、⾦融危機によって急速
に雇⽤情勢が悪化し、特に⾮正規労働者の解雇が進⾏している現在の状況を鑑みれば、雇
⽤保険の適⽤範囲や適⽤基準を検討する必要があるだろう。 
 
参考⽂献 
椋野美智⼦・⽥中耕太郎（2008）『はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ⼈へ 』有斐閣 
⽞⽥有史 中⽥喜⽂（2002）『リストラと転職のメカニズム : 労働移動の経済学』東洋経
済新報社 
古郡鞆⼦（2007）『⾮典型労働と社会保障』中央⼤学出版部 
城⼾喜⼦・駒村康平（2005）『社会保障の新たな制度設計』慶應義塾⼤学出版会 
持永哲志（2007）「就業形態の多様化に対応した雇⽤保険制度の改⾰」『Business＆
Economic Review』Vol. 17, No. 12:pp.9-42. 
宮寺良光（2008）「現代⽇本の雇⽤・失業構造における雇⽤保険制度の⽣活保障機能」『中
央⼤学経済研究所年報』No. 39:pp.109-150. 
⼩原美紀（2004）「雇⽤保険制度が⻑期失業の誘引となっている可能性」『⽇本労働研究
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太⽥聡⼀（2008）「社会保険料の事業主負担部分は労働者に転嫁されているのか」『⽇本
労働研究雑誌』Vol.50 , No.4:pp16-19. 
濱⼝桂⼀郎（2008）「労働法の⽴法学(第 18 回)失業と⽣活保障の法政策」『季刊労働法』
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⾼校は義務化すべきか 
相良智司 


 
第１節 序論 
 ⽇本国憲法第 26 条第 2項に「全ての国⺠は、法律の定めるところにより、その保護する
⼦⼥に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。」と規定されてい
る。 
 わが国において、戦後急激な伸びを⾒せた⾼校進学率が現在では 97％を越えている。こ
のことから⾼校教育が今では準義務教育となっていると⾔える。ということは、⾼校へ進
学していない者の数はわずかであると⾔え、中卒だから職がないなどといった議論はもう
必要ないのだろうか。もちろん⾼校を中退した者、家庭の事情やいじめ等、就学すること
に何らかの問題を抱えている者について⾒過ごすことはできない。しかし、これらの問題
は全体で考えるとマイノリティーな問題であると⾔わざるを得ない。だからといって、義
務教育の期間を⾼校まで延ばし、とりあえず⾼校は卒業させるということを制度的に保障
する必要は考えなくてもよいのだろうか。就学していない残りの 3％の者が、⾼校に進学し
ていないというレッテルを貼られ、現に中卒での就職機会が⾼卒に⽐べより厳しい状態に
あるということは容易に想像がつく。 
 苅⾕によると、出⾝階層、親の職業、本⼈の最終学歴により、就ける職業に格差が⽣ま
れ、格差の再⽣産、階層化がより進むとある（苅⾕ 2001）。もしその 3％の者たちが経済的
事情で進学を、就学を断念しているのだとすれば、ただちに⾼校教育の義務化による無償
の教育を施すことにより、各個⼈の有する能⼒をさらに伸ばすことができ、社会において
⾃⽴して⽣きていくことに⼤きく寄与することとなるだろう。 
 では、なぜ今の⽇本の⾼校は義務教育に含まれていないのかということを考えたときに
すぐに思いつくのが財政⾯での問題である。この論⽂では財政⾯についての⾔及は控える
が、国⺠感情としても、⾼校の義務教育化に反対する声が⾮常に多い。その理由として、
エスカレーター式の進学では、⼦供の勉強時間がますます減ってしまうだろうという懸念
がある。⾼い意識を持ち、⾃らが進んで学習しようとする⽣徒にしてみれば、ただ中学か
らたいした勉強もせずにあがってきた⽣徒と共に勉強することにより悪影響を及ぼされる
恐れがあるかもしれない。また、いじめなどの問題、つまり⾼校進学を強制されることに
より、学校が窮屈と感じる⼦供の逃げ道がなくなってしまう。このような⽣徒にとっては、
⾼校に通うということは苦痛にしかならないという意⾒ももっともである。さらには、学
校側からすると、⽣徒を退学させられなくなってしまうということは、問題児に対抗する
⼿段としての切り札を教師が奪われてしまうということもある。また、現在の⾼校教育の
流れとして、多様化している社会の中で、あらゆるニーズにこたえられるように専⾨化、
細分化した教育が望まれ、義務教育における画⼀性を否定的に捉えていることも挙げられ







る。 
 このように、義務化に対しては否定的な意⾒も⾒受けられる。しかし私は、⾼校が果た
す社会的役割を考えた場合、少数の者が⾼校を出ていないというレッテルを貼られること、
それにより被ると思われる差別、偏⾒といった不利益、さらには憲法において保障されて
いる権利としての教育権を最⼤限⾏使するといった意味において、また、多様化が進んで
いるこの現代において画⼀的教育を施すことの利点をふまえ、そのような教育をなぜ義務
にすべきかと⾔った点を考慮し、⾼校の義務教育化に賛成である。以下においてその論拠
を述べつつ、反対論にも⾔及し、私の考える義務教育像を述べていく。 
 
第２節 義務教育に対する認識の違い 
1. 義務教育について 
 義務教育とは、国家が国⺠に対して履修ないし就学を義務づける教育をさすのが普通で
ある。義務教育の義務とは学校への出席あるいは教育課程の履修を義務づけることである
が、この義務づけは国家が国⺠に対して就学や履修を強制することにより成⽴する。 
 義務教育は⼀定期間の就学ないしは教育課程の履修を修了することを要求するが、何を
もって義務教育を終了したと⾒なすかについては⼤きく分けて⼆つの考え⽅がある。 
 ⼀つは課程主義と呼ばれるものであり、⼀定の教育課程の習得を以って義務教育修了と
認定される習得主義である。 
 もう⼀つは年齢主義、つまり⼀定の年齢から就学を開始し、⼀定の年齢に達すれば履修
が⾃動的に認定されるというものであり、⽇本はこの考え⽅を採⽤している。⽇本は就学
義務であり、就学することが義務であるかないかの違いである。 
 
2. 義務教育反対派の捉え⽅ 
 義務教育化反対派の考えとして、⾼校に進学するよりも、違う道のほうが⾃分には合っ
ているのではないかと考える⼦供の考えを、つまり、⼦供たちの将来についての多様性を、
⾼校への就学の強制によって摘み取ってしまう恐れがあると考えていることがその⼀つと
して挙げられる。もちろん中学を卒業したばかりの⼦供にこれから先の⾃分の将来を決め
る⼒が⼗分にあるのか、概してそのような時期に⾃分の将来像がきちんと確⽴した上で⾼
校進学を望まないとしているのかという点でこの考え⽅には疑問の余地も残るが、多感な
⻘年期の過ごし⽅を、画⼀的に⾼校進学という同じ進路をとらせることになるのは⽣き⽅
の多様性を奪うことになるという考えも⼀理あるだろう。 
 そもそも義務教育とはどういう教育なのか。議論をする上で義務教育という制度を等し
く認識しているのだろうか。ここに認識のずれがあるために賛成派と反対派との間で義務
教育の捉え⽅の違いが⽣まれるのではないだろうかと思われる。 
 国⺠は、もしくは反対派の考えにおいては、義務教育についての認識を、⾃分たちの就
学の権利であるというように考えているのだろうか。思うに、就学の権利であるとすれば







それは放棄可能であるが、権利の放棄をしようとする者の保護者はこの⾏動を抑制、ある
いは禁⽌し、その⼦⼥を学校へ⾏けと強制すべきであると考えているのではないだろうか。
もしそうすべきであるならば義務を負っているのは結局当の本⼈であり、保護者はその⼦
⼥たちにその義務を忠実に履⾏させるための監督を⾏うだけで、実際の就学義務は当⼈に
あることになる。つまり、就学の義務は放棄の⾃由など無いのだ。このように、国⺠は、
教育を受ける権利とは名ばかりのものであり、教育を受ける、受けさせる義務があると考
えていると思われる。だからこそ学校には⾏きたくない者、つまり就学強制についての問
題をどうするのかという議論が挙がってくるのだ。権利と義務は表裏⼀体の関係であり、
⼈間とは概して、権利⾏使を阻害されることと共に、強制される事をひどく嫌うものであ
り、この強制観のために義務教育を良しとしないのではないか。 
 
3. 義務教育の今⽇的意味 
 先に述べたような考え⽅をもって、義務教育に対する嫌悪感が⽣まれているのだが、こ
こで⾔う義務とは、本来は当の本⼈が負っているはずである。しかし未成年であるからそ
の保護者、ないし親権者が就学させる義務として代⾏しているといえる。彼らは⼦⼥に教
育を受けさせる義務を憲法によって負わされている。その⼀⽅で憲法によると、「全ての国
⺠は……その能⼒に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」としている。つまり、教
育を受けることは義務ではなく権利なのだ。 
 そもそも「保護者の就学させる義務」とは、国家に対する義務ではなく、その保護する
⼦⼥に対する権利保護の保障の義務であるはずだ。⼦供たちが就学を望んでいるのにそれ
を拒むことなどできず、その権利が放棄⾃由なものならば、⼦⼥が就学を望んでいないの
にそれを強制する権利など保護者には無い。梅根によると今⽇的意味での義務教育制度と
は、 
 
  ⼀定年齢の国⺠⼦⼥を教育を受ける権利の主体として認識することを第⼀義とし、こ 
  の権利の保障を保護者と公共体とに求めるものである。保護者に対しては権利者であ 
  る⼦⼥のこの権利がフルに保障されるように、公共体とその学校に対しては教育を受 
  けることは君たちの権利であると胸を張って⾔いうるような教育のありようを実現す 
  るように要請し、またそのための、学校設置をはじめとする物的・⼈的条件の整備を 
  要請する。⼀⽅ではこの要請をなしつつ、他⽅、わが保護する⼦⼥に対しては、⾃⼰ 
  の（意⾒の）恣意による就学の抑制を厳につつしむ（就学の保護義務）、しかし就学の 
  強制はしない（佐藤 1976:71） 
 
 ということができるとしている。義務養育制度とは、あくまでも⼦⼥の教育を受ける権
利を保障するためのものであるのだ。よって反対派が考えるような⼦供たちの将来設計に
ついての⾃由を奪うと⾔った側⾯は持っていないのだ。 







 
第３節 義務化反対論 
 現在の進学率は、ほぼ⼗割であり、全⼊時代と⾔えるから⾼校を義務制にすべきとする
のは、公共体の保障義務、つまり低い就学費個⼈⽀出による全員就学を可能にする⼈的・
物的な条件整備を不可⽋なものにするという意味がある。ただ、就学率が⾼いから即義務
化といえるであろうか。教育の権利を保障するという⽬的ならば、むしろ、義務化ではな
く、無償化にするほうが良いのではないかという考えも当然出てくる。 
 義務教育には就学の強制が伴う。市川によれば、「義務教育は国家による教育の平等な提
供を保障する半⾯で保護者や⼦供の、教育に関する選択の⾃由を制約するから、私事とし
ての教育の理念と対⽴する契機をはらむ」（市川 2006:138）。そして今⽇の脱学校論者たち
は、義務教育は⼈々から学習の⾃由を奪い、親たちからわが⼦を教育する⾃由を取り上げ
ると糾弾している。もちろん、ただ学校を無くせばいいなどと彼らは⾔っているわけでは
ないが、それにしても教育の権利としての側⾯を強調するのならば、義務ではなく無償に
するほうが何かと差し⽀えない、⾔い換えれば、就学したくない⼦⼥たちの問題も起きな
い。また、本当に意欲のある⽣徒だけが⾼校に集まることになる。さらには、親たちも⾃
分たちの⼦⼥に、⾃分の思うような教育を施せると⾔うのだ。だが、それでも義務教育に
すべきだとする論拠を次節で述べる。 
 
 第４節 義務化主張の論拠 
 今の⾼校⽣の中には事情が変われば⾼校に⾏きたくないと思う割合がかなり⾼いのでは
ないかと予想され、⾼校出、⼤学出がどんどん出世し、中学のものは下積みにされてしま
うということがなければ⾼校など⾏きたくないと⾔う⼦⼥も多いのではという意⾒はもっ
ともだと思う。そんな彼らに就学を強制することは酷であるという批判に対処するには、
現⾏の法律を改正し、義務教育のもつ強制的な性格を無くすことで⾜りる。つまり、義務
化ではなく無償化にすればよい。そう考えて義務制を伴わない無償制を主張したとしても、
この問題は就学や履修の強制を廃⽌するだけで⽚付くものではない。問題は法的規制より
も、学校に⾏きたくなくても⾏かなければならない、または⾏かざるを得ないという社会
的な強制となっていることである。事実上の義務教育となっている⾼校の進学率の⾼さと
いうのは、その背景に⾼校を出なければ職業機会が無いという現実からである。それは、
国⺠は⾼校教育に対して肯定的に捉えているのではなく、この先職に就くためにやむを得
ず就学している、あるいはさせている親や⼦⼥がいると考えられる。国⺠が就学を強制さ
れると感じているのは、制度上の問題からではなく、社会から要求されているところから
感じてしまうのだ。また、これを踏まえて現在の進学率を⾒たとき、その量的側⾯だけで
なく、国⺠の教育観の⾯で、準義務教育状況に⾄っていることは、義務教育に求められる
国⺠教育としての基準性が望まれていると捉えることができるだろう。つまり、進学率の
上昇は、⼀⽅では国⺠の教育需要の⾼まりとも⾔えるのだ。 







 さらに、就学強制についてであるが、就学強制を無くすには義務教育制度廃⽌ではなく、
学校教育を廃⽌し、学校教育を必要としない社会を作る必要があるのだ。つまり、学校と
いう制度をなくし、たとえ⾼校を出ていなくてもそれだけで評価をされない、学歴と⾔う
レッテルにとらわれない、個⼈の実⼒のみが考慮され評価される社会を作る必要がある。
だが、そのような社会は果たして作れるだろうか。学習を偶然の機会に任せ、制度に頼ら
ずに家庭任せで⼦供は⾃⽴できる⼈間に成⻑できるだろうか。 
 仮に義務教育、学校制度⾃体が無くなったとして、個⼈がおのおのの⼦⼥を学ばせたい
ように学ばすことができ、また⼦供たちも⾃分の興味関⼼に正直に学習していける、学歴
にとらわれない社会ができたとして、そこにおける、例えば企業における個⼈の評価⽅法
は、すぐに使える、役⽴つ能⼒を他の者よりどれだけ多く持っているかと⾔うことになる
であろう。しかし、そのような社会において、すぐに使える能⼒というのは時代の変化に
対応しづらい、いわば使い捨ての能⼒になってしまう恐れがあるのだ。ここにも義務教育
賛成の理由がある。 
 義務教育とは、現在の多様化、専⾨化している社会とは逆⾏するかたち、つまり画⼀性
を要求する⾯がある。わが国における中等教育とは、初期中等教育である中学、後期中等
教育である⾼校を指し、⾼等学校の義務化は全ての国⺠に完全な中等教育を与えることと
なる。これは、基本的に共通な教育の内容を保障し、科学の発展、技術⾰新にますます向
かうであろう未来社会の予測に⽴ち、国⺠が⽣きていくのに必要不可⽋な教育機会を国家
が全ての国⺠に提供することとなる。また、現⾏の学習指導要領が⾼校第⼀学年を義務教
育の延⻑として捉えており、共通科⽬の履修に重点を置き、第⼆学年以降を選択幅の⼤き
いものとしていることから、⾼校 3 年間が制度とし義務化されたら、つまり、国⺠に共通
に求められる教育内容を 12 年間で履修すべき必要性を認められるならば、⾼校教育の内容
編成は普通教育の完成を軸とする、より安定した原理によることが可能となるのだ。もち
ろんどのような知識が社会で要求されるかについてはさまざまな議論がされているのだが、
あらゆる職について、共通して要求される部分について、学校という制度が画⼀的に標準
的な知識を学ばせる必要があるのだ。画⼀性を要求することは、個性がつぶされるなどと
⾔った反論がされそうだが、そもそも個性というのは、⼟台に物事の真理や基本といった
揺るぎようの無いものを獲得した上での、または獲得する過程においての個⼈差であると
考えられる。さらに、画⼀的教育によって要求される知識と⾔うのは、たとえ時代が急速
に変化しても最低限必要とされる、あるいはそのような変化が起きても⼗分に対応できる、
使い捨てにされない能⼒を形成するための知識である必要がある。 
 そもそも、学校で習うようなことは社会では何の役にも⽴たないではないかという意⾒
があると思われる。もちろん難解な数式などが実⽣活においてどの場⾯で⽣かせるのか、
⽣きていくうえで必要ないではないかという意⾒ももっともだと思う。しかし、現実にお
いて、そのような教育を受けた⾼卒の者と、受けていない中卒のもののうち、どちらを企
業が採⽤するかを考えた場合、⼀般論として前者を採⽤するのではないだろうか。これは、







企業側は、与えられた課題を柔軟にこなしていけるかどうかを判断しているとも考えられ
るのではないだろうか。もちろん企業で働いているものの多くは⾼校既卒者であり、⾃分
たちも同じように後期中等教育を受けてきたのであるから、学校で教わる教育がその職務
遂⾏のためにどれほど役に⽴つのかというのは⼗分理解しているはずだ。さらに、多様に
専⾨化しつつある現在の教育内容においても、その限度は知れたものであり、さまざまな
職種についてあらゆるニーズを満たす教育を施すことは不可能である。また、最近では、
研修制度も充実しつつあり、働くためのスキルと⾔うのはその職についた後に⾝に着ける
というシステムになっている場合も多い。では、それまでに要求される知識というのは、
幅広い⼀般教養と常識であり、これらにおいて画⼀的な教育を⾏うことに対して、何の問
題が⽣じるというのか。これらは、社会が、あらゆる分野において共有すべきものである
のだ。むしろ、画⼀的な教育を⾏わなければ、前提それ⾃体にばらつきが⽣じてしまう恐
れがある。藤⽥によると、個々⼈が教育、学習によって獲得、形成する知識は社会におい
て価値があるとされているものである。これらは当該社会において共有され、有益なもの
とされているからこそ価値があり、学校教育で教授されるのだ。このことから学校教育も
社会的、公共的なものとなり、公共の価値を有するものとして社会的に構築されたもので
あり、その構築基盤となっている⽂化社会を前提にして成り⽴っている(藤⽥ 2005)。 
 またそのような知識を獲得する機会は、個⼈の能⼒に依拠するシステム、つまり偶然に
よるものであってはならない。誰もが平等に学習できる機会を与えられるためにも義務教
育という公共的教育システムが必要なのだ。⾼校に就学しない者も、もちろんそこで学習
を終えてしまうわけではない。ではどこで学習するのかと⾔うと、学校の反対を家庭であ
るとした場合、そのような者たちは家庭で学習を続けることになる。その場合に、家庭が
学校より優れた教育機関であると⾔い切れるであろうか。もちろん中学を卒業した者たち
はそれなりに⾃分で学習をすることもできるだろうが、やはり親、ないし家庭教師等の者
から教育を受けることになるだろう。しかし、親に教育を委ねた場合、⼦供に最低限の教
育⽔準が保障されるだろうか。個⼈の⼈格形成において、多感なこの時期の⼦供に、その
完成に必要な教育と学習の機会を⼗分に保障することができるであろうか。親ならば、誰
でも家庭における教育ができることがその条件となるが、仮にその条件を満たす親がいた
としてもその能⼒が常に発揮できるとは限らない。 
 また、例えば就学の強制を嫌い、フリースクールに通うにしても、それ⾃体の経営が満
⾜にいくとは限らず、⾦持ち相⼿で無い限りその資⾦繰りに苦しむこととなる。学校は、
⽣徒数に対し少ない教師で教育を施せると⾔う意味において経済的な場所なのだ。 
 
第５節 結論 
 このように、⾼校を義務教育化することにより、⾃らの持つ教育を受ける権利や、社会
の⼀員として⾝に着けておくべき知識を⾝につけるための場が制度というかたちで補償さ
れることになる。無償化による後期中等教育の多様化を認める流れを推進していくのでは







なく、知識の平等性、基準性というものを確保しなければならず、その⽅法が義務教育な
のだ。義務教育とは、⼀定年齢の国⺠が、社会に出ても⾃らの能⼒を形成、強化、維持し
て⾃⽴するための前提条件としての、当該社会で共有されることが望まれている知識を獲
得するための機会を広く平等に提供するために不可⽋な制度であるといえるのだ。その知
識は社会を前提としているため、使い捨てにはされない、有益なものであるということが
保障されている。ますます⾼度化していくであろう社会を前提として、完全なる中等教育
を受けることは、もはや社会が、さらには国⺠⾃⾝が、⾃⽴するうえでの必須条件である
と認識していると⾔っても過⾔ではない。以上のような理由から、わが国における後期中
等教育である⾼校教育は義務化すべきなのだ。 
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クレジットカードによる⽣活保護費の給付 
中井 恵 


 
第 1 節 序論 


現⾏の⽣活保護制度には様々な問題がある。何らかの⽅法によって、元来受給資格要件を満たしてい
ないにもかかわらず⽣活保護を受給したり、実際に⽀給されるべき⾦額以上の保護費を不正に受給した
りする。このような不正受給者がいる⼀⽅で、受給資格があるにもかかわらず、市職員の圧⼒により受給
できない場合もある。これは「⽔際作戦」と呼ばれるものであり、最近では 2007 年に北九州市⼩倉北区で
男性が餓死するという痛ましい事件が起こっている。また、被保護者は保護費受給の権利を得るとともに
様々な義務を課せられ⽣活に制限を受ける（⽣活保護法第 56 条〜第 63 条）ので、所得が⽣活保護⽔準
以下であってもあえて受給を申請しない者もいる。あるいは、世間の「⽣活保護を受けているくせに」という
差別や偏⾒(スティグマ)が伴うことにより、⽣活保護⽔準以下で暮らすことを選択する者も存在し、不正受
給の⼀⽅で過少受給という問題もある。 


⽣活保護⽔準以下で暮らしている世帯のうち、どれだけの世帯が実際に⽣活保護を受けているかを表
すのが「捕捉率」である。橘⽊⽒は、⽣活保護⽔準以下の所得で暮らしている⼈は⼈⼝の 13％と推計して
おり（橘⽊ 2006：18）、また、湯浅⽒によると⽇本の⽣活保護の捕捉率は 15％から 20％程度に過ぎず、
本来ならば⽣活保護を受給出来るにもかかわらず受給していない⼈々がおよそ 600 万⼈から 850 万⼈に
上ると推測されている(湯浅 2008：28)。 


あるいは、⽣活保護費⽀給に対し、「40 年間年⾦をかけているのに、⽣活保護基準よりも低いのは納
得できない。」といった不満の声があがることがある。国の説明は、「⽼齢年⾦は現役時代の⽣活基盤も
考慮して⽼後の⽣活を営むという考え⽅であるのに対し、⽣活保護は最低⽣活を保障するためのもので
あって、両者は制度趣旨を異にしているから、おかしくはない。」というものである(寺久保 1985：129)。⽣
活保護制度にはこのような問題点もある。 
 ⽣活に現に困窮している国⺠に、その困窮の程度に応じ必要な保護を⾏い、その最低限度の⽣活を保
障するとともに、その⾃⽴の助⻑を図ることを⽬的としている⽣活保護は、まさに格差をなくそうとするため
の制度であるにもかかわらず、実際は適正な保護が⼗分に図られているとはいえない。 


厚⽣労働省の調査によると、収⼊を隠すなどして不正に⽀給された 2007 年度の⽣活保護費は、2006
年度より 2 億 400 万円増えて 91 億 8300 万円に上ることが明らかになった。不正受給件数は 1310 件増え
て 1 万 5979 件である1。 
 たとえば、暴⼒団組員が⽣活保護を不正に受給したケースについて、読売新聞の調査によると、厚⽣労
働省が組員への⽣活保護の⽀給を原則禁じた２００６年３⽉から昨年９⽉までに、４０⾃治体で９４件の不
正受給が発覚しており、総受給額は判明分だけでも４億円に上っている2。また、ＮＰＯ法⼈「みどりの会」
は千葉市から⽣活保護費総額３１００万円をだまし取り、「暴利をむさぼる犯⾏」として有罪判決が下され


                                                  
1 2008/10/07  【共同通信】 http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008100601000901.html 
2 読売 ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090118-OYT1T00857.htm 
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たのは記憶に新しい。不正受給が過失によるものであるなど、再犯の可能性が低いものについては、⽣
活保護法第 63 条による不正受給⾦額の返還命令が⾏われ、悪質な場合は同 78 条による徴収の実施や
同 85 条に基づく罰則規定が適⽤されることとなる。また、保護の廃⽌が検討され、さらには刑法の詐欺罪
や所得税法違反（虚偽申告）などが適⽤される。 
 刑罰等は事後的な対策であり、損失額の全額を回収するのは困難である。では、不正受給を事前に防
ぐ⽅法はないのだろうか。あるいは、不正をもっと早く知る⽅法はないのだろうか。⼀部の⾃治体では県警
との連携を進めて暴⼒団等の対策を講じているところもある。 


⽣活保護費の給付は窓⼝による⼿渡しか、⼝座への振り込みが⼀般的である。⼈員不⾜から机上の
審査や現場の実情把握は⼗分でなく、なかなか虚偽の申請を⾒抜くことができないため、福祉事務所が
税務署と⼀緒になって⼤々的に受給世帯の調査に乗り出したことも、近年不正受給件数が増加した⼀因
だと思われる。ただ、審査を厳しくしすぎると本当に必要な⼈が受給できなくなる恐れがある。そこでこの
論⽂では、⽣活保護費不正受給問題に焦点を当て、具体的な提案として、アメリカのフード・スタンプ制度
を念頭に置き、利⽤限度額を⽣活保護費に設定したクレジットカードを配布して、⽣活必需品のみを購⼊
させる⽅法を提案する。その利⽤実態から不正受給の疑いのある者や、⽣活保護費を本来の⽬的以外
で使っている者を早い段階で⾒つけ出し、不正が働けない制度の基盤になるかどうかを検討したい。 
 
第 2 節 ⽇本の⽣活保護の現状とアメリカの公的扶助 
1.⽇本の⽣活保護 


⽣活保護法は、憲法 25 条の「健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利」(⽣存権)に基づいて定めら
れており、財務省によると平成20年度には約2兆円の予算が計上されている3。今⽇の⽇本では、⽣活上
の諸困難(失業、病気、離婚など)が発⽣した場合、まずは社会保険(雇⽤保険、健康保険など)によって⽣
活維持をはかるシステムになっている。社会保険などによってもなお困窮状態が解消されず、収⼊が国が
決める最低⽣活⽔準を割り込んだ場合に、困窮原因を問うことなく、資産調査等を条件として登場するの
が⽣活保護である。保障される最低⽣活基準は、地域や年齢、世帯構成などによって異なるが、2006 年
度の時点で、⼤都市部において、標準 3 ⼈世帯(33 歳男、29 歳⼥、4 歳⼦)の場合は⽉額 16 万 180 円で
ある。通常これに家賃(東京では 2 ⼈以上 6 万 9800 円)が加算される。就労収⼊等がこの基準額より低け
れば、差額が⽀給され、医療費も保障される(⽵下 2006：224)。満額を⽀給されたとして、275 万 9760 円
になる。ちなみに、現在の⽇本の平均所得⾦額は 563 万 8000 円であり、その半分以下の年間所得 200
万円以下で暮らす⼈々は約 19％存在している4。 


⽣活保護費の⽀給に当たり、資産調査が⾏われる。具体的には、居住している家屋や宅地については
保有可であり、⾃動⾞は⾝体障害者⽤など⼀部を除き保有不可である。冷蔵庫など耐久消費財について
はその地域で 70％以上の普及率であるものは保有可であり、貯⾦は最低⽣活費の 2 分の 1 は可である。
学資保険は解約⾦ 50 万円程度までなら可であり、⽣命保険は保険料が最低⽣活費の 1 割以内、解約返


                                                  
3 財務省 http://www.mof.go.jp/seifuan20/setumei/h20y_c.pdf 
4 厚⽣労働省「国⺠⽣活基礎調査の概況」http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa06/2-1.html 
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戻⾦が最低⽣活費の 3 倍以内であれば可である(⽵下 2006：225)。 
近年の保護動向は、被保護⼈員が最低であった平成 7 年度(1995 年)と⽐較すると、⼈員・世帯共に急


激に増加している。平成 7 年度は被保護⼈員約 88 万 2 千⼈、被保護世帯約 60 万 2 千世帯だったのに
対し、平成 17 年度（2005 年）は被保護⼈員約 147 万 2 千⼈、被保護世帯約 103 万 9 千世帯である5。し
たがって、利⽤者は⼈⼝の約 1％強であり、先進諸国と⽐較すると低い利⽤率となっている。第 1 節で先
述の湯浅⽒の計算による潜在的な⽣活保護必要者数を 850 万⼈と仮定すると、約 1000 万⼈もの⼈々が
最低⽣活⽔準線(貧困ライン)以下で⽣活していることになり、現在の⽔準でこれらの⼈々を全て保護しよ
うとすると、13 兆円以上の予算が必要になると思われる。それにもかかわらず、政府はまた 2005 年「三位
⼀体の改⾰」の名の下、⽣活保護の国庫負担分を 4 分に 3 から 2 分の 1 に引き下げると宣⾔し、地⽅⾃
治体との交渉の末、⾃治体が⽣活保護の適正化(しめつけ)努⼒をするなら国庫負担は維持するとの結論
に⾄った。それが 2005 年 12 ⽉に出された「⽣活保護適正化につての確認書」である。政府はまた「⾻太
の⽅針 2006」で、⽣活保護の本格的削減について⾔及し、⺟⼦加算の３年かけての廃⽌等が 2007 年か
ら実施されている(湯浅 2007：110-112)。また、近年は全体として保護受給期間が⽐較的⻑期にわたるケ
ースが多くなっている。保護受給期間が1年未満である世帯は、1960年には約14万世帯で全体の24.4％
だったのに対し、2005 年には約 12 万 7000 世帯で全体の 12.5％にまで減少している。⼀⽅、受給期間が
5 年以上という世帯は、1960 年には約 17 万 6000 世帯で全体の 30.6％だったのに対し、2005 年になると
約 49 万世帯で全体の 48.3％まで上昇している6。 


では、実際に⽣活保護基準で暮らすとどのような⽣活になるのだろう。 
京都市内の福祉事務所職員有志 19 世帯が、住居費を除く⽣活保護基準相当額で 1 か⽉間⽣活をした。


まず１番節約しやすいのは⾷費であるが、栄養⾯の不安は⼤きくなる。次に交際費については、最低⽣活
費では捻出困難との分析がなされている。被服費については下着以外ほとんど買えないし、⼊浴費も切り
詰めの対象となり、夏季ですら毎⽇⼊浴できない状態になる。教育費についても、習い事や塾は極めて困
難となり、家財道具、耐久消費財については買い替え費⽤の準備が⾮常に困難となる。これらの結果を
みると、⽣活保護基準内で⻑期にわたって⽣活することには相当な困難が伴うことがわかる。職員からも
「1 か⽉だけとわかっていたから頑張れたけど、これでずっと暮らせと⾔われたら苦しい。」という声が続出
した(寺久保 1985：127-128)。 


この試みをみる限り、⽣活保護基準での暮らしは健康で⽂化的とは⾔いがたい。⼀体、最低限度の暮
らしとはどのようなものをいうのだろう。インドの経済学者アマルティア・センの潜在能⼒アプローチによる
と、基本的機能として「適切な栄養を得ているか」「⾬露をしのぐことができるか」「健康状態にあるか」「避
けられる病気にかかっていないか」の 4 つが挙げられ、複雑で⾼度な機能として「読み書きができるか」
「移動することができるか」「⼈前に出て恥をかかないでいられるか」「⾃尊⼼をもっていられるか」「社会⽣
活に参加しているか」の 5 つが挙げられている。「⽣活の機能」は「⽣活の質・福祉」と同等だという考え⽅
                                                  
5 厚⽣労働省：平成１８年全国厚⽣労働関係部局⻑会議資料（社会・援護局） 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/bukyoku/syakai/1-j03.html 
6 厚⽣労働省「被保護者全国⼀⻫調査(個別調査)」 
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-kou44/data16/H16kobetsu10.xls 
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であり、⼈間らしい⽣き⽅とは何かを端的に⽰している。現在の保護⽔準ではこれらの要素を全て満たす
のは困難であるどころか、半分を満たせるかも疑問である。 
 参考として、以下ではアメリカの公的扶助を紹介する。 
2.アメリカの公的扶助 
 アメリカ合衆国の国勢調査によると、2005 年の時点で、全国で約 3700 万⼈が貧困状態にあり、それは
全⼈⼝の約 13％に上る。年齢別でみると、まず 18 歳未満の児童は 1290 万⼈になり、すべての児童の約
17％を占める。次に 18 歳以上 65 歳未満の成⼈では、2050 万⼈の⼈々が貧困にあり、すべての成⼈の
11％を占める。最後に 65 歳以上の⾼齢者は 360 万⼈となり、すべての⾼齢者の 10％に上る(杉村 2008：
161)。 
 アメリカでは連邦政府が公式の貧困閾(貧困線)を設定し、全国における貧困の実態を調査・公表してい
る。国勢調査局が設定した貧困閾は、保健福祉省によって簡易な基準に修正され、いくつかの公的扶助
事業の利⽤資格を決める基準として⽤いられている。その基準は貧困ガイドラインと呼ばれている。アメリ
カの公的扶助には 80 以上の事業があるが、代表的なものの１つとして、フード・スタンプ制度がある。 
 フード・スタンプは、さまざまな⽣活困窮者に⾷糧を⽀給する事業であり、連邦機関の農務省が担当して
いる。予算に上限が設けられていないため、利⽤資格を満たせば必ず給付を利⽤できるエンタイトルメン
ト事業である。この事業の⼤きな特徴は、⾼齢者や障害者など稼働能⼒がないとみなされる⼈々だけで
なく、稼働能⼒があるとみなされる⼈々も利⽤できることである。他の事業と同様保持できる所得や資産
は限られているが、稼働能⼒のある単⾝の⼈々に対しては、就労もしくは就労訓練に参加することが求め
られる。また、就労の求めに応じない場合は、最⼤6か⽉まで世帯全員の利⽤資格を剥奪することが認め
られている。なお、アメリカ合衆国の市⺠権をもっていない移⺠はさらに厳しく制限される。このような利⽤
資格を満たせば、給付が⽀給される。 
 フード・スタンプは、必要な⾷糧を買うための現⾦や調理済みの⾷事を⽀給するのではなく、バウチャー
と呼ばれるプラスチック製のカードを⽀給する。以前は紙製の引換券であったが、転売などの不正が多発
したため、カードになった。利⽤者はそのカードを使⽤して、⼀定の⾦額内において決められた⾷糧と交換
することができる。1 ⼈世帯の場合、最⼤で 155 ドル相当(2004 年度)の⾷糧と交換でき、実際に⽀給され
た給付の平均は 93 ドル相当(2004 年度)となっている。カードを使⽤できる場所は農務省の許可を受けた
⼩売店に限定され、アルコールや煙草などとは交換できず、レストランの⾷事と交換することも認められて
いない。フード・スタンプの利⽤者は、2005 年の時点で、全国で 2570 万⼈存在し、世帯数では 1120 万世
帯が利⽤している(杉村 2008：163)。 
  
第 3 節 クレジットカード制度導⼊の利点と⽋点 
1.なぜ現物給付ではいけないのか 
 まず、現物給付の場合、利権が絡むという問題がある。野菜を例に考えると、特定の農家が⽣活保護者
への⽀給⽤野菜として、常に安定した値段で国に買い取ってもらえることになり、その選ばれた農家には
特別の利益が与えられたことになる。また、物流は⾦銭よりも中間マージンが搾取されやすく、利権の温
床になる可能性がある。そして、⾷料品や⾐料品は特売品を買うなどの節約を⼼がければ定価以下で買
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える場合があるのにもかかわらず、現物給付はその努⼒をさせないことになる。さらに、⾃分の意にそぐ
わない⾷料品や⾐料品を⽣活保護利⽤者に強要することにもなりかねない。 
 ⽇本総研株式会社の⾹川⽒はクレジットカードを活⽤した⽣活保護費の給付の可能性について以下の
2、3 のように指摘している7。 
2.クレジットカードの利点 
 １点⽬は⽣活保護業務の効率である。⽣活保護費の⽀給は、役所の窓⼝で現⾦⽀給するか預⾦⼝座
に振り込むことになっているが、クレジットカードを導⼊すればその作業及び現⾦を取り扱うリスクが軽減
される。アメリカでは現に EBT(Electronic Benefit Transfer)によりフード・スタンプのプログラムコストと詐欺
⾏為が削減され、受領者は迅速かつ安全に⽀払いを受け取ることができるようになった。 
 ２点⽬は利⽤範囲を制限できることである。現状では介護、医療分を除けば、すべて⾦銭での⽀給であ
るため、その使⽤範囲を限定することはできない。不正に受給した⽣活保護費をパチンコに費やすといっ
たことも可能である。クレジットカードを導⼊すれば、利⽤先を制限できる。例えば、スーパー・コンビニ等
や⾐料・⽣活雑貨の店のみ利⽤できるようにして、娯楽施設・飲み屋などでは使えないようにすることも可
能である。 
 ３点⽬は購⼊履歴が把握できることである。通常クレジットカードを利⽤していれば毎⽉明細が送られて
きて、利⽤履歴を確認することができる。給付カードを⾏政が貸与する形にすれば、利⽤履歴は⾏政側が
把握できることになる。もし不⾃然な使⽤⾏為（⼀度に⾼額な買い物をしている、常に居住地域とは異なる
場所で利⽤している等）が⾒受けられれば、優先的に訪問調査を⾏うことも可能である。既にカード会社
は利⽤履歴から利⽤者のニーズを把握し、不正利⽤を検知するなどのノウハウを持っており、カード会社
と連携して検討すれば、不⾃然な使⽤⾏為を抽出する仕組みを構築することは可能である。 
 ４点⽬は何か問題があればすぐにカード機能を⽌めることができることである。お⾦なら誰でも使うこと
ができるが、カードなら暗証番号が必要で本⼈しか使うことができないため、不正使⽤をいち早く察知する
ことができる。クレジットカードを失くしたとき、給付後に不正受給が発覚したときなど、すぐにカード機能を
⽌めれば、被害を最⼩限に抑えることができる。 
3.クレジットカードの⽋点 
 現在の⽣活保護費には８種類（⽣活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、⽣業
扶助、葬祭扶助）があるが、クレジットカードが利⽤しにくいものもある。ただし、この点については医療・介
護の他に教育なども現物給付に変更するとともに、加盟店を拡⼤することで、⼗分対応できるのはないか
と思われる。もちろん、利⽤履歴の情報を⾏政が管理することになるため、プライバシー保護の観点から
⼗分な情報管理が求められる。また、クレジットカードが法律で定められている「⾦銭給付」に該当するか
どうかなど、制度的にクレジットカードが利⽤できるかどうかについても⼗分な検討が必要である。その他
にも、既存の仕組みを最⼤限活⽤するという観点から、クレジットカード会社の現⾏スキームやシステムで
運⽤上問題ないかという点についても調査する必要がある。 
4.フード･スタンプ制度のシステム構築 


                                                  
7 ⽇本総研 http://www.jri.co.jp/consul/column/data/679-kagawa.html 
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 アメリカのペイメント・プロセシング会社であるTSYS社は、クレジットやデビット等総合的なカード加盟店
拡⼤業務およびカード発⾏業務サービスを広範に提供し、購⼊者と販売者間で⾏われる⽀払いを円滑に
処理している。TSYSの持続的システム・パフォーマンスにより、州は、フード・スタンプやTANF（Temporary 
Assistance for Needy Families：貧困家庭⼀時扶助）、SSI（Supplemental Security Income：補⾜所得保証）
などの連邦政府の新しい電⼦給付⾦プログラムの構築が可能になった。TSYSインテグレーテッド・ペイメ
ント・プラットフォームは、認証システムを持つプロセシング・プラットフォームとして、1 ⽇ 24 時間年中無休
で即時給付⾦精算を⾏うことができる。TSYSのシステムでは 1 枚のカードで複数のプログラムに対応でき
るため、州がフレキシブルにプログラムを導⼊することが可能である8。 
 上記のように、カード会社と連携すればシステムの構築が可能になると思われる。既存の仕組みを最⼤
限使うということで、システム移⾏の費⽤と時間を節約することができる。これはアメリカも⽇本も同様であ
ろう。どのカード会社を起⽤するかについてもまた利権の問題が⽣じるが、それは競売等の公平な⽅法に
よって決めればよいことである。企業間の競争によってシステムの向上を望むことができるという利点もあ
る。 
 
第 4 節 結論 


最後に、なぜ格差社会が是正されるべきかという前提的な問いに対して、経済的な徴兵制の可能性を
挙げて考察したい。未来を描けない、まともに⾷べていけないといった閉塞した状況に追い込まれ、他の
選択肢を奪われると、「息⼦さんの夢を親であるあなたが叶えてやれないなら軍が代わりに実現しよう、と
持ちかけられ、最後のチャンスだとばかりに契約書にサインする親は多い(本⼈が⼗⼋歳未満の場合は
親の承諾書があれば⼊隊契約が成⽴する)。」(堤 2008：103)と堤⽒は述べている。これはアメリカの例だ
が、こうした状況は⽇本でも⽣まれ始めていると湯浅⽒は⾔う。「私のところには⾃衛隊の募集担当者か
ら積極的なアプローチがある。ターゲットが＜もやい＞に相談に来るワーキング・プアの若者たちであるこ
とは明らかだ」(湯浅 2008：212)。イラク戦争中のアメリカと違い、⽇本でただちに戦争が起こるとは思わな
い。問題なのは、⾃衛隊に志願すること⾃体ではなく、⾃らの思想とは異なる⼿段しか選べなくなるという
ことである。格差とは⾃由な選択をも奪うものなのだ。また、蔓延する悪徳な貧困ビジネスのように、⼈間
が 1 つの命ではなく 1 個の商品として扱われるようなこともあってはならない。 


第 1 節で述べたように、約２兆円の⽣活保護予算のうち不正受給額はおよそ９２億円に上り、割合とし
ては 0.4％であるが、莫⼤な⾦額である。もしこのお⾦が適正な保護に使われていれば、痛ましい事件も
起こらなかったかもしれない。0.4％のためにシステムを刷新するのは⾮効率という意⾒もあるだろうが、そ
れは顕在化した数であって、潜在的にはもっと多いと予測される。 
 湯浅⽒は著書の中で「⽣活保護と⾔うと、すぐに「必要のない⼈が受けている」「不正受給者がいる」と⾔
われることがあるが…⼀万四六六九件の濫給問題と六〇〇〜⼋五〇万⼈の漏給問題と、どちらが問題
の性質として深刻か」(湯浅 2008：30)と述べている。たしかに、優先的に解決されるべきなのは漏給問題
かもしれないが、この論⽂で論じたいのは、⼆者択⼀的にどちらの問題が重⼤かということではなく、問題


                                                  
8 TSYS ホームページ http://www.tsys.com/news/press_release_article.cfm?News_ID=118 
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があるならば、いかに解決するかということである。⽣活保護費が国⺠の税⾦から捻出されている以上、
その使い道は透明でなくてはならない。あらゆる⾯から、格差はなくなるよう対策されるべきである。 
 隠し収⼊で贅沢品を購⼊し、⽣活必需品はクレジットカードと使い分けられたら、不正受給者を⾒つける
のは難しい。⾃治体は家庭訪問や課税調査などによって受給世帯の実態を⼗分に把握し、不正防⽌をさ
らに徹底していく必要がある。家庭訪問時の注意点として「不正就労、収⼊の可能性」や「家財道具などの
確認」「偽装結婚の疑い」など⽣計状況を正しく把握することが、不正受給問題の根本的な解決策である
ことは間違いないが、⼈員等の問題からそれが困難な場合も多い。そこで効率化という観点から、クレジ
ットカードによる給付制度を推進して不正の発⾒を容易にし、不適切な使⽤を防ぎ、いわば第⼆段階の不
正防⽌策として機能することを⽬標としたい。そして、適切な保護を受けられる⼈が増え、少しずつでも格
差が是正されていくことを切に願う。 
 100 年に 1 度の⾦融危機や未曾有の⼤不況といわれる今だからこそ、お互いがお互いを助け合える社
会であってほしいと思う。景気の悪化はどうしても殺伐とした雰囲気を社会にもたらすが、⾃分の努⼒だけ
ではどうにもならない時、⼿を差し伸べてくれる社会であってほしい。 
 
参考⽂献 
杉村宏・岡部卓他編(2008)『よくわかる公的扶助』,ミネルヴァ書房. 
⽵下義樹・吉永純編(2006)『死にたくない！いま、⽣活保護が⽣きるとき』,⻘⽊書店. 
橘⽊俊詔(2006)『格差社会 何が問題なのか』,岩波新書. 
堤未果(2008)『ルポ貧困⼤国アメリカ』,岩波書店. 
寺久保光良(1985)『「福祉」が⼈を殺すとき』,あけび書房. 
湯浅誠(2007)『貧困襲来』,⼭吹書店. 
湯浅誠(2008)『反貧困－すべり台社会からの脱出』,岩波書店. 








介護保険制度の負担⽅式を租税負担⽅式にすべきか 
⽇下智沙 


 
第⼀節 序論 
わが国では 1960 年代以降の少⼦⾼齢化に伴い、病院で⻑期間介護を受ける⾼齢者が増加


し医療費が押し上げられるとともに、家庭内での介護においては家族に⼤きな負担がかか
り、いわゆる「寝たきり⽼⼈」を⽣み出すこととなった。こういった介護問題の改善策と
して 2000 年 4 ⽉より導⼊されたのが介護保険制度である。介護保険の導⼊により、それま
では家族によって⾏われるものとされていた⾃宅介護が、福祉サービスとして社会から供
給されるものとなり、介護施設を設けることで医療と介護を切り離すことができた。さら
に、社会保険⽅式を採⽤することで、サービス受給者は被保険者となり、消費者という地
位を獲得する。そのため、社会に引け⽬を感じることなく当然の権利として介護サービス
を受けることができるようになったのである。 
介護保険制度は地⽅分権の⼀端を担うものでもあり、制度の運営が基本的に各市町村に


任されていることも特徴である。市町村主体の運営にすることによりそれぞれの地域のニ
ーズに即したサービス提供が可能となるうえ、各地⽅⾃治体の議決により、保険料やサー
ビスについて決定することができるため、保険料を⽀払う被保険者＝住⺠の政治参加意欲
も⾼まると考えられた。また、介護保険を市町村が主体となって運営することのメリット
として、新しい公共事業としての可能性がある。公共事業の多くが従来建設業であったが、
それらと⽐べて福祉事業は⼈件費が⾼く、地元の⼈間が雇⽤されればその地域の消費が増
える。介護保険が地域に雇⽤を⽣み出し、若者が地域に残るようになると思われた。 
しかしながら、⾃治体における⾼齢者の割合は市町村によってさまざまであり、⾼齢者


の割合が⾼い⾃治体では、介護保険の導⼊は財政を圧迫する。それによって導⼊当初より、
保険料やサービス供給に地域間格差が⽣じているのだ。 
保険料については現在、全国の市町村の中で保険料基準額の最⾼は沖縄県与那国町の⽉


額 6100 円、最低額は岐⾩県七宗町⽉額 2200 円であり、最⾼額が最低額の 3 倍近くになっ
ている1。また介護サービスについていえば、失業問題の深刻な地域などでは福祉の充実よ
りも経済活性化が優先されるであろうし、介護保険に熱⼼な⾃治体でも、介護施設を増や
し要介護者の需要を満たすことがサービスの拡充だと考えるところもあれば、要⽀援、要
介護にならないための⾃⽴⽀援に⼒を⼊れるべきだと考えるところもある。 
 介護保険においてこのような地域格差が存在するなか、住⺠の不公平感や不満がつのっ
ていけば、介護保険という⽼⼈福祉制度の存続すら危ぶまれる。少⼦⾼齢化社会で我々の
多くは介護というリスクに直⾯するのであり、それに市場の保険で対処することになると
                                                  
1 2006/06/16 シルバー産業新聞 http://www.silversangyo-news.co.jp/news0604.html 
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⾼額の保険料やさまざまな利⽤制限がつき、⽣活において⾮常に⼤きな負担となるであろ
う。そこで、介護保険の運営を従来通り市町村主体の社会保険⽅式で続けるべきか、それ
とも国が主体となって公費により運営する公費（租税）⽅式にすべきかについて、介護保
険導⼊に⾄るまでに⾏われた議論をふまえて検討したいと思う。 
 
第⼆節 介護保険制度の概要 
ここで介護保険制度について説明しておく。介護保険制度では、全国の 40 歳以上の住⺠


すべてが加⼊者となっており、介護サービスに必要な費⽤の負担については、総費⽤のう
ち半分が被保険者からの保険料、もう半分が公費より⽀出されている。被保険者は 40〜64
歳の第⼆号被保険者と 65 歳以上の第⼀号被保険者のふたつに⼤きく分けられ、現在、第⼀
号被保険者の保険料は全体の 19％、第⼆号被保険者の保険料が 31％、国負担が 25％、都道
府県負担が 12.5％、市町村負担が 12.5％である。介護保険費⽤については 3年ごとに⾒直
されるが、これまでの場合、第⼀号と第⼆号の⼈⼝⽐率により両者の負担率が変わっただ
けで公費についての変更はされていない。ちなみに、第⼀期（2000〜2002 年）から現在ま
でに第⼀号被保険者負担率は 1.5％上昇している。これは⼈⼝⽐率における 65 歳以上の⾼
齢者が増えていることを⽰しており、介護サービス費⽤が増⼤し、市町村の負担も⼤きく
なっていると考えられる。 
保険料の算出⽅法は、第⼆号被保険者については全国⼀律で保険料が決められているが、


65 歳以上の第⼀号被保険者の保険料は各⾃治体における⾼齢者の割合によって異なってお
り、〔第⼀号被保険者の保険料＝各⾃治体が定めた基準額×保険料率〕で定められる。保険
料率というのは被保険者各々の課税額や収⼊により決まり、基準額は⾃治体に占める⾼齢
者の割合や、サービス供給⼒などによって⾃治体独⾃に決めることができる。 
次に介護サービスというのは、⼤きく分けて在宅サービスと施設サービスの 2 種類があ


る。⾃宅での介護を⽀援するのが在宅サービスで、施設に⼊所し介護を⾏うのが施設サー
ビスである。介護サービスを受けようとする際には認定が必要となり、「⾃⽴」「要⽀援」「要
介護」の認定が存在し、要⽀援は 1〜2、要介護については 1〜5(5 が最も重度)のランク分
けがされている。施設サービスの場合、要⽀援者は受けることができず、要介護者のみが
対象となる。これらの介護サービスを受ける際、利⽤者はサービス費の 1 割を負担する。
しかし、介護保険でまかなわれるサービス費には上限額(⽀給限度額)が設けられており、
これを越える部分については全額⾃⼰負担となる。低所得者については⾃⼰負担額に上限
が設けられているものの、⽀給限度額を超えるサービスについては対象とされていない(増
⽥ 2003：95‐110)。 
 
第三節 介護保険制度施⾏に⾄るまでの議論 
 わが国において介護保険導⼊についての具体的な議論が始まったのは 1994 年からであっ
た。介護保険制度の創設前は、租税を財源とした「措置制度」に基づき公的介護サービス
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が提供されていた。「措置制度」では、⾏政機関である市町村が、措置権者として法律に基
づく要件に該当すると判断した⼈を対象に、必要な福祉サービスの内容を決定し、提供す
るという⾏政処分としての措置を⾏う仕組みである。措置制度では、⾃治体による所得調
査、ニーズ判定が必要で⼿続きが煩雑であり、利⽤者がサービスの種類及び提供機関を選
択できない、また低所得者が利⽤するものといったイメージがあったため利⽤しにくい制
度であった(増⽥ 2003：86)。 
 そこで 1994 年⾼齢社会福祉ビジョン懇談会により報告書が提出され、その中で、介護を
必要とする⾼齢者の増⼤に備えて「国⺠誰もが、⾝近に、必要なサービスがスムーズに⼿
に⼊れられるシステム」の構築が必要とされた。その後 1995 年から⽼⼈保健福祉審議会に
よる審議が始まった。 
介護保険の運営を社会保険⽅式にするか租税⽅式にするかについては、審議開始当初よ


り、基本的に社会保険⽅式でいくという意⾒が⼤半で議論が進められた。しかし、⽼健審
の最終報告では、市町村保険者の是⾮、被保険者の範囲などといった保険制度の根幹部分
については合意に⾄らず、両論併記という結果となり、具体的な制度設計は厚⽣省に任せ
ることとなった。そして、市町村を保険者とし、40 歳以上の国⺠を対象とした地域保険⽅
式に決定したのだ。 
もちろん、審議の中で租税⽅式を訴える意⾒がなかったわけではない。当時すでに地域


保険として運営されていた国⺠健康保険により、市町村の財政は苦しい状態であった。そ
のため、⽼健審メンバーのうち市町村⻑らのほとんどが、これ以上市町村が負担を背負う
のは無理だと強く主張した。このことが、⽼健審最終報告における両論併記につながった
わけであるが、このような意⾒に対し厚⽣省及び有識者らは、介護保険導⼊により社会的
⼊院が減り医療費は下がるため、市町村に重い負担を強いることにはならないし、市町村
間の格差は県で、都道府県間の格差は国で調整すればよい、と主張した2。また、社会保険
⽅式なら、給付と負担の関係が明確であるため国⺠の理解を得られやすいこと、措置制度
とは違い、利⽤者がそれぞれのニーズに合ったサービスを選択できることなどを理由とし
て、社会保険⽅式による運営が望ましいとされた。 
 
第四節 介護保険の現状 
１．地域格差 
(１)給付額 
介護保険サービス給付費の地域格差について、2007 年『厚⽣労働⽩書』3によると、第１


号保険者に関して最⾼額が徳島県の 309,508 円、最低額が埼⽟県の 182,515 円と約 1.7 倍
の差がある。全国的にみると九州、中国、四国地⽅で給付費が⾼く、関東、東北地⽅が低
い傾向にある。また、介護保険サービスのうち居宅サービス費における格差は、⻘森県の
                                                  
2 1996/04 京極高宣「座談会：介護保険で社会福祉はどう変わるのか」『月刊福祉』 
3 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/dl/0103.pdf 
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151,272 円から茨城県の 94,560 円まで約 1.6 倍の差、施設サービス費においては、徳島県
の 174,901 円から埼⽟県の 83,826 円まで約 2.1 倍の差がある。 
このことより、施設サービス費が⾼い地域は介護保険サービス給付費も⾼くなり、施設


サービス費の低い地域は給付費も低いということになる。居宅サービスに⽐べて施設サー
ビス利⽤が多い地域は、徳島県のほか北海道、富⼭県、⼭⼝県など過疎化傾向にある地域
か⾯積の広い地域であり、ホームヘルパーの移動に時間がかかり効率が悪いため、必然的
に施設サービスに頼ることとなるのである(坂本 住居 2006：12)。 
(２)保険料 
 すでに第⼀節でも述べたとおり、現在(第三期：2006〜2008 年)の介護保険料基準額に関
しては、沖縄県の 6100 円から岐⾩県の 2200 円まで約 2.8 倍の差がある。 
 介護保険料基準額は、各⾃治体における介護サービスの需要および供給⼒を考慮し、⾃
治体が独⾃に設定することができる。よって、「上乗せ・横出し」により介護サービスを充
実させようとする⾃治体では保険料が⾼くなるが、その場合には応益負担が実現されてい
るため問題視する必要はない。しかし介護サービス需要が⾼いにもかかわらず、財政基盤
が弱いために供給⼒に乏しい⾃治体では、必要なサービスを提供するために基準額を⾼く
設定し、保険料全体を引き上げざるを得ない。 
(３)認定率 
 介護保険における「要⽀援」「要介護」の認定は、全国⼀律の基準に基づいて⾏われるこ
とになっている。しかし認定について最終的な決定権を持っているのは保険者、すなわち
市町村であり、認定率の最⾼は徳島県の 20.4％、最低は茨城県の 12.0％と 1.7 倍の地域格
差が存在する(坂本、住居：12)。 
 当然、元気で健康なのに要⽀援・要介護の申請をしに来た⼈が多ければ認定率は低くな
るし、申請者のほとんどが⽀援や介護を必要とする⼈であれば認定率は⾼くなる。しかし
申請者側の感覚の違いだけで 2 倍近くもの差が⽣じるとは考えにくく、やはり各⾃治体に
おける⾼齢者割合、財政状態が影響しているといえよう。 
⾼齢者が多く、介護保険運営に苦しむ⾃治体では、認定者数を減少させてサービス費⾃


体を抑制するという事態も発⽣しているのが現状である。また、要介護認定の結果によっ
ては給付額に⽉額 10 万円単位の差が出てくるため、認定が適切に⾏われるかどうかは、被
保険者にとって死活問題でもある(中井 2006：44‐46)。 
 
２．介護保険制度改⾰の影響  
 介護保険制度は、議論段階では運営などに関して⽼健審における合意形成に⾄らなかっ
た。そのため、当初より発⾜から 5年を⽬処に⾒直しが予定されていた。そこで 2005 年介
護保険法が改正され、2006 年介護保険制度改⾰が⾏われた。 
 2005 年の法改正では、介護保険施設の利⽤(ショートステイを含む)に際して、⾷費･居住
費(光熱⽔費・室料等)を利⽤者が負担することとなった。ただし、低所得者に対してはそ
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の分、減免制度を別途設定することで負担軽減を図ることになった。しかし、低所得者に
対する⾼額サービス費については上限額の引き下げが決定した。 
 それを受けて 2006 年より、介護予防に重きを置いたシステムが確⽴された。従来の介護
認定要件では⾮該当者となっていたような⼈にも通所系サービスによって、健康づくりを
⽀援することができるようになったのである。また、地域の特性に応じた柔軟なサービス
提供をするため地域密着型サービスが創設され、通所系サービスに対応するため包括的・
継続的なケアマネジメントを⾏う地域包括⽀援センターが創設されるなどした。 
このような地域密着型サービスは市町村の裁量により、各地域の実情に即したサービス


が提供される。従来は、サービス業者の指定、指導監督権は都道府県にあったが、地域密
着型サービスではこの権限が市町村に移ることとなり、⼀定の範囲内で指定基準や介護報
酬についても市町村の裁量による変更が可能になった。 
ここでも市町村の権限(責任)が⼤きくなるほど、やはり各市町村の財政状態の影響は避


けられない。地域密着型サービスのうち主要なもののひとつとして、認知症⾼齢者を対象
とした、通所および宿泊サービスを⾏うグループホームがあるが、その整備状況には地域
によってばらつきがある。認知症⾼齢者の介護サービスは現在ますます需要が⾼まってい
るが、グループホームの整備が進んでいる⻘森県と、進んでいない福井県を⽐較すると、
受給率に 5 ポイント以上の差が4、また介護保険給付費における地域密着型サービスの給付
費割合では 10 ポイント以上もの差が⽣じている5。同じように認知症の⾼齢者を抱えて困っ
ているのに、住んでいる市町村によって、不⼗分なサービスしか受けられないという事態
が起きるのは不合理である。さらに、地域密着型サービスにおいては、介護報酬について
も市町村の裁量が及ぶため、市町村の財政状態により介護報酬が低く設定されてしまうと、
介護サービスの質の低下につながるおそれもある。 
 
第五節 地域保険⽅式か租税⽅式か 
１．地域保険⽅式のメリット・デメリット 
 地域保険⽅式のメリットは、次の点である。 
・ 給付と負担の関係が明確（応益負担） 
・ 給付の権利性が強い 
・ 地⽅分権化の促進 
保険という制度を採った場合、応益負担であるため、基本的には⾼額な負担をすればそ


れに⾒合った質の⾼いサービスが受けられる。したがって被保険者の合意を得やすい。ま
た、保険料を負担することで、サービス給付を受けることが被保険者の当然の権利となり、
受給するに当たってスティグマ(屈辱感)が伴わなくなるため、利⽤しやすい制度となる。 
                                                  
4 ニッセイ基礎研究所REPORT 2005.10 http://www.nli-research.co.jp/report/report/2005/10/li0510b.pdf 
 2009.01.07参照 
5 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/06/dl/02.pdf 
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さらに、⼩さな政府が求められる現代の⽇本において、地⽅⾃治体が公的福祉の主体と
なることは地⽅分権の実現に向けた⼤きな⼀歩となる。よって、市町村を主体とした介護
保険制度の運営は、社会的な流れにも合っている。 
 ⼀⽅、デメリットは次の点である。 
・ 無保険者の発⽣ 
・ 地域格差の発⽣ 
・ 市町村の負担が⼤きい 
 やはり、社会保険⽅式をとった場合に最も危惧されるのが無保険者の発⽣である。⺠間
保険であれば、保険料を⽀払わない⼈は給付も受けられないだけで済むが、社会保険の場
合そうはいかず、公的福祉であるため無保険者であることを理由に放っておくことはでき
ない。強制加⼊にしても、⾼齢者や低所得者など保険料を⽀払えない⼈が出てきてしまう。 
 地域格差については第四節で述べたとおりである。 
 介護保険よりも前に、地域保険⽅式によって運営される国⺠保険がすでに導⼊されてい
たが、全国の市町村はその運営だけでかなりの財政的困難を抱えていた。そこへさらに介
護保険が加わったことで事態はいっそう深刻になっている。特に、⾼齢者割合の⾼い市町
村は規模が⼩さいことが多く、要介護認定を抑制せざるを得ない市町村もある。 
 
２．租税⽅式のメリット・デメリット 
 租税⽅式のメリットは、次の点である。 
・ 無保険者が発⽣しない 
・ 均質なサービス給付が可能 
・ 安定的な財政基盤 
 租税⽅式であれば、全額公費負担で福祉が提供されるため⽣活保護と同様、要件を満た
せばサービスを受給できる。 
 市町村よりも安定的な財政基盤で運営されるため、地域格差が⽣じにくく、地域間での
不公平感がなくなる。また、国全体での介護サービス充実を図ることができるため、全国
どこに住んでいたとしても必要なサービスを受けることが可能になる。 
 ⼀⽅デメリットは、次の点である。 
・ 負担と給付の関係が不明確 
・ 給付者の権利性が弱い 
・ 画⼀的・硬直的なサービス 
全額公費負担であるために、保険料を払っていない(税⾦を払っていない)⼈であっても


受給でき、不公平感が⽣じてしまう。また、税⾦の使われ⽅が不透明なわが国においては、
国⺠の理解が得られにくいと考えられる。 
措置制度時代の経験から、サービスを受給することは当然の権利ではなく、利⽤に際し


てスティグマが伴うとともに、全国⼀律のサービスしか受けられない。 
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３．考察 
 まず、保険⽅式であることのメリットとして、給付と負担の明確性がある。しかし、こ
れがあてはまるのは⺠間保険の場合のみではないだろうか。現在の介護保険制度では、被
保険者の範囲が限定されてはいるものの、40 歳以上の⽇本国⺠全員が強制的に加⼊させら
れている状態である。給付を受けたいと考える⼈が、希望するだけの給付を受けるために
負担することによってこそ、給付と負担の関係が明確であり、応益負担が実現されている
といえるのである。それにもかかわらず、⼀定の年齢に達すると⾃動的に被保険者として
負担を強いられるのでは、もはや保険料は租税と同視できるものであり、また、市町村の
財政事情により第四節で述べたような格差が⽣じているのでは、保険制度のメリットとし
ての給付と負担の明確性は失われている。 
 介護保険における地域格差の原因が、市町村を主体とする運営にあるのだとすれば、そ
れを是正するためには、運営主体を国とすることが必要で、租税⽅式でなくとも国営保険
⽅式で運営すればよいという考えもある。しかし、上記のとおり、社会保険制度として運
営することは利⽤者に応益負担を課すこととなる。応益負担は、サービスを多く利⽤する
⼈はその分多くの利益を受けるのだから、多くの負担をすることが平等である、という考
えの下に成り⽴っている。しかし、たまたま重度の要介護者になってしまい、⾷事や排泄
といった⼈間として必要な⾏為を⾏うのに、介護サービスを多⽤しなければならないよう
な⼈にとって、そのような介護サービスは⼈より多く⾃⼰負担すべき特別な利益といえる
のだろうか。介護という問題を社会全体で⽀えるために介護保険制度が導⼊されたわけで
あるが、応益負担だと結局のところ低所得者の負担が⼤きくなり利⽤を控えざるを得ない
ようになってしまうため、介護保険が公的福祉のひとつとして存在している意味がない。
この問題点は地域保険であろうと国営保険であろうと抱えることになるのである。対して、
租税⽅式であれば応能負担原則により、低所得者ほど負担を軽くすることができる。 
次に、租税⽅式にした場合に、給付者の権利性が弱くなるという指摘に反論したいと思


う。確かに、かつての措置制度は⾏政処分のひとつとして考えられており、利⽤者側の権
利性が弱く、利⽤しづらい制度であったのは事実である。ただ、これは公費による運営で
あることから必然的に⽣じる問題ではないと考えられる。2003 年より開始された「⽀援費
制度」は、公費を財源とし、障害者を対象に、居宅・施設サービスを⾏政が提供するもの
であるが、この制度では、障害者⾃らがサービスを選択し、事業者との契約によって利⽤
者本位のサービス受給が可能となっている6。したがって、⽀援費制度に倣えば、租税⽅式
で運営したとしても、利⽤者の権利性を保つことは可能である。また、⾃分でサービスを
選択できることから、従来懸念されてきた、画⼀的・硬直的なサービスになってしまうと
いった問題も解消されると考えることができる。 
  
                                                  
6 2005/04 里見賢治 「介護保険はフロント・ランナーか？－未完の介護保険―」『社会福祉研究』 
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第六節 結論 
 第⼆節から四節より、介護保険が市町村を主体として運営されていることによって地域
格差が⽣じていることは明らかである。そして第五節で述べたことから、その格差を是正
するためには租税⽅式での運営がふさわしいと考える。 
 ただ、そもそも介護保険サービスの地域格差は是正しなければならないのか、という疑
問がここで⽣じうるかもしれない。⾃分の住んでいる市町村のサービスが悪ければ、サー
ビスの良い市町村に住所を移せばそれですむことだ、とも考えられる。 
 しかし、そのような解決は現実的には困難である。引越しによって突然環境が変わって
しまうことは、⾼齢者にとってかなりの負担であり、特に認知症においては症状が悪化す
る危険性もある。なにより、住み慣れた街で⽣涯を終えたいと願う⼈が多い。そういった
⾼齢者の希望に沿った福祉を提供することが、今後の少⼦⾼齢化社会ではますます求めら
れるはずである。 
 また、サービスの良い市町村に⼈が集中すれば、そこには税⾦はたいして納めてくれな
いのにお⾦ばかりがかかる⼈が増えるということになる。そうなると、今までは⼗分なサ
ービスを提供できていた市町村がそうできなくなってしまう。さらに、財政危機に陥った
市町村では、要介護者の重症度を適切に評価しなくなり、あえてサービスの質を悪くする
ことで、お⾦のかかる⾼齢者を排除しようとする動きも起こりうる。地域格差を認容して
しまうことは、⾼齢者の⾏き場を奪ってしまう危険すらあるのである。 
 現在の⽇本社会においては、⾼齢者を含め、低所得者が増加し、格差が拡⼤している。
このような状況下において、公的福祉を保険という制度で提供することには限界が来てい
るといえる。租税⽅式で介護保険を運営することで、地域格差をなくし、全国均質のサー
ビスを提供できるようにすることが、⽇本全体の福祉の充実につながるだろう。 
 
 
参考⽂献 
岡本祐三／⽥中滋（2000）『福祉が変われば経済が変わる』東洋経済新報社 
⼩⽵雅⼦（2006）『こう変わる！介護保険』岩波書店 
坂本忠次／住居広⼠ (2006)『介護保険の経済と財政』勁草書房 
中井清美（2006）『介護保険 地域格差を考える』岩波新書 
増⽥雅暢（2003）『介護保険⾒直しの争点―政策過程から⾒える今後の課題―』法律⽂化社 
池⽥省三（1999）「介護保険と市町村の役割」⽇本地⽅⾃治学会編『介護保険と地⽅⾃治』
（敬⽂堂、1999 年） 








地域別最低賃⾦の現状とその引き上げ 


上野博也 
 


第 1節 序論 
 「最低賃⾦でフルタイムで働いても⽣活保護以下の収⼊しか得られない」。最低賃⾦に
ついて議論が交わされる時によく取り上げられている。そこから就労インセンティブの低
下やモラルハザードの問題が出てきて、そのために早急に最低賃⾦を上げるべきというの
が議論の出発点になる。モラルハザードの具体的な捉え⽅については、低賃⾦で就業する
よりも⽣活保護を受給したほうが可処分所得が⾼い, という⽣活保護の｢モラルハザード｣
を誘発する経済的インセンティブが強い（安部・⽟⽥ 2007-⽇本労働研究雑誌）、という
ことになる。安易にそういった理解をしたりしてしまうということであろう。 
全労連（全国労働組合総連合）1や連合（⽇本労働組合総連合会）2、そして⺠主党3など


か主張している最低賃⾦の時給 1000 円への引き上げであるが、これは⽣計費の最低⽔準ラ
インの年収 200 万円に相当する時間給になる。⼀⽅で、平成 18 年度の改定を経た後の最低
賃⾦は加重平均で 673 円（今年度つまり平成 20 年度の改定では加重平均で 703 円）となっ
ているが、この時間給では⽉に 200 時間働いても⽉収 15 万円に届かず（平成 20 年度の改
定でも同条件で⽉収 14 万 600 円で 15 万円に届かないという点で）、⽣活保護との兼ね合
い・整合性について問題になってきたところである。以下算出⽅法を明⽰しておく。 


・673 円（平成 18 年度の全国加重平均）で計算 
673（円）×200（時間）×12（ヵ⽉）＝1,615,200(円) 


・703 円（平成 20 年度の全国加重平均）で計算 
703(円）×200（時間）×12（ヵ⽉）＝1,687,200（円） 


 最低賃⾦の時給 1000 円への引き上げについては、中央最低賃⾦審議会委員の池⽥によれ
ば「現⾏の 673 円（平成 18 年度当時）から 300 円以上、48%も⼀気に引き上げることに常
識では考えられない」と批判しており、引き上げについては労働者の⽣計費だけでなく、
事業者の賃⾦⽀払い能⼒などを考慮して法律で定めるとしていることからも同様に批判さ
れる。また、労働の対価である最低賃⾦と、⾼齢者や障害者、⺟⼦家庭など働きたくても
働けない⼈を対象にした⽣活保護はまったく異なる制度であり、⽐較するのはおかしいと


                                                  
1 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html（全労連HP） 
2 http://www.jtuc-rengo.or.jp/（連合HP） 
3⺠主党は、2007 年 5 ⽉ 23 ⽇に衆議院において「最低賃⾦法改正案」を提出している。この案は、⺠主
党独⾃の政策に基づくものである。以下、⺠主党の主張をまとめたもの。 
＜⺠主党の政策の要点＞ 
・ 最低賃⾦の原則は、「労働者とその家族を⽀える⽣計費」を基本とする。 
・ すべての労働者に適応される「全国最低賃⾦」を設定、その上で、それを超える額での地域別最低賃⾦
を設定。 
・ 全国最低賃⾦は 800 円を想定。地域別最低賃⾦平均額は 1000 円を⽬指す。 
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も⾔われている。この⽣活保護との関連について、橘⽊によれば、「最低賃⾦を受け取る
⼈は労働をしているのに対し、⽣活保護を受け取る⼈は労働をしていない⼈が圧倒的に多
い。これについては⼈間⼼理として理解が困難であるし、就労へのインセンティブとして
⼤きなマイナスである」(橘⽊ 2004:172)。さらに、最低賃⾦レベルで雇⽤されている⼈の
数は労働者全体の 2.4％4に過ぎず、そこだけ⼤幅に引き上げればより⾼い賃⾦層からも引
き上げの圧⼒がかかり、企業経営がもたなくなるのではないかという懸念もなされる。 
 このような批判が挙げられる中、2007 年 12 ⽉に改正最低賃⾦法が成⽴し、2008 年 7 ⽉ 1
⽇から施⾏された。改正法の⽂⾔にもおおきな変化がみられ、①憲法 25 条の⽣存権の内容
（健康で⽂化的な⽣活）が盛り込まれ、法定基準が明確化されたこと、②地域別最低賃⾦
を各地域ごとに決定しなくてはならないこと、③地域別最低賃⾦の不払いに係る罰⾦が引
き上げられたこと5は⼤きな変化であったと考えられる。しかし、①によって⽣活保護との
整合性がより問題とされることに対して具体的な説明がなされていない。②に関しては、
全国⼀律最低賃⾦制度6に関して以前から議論が交わされているが、諸外国特に先進国では
多くがこの制度であり、⽇本のような⼩さな国で 47 の都道府県別に最低賃⾦を設定してい
る国は他にない7。この点についても触れながら、労働者の⽣計費・企業の賃⾦⽀払い能⼒
など、様々な⾓度から批判を交えつつ以下論じていきたい。 
 
第 2節 （地域別）最低賃⾦制度の概要と改定 
 ⽇本の最低賃⾦制度には、「審議会⽅式に基づくもの」と「労働協約の拡張⽅式に基づ
くもの」があり、前者には更に「地域別最低賃⾦」と「産業別最低賃⾦」がある。地域別
最低賃⾦は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者とその使⽤者に対
して適⽤される最低賃⾦として、各都道府県に１つずつ、全部で 47 の最低賃⾦が定められ
ているもので、今テーマで主に取り上げる。他⽅の産業別最低賃⾦は、特定の産業につい
て、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃⾦より⾦額⽔準の⾼い最低賃⾦
を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県に全部で 250 の最
低賃⾦が定められている。成⽴した改正最低賃⾦法にて「労働協約の拡張⽅式に基づくも
の」は廃⽌され、審議会⽅式に⼀本化された。 
 以前から最低賃⾦の改定による引き上げは⼀貫して⾏われていた（但し、実情としては
最低賃⾦の上昇率は 1980 年以降全国でほぼ⼀律であり、それは、中央最低賃⾦審議会が最


                                                  
4 厚⽣労働省 『賃⾦構造基本統計調査』参照 
5 平成 19 年度改正前は上限額 2万円だったが、改正により 50 万円に引き上げられた。 
6 ILO 調査報告によれば、調査対象国 101 ヵ国中、59 ヵ国（58%）と多数を占めている。特に発達した資本
主義国で最低賃⾦法制を定めている国は、ほとんどが全国⼀律制度を採⽤している。 
7地域別の最低賃⾦設定を⾏っている国は、⽇本を含めて世界に 9カ国しかない。他に地域別設定をしてい
る国を⾒ても、インドネシアが 30 地域、フィリピンが 16 地域、カナダが 12 地域、メキシコ、パナマが３
地域と、いずれも⽇本と⽐べてかなり設定数が少ない。⽇本の 25.4 倍の国⼟を有する中国にしても 39 地
域しか定められていない。その上、上記に明らかなように、他の地域別採⽤国は発展途上国か連邦制国家
である。 
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低賃⾦の上昇額の⽬安8を提⽰し, 各都道府県はほぼそれに沿った形で最低賃⾦を改定する
ことが実際には起きている）のだが、近年になってその最低賃⾦制度のセーフティーネッ
ト機能の強化などが叫ばれるようになった。それは、当初最低賃⾦制度が創設されたとき
には、低賃⾦で働く多くの労働者は学⽣のアルバイトや主婦のパートといった「世帯主」
ではない存在であったためであり、それが 90 年代の⻑期にわたる景気低迷を経て、以下の
問題などが出てくるようになった。 
①「世帯主」である⾮正規雇⽤が増加したこと（1990：164 万⼈⇒2006：332 万⼈） 
②⽣活保護制度との逆転 
③先進諸国で最低⽔準になっていること 


①の点について、社会におけるこのような状況の変化において、今までのような僅少な
引き上げでは問題の解決にはならないということがいえそうである。また②については序
論でも触れたことで、企業の賃⾦⽀払い能⼒の考慮の問題もあり強く叫ばれていることだ
が、単純に⽐較してよいのかという疑問も⽣じる。③についてはそれぞれの社会情勢の相
違（物価等）もあり、賃⾦だけをもって⼀概に⽐較検討できないが、諸外国の対策などに
ついて学ぶ点は⼤いにあるはずである。以下参考までに諸外国の物価の差異に関する表9を
載せておく。 


                                                  
8 ⽬安制は、昭和 52 年に導⼊されて以来、その運⽤は⽇本における最賃制の主役になり、中央決定⽅式が
確⽴された。しかしこれは妥協的産物とも⾔えるもので、労働者側が全国⼀律最賃制への過渡的状態と位
置づけるのに対し、使⽤者側はそれを回避できたと考えているということである。この制度の問題点とし
て、⽬安の拘束⼒が強いということが挙げられる。→
http--oohara.mt.tama.hosei.ac.jp-oz-521-521-3.pdf 
9 http://allabout.co.jp/finance/moneyplan/closeup/CU20080725A/ （物価の⾼さ 世界の都市ランキ
ング 2008）2009 年 1 ⽉ 31 ⽇最終参照 
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第 3節 諸外国の賃⾦制度（との対⽐） 
１．イギリスの最低賃⾦ 


かつて保守党政権の時代においては、慣⾏として労使関係の根強さから、「労使関係が
未成熟」な業種についてだけ審議会⽅式が取られていたが、セーフティーネットを切り下
げ、新市場主義を推し進めた結果、低賃⾦労働が増え格差が拡⼤した。そこで労働党政権
が成⽴し、'98 年に全国最低賃⾦法が成⽴した。’99 年施⾏当初は、時間あたり 3.60 ポン
ド／時（741 円）だったが、2005 年には 5.05￡／時（1,039 円）と 5￡の“千円” ライン
を突破した。低賃⾦委員会の答申に従って 06 年には 10.3%、07 年には 9.3%の引き上げを実
施し、07 年 10 ⽉〜 
08 年 9 ⽉までの⼀般労働者の最賃は￡5.35(1,136 円)、 18〜21 歳最賃は￡4.60（946 円）、
16〜17 歳最賃は￡3.40（699 円）である。'08 年 10 ⽉からの改定額では、⼀般労働者で 3.8％
増の￡5.73（1,179 円）、18〜21 歳で 3.7％増の￡4.77（981 円）、16〜17 歳で 3.82％増
の￡3.53 （726 円）となる。 


参考表 イギリスにおける最低賃⾦の推移 1￡＝205.73円10 
 
 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 
最低賃⾦
額 


￡3.60 
 


￡3.70 
 


￡4.10 
 


￡4.20 ￡4.50 ￡4.85 ￡5.05 ￡5.35 
 


￡5.52 
 


￡5.73


                                                  
10全国労働組合総連合 HP（2008．7）より引⽤、2008 年 12 ⽉ 26 ⽇参照 
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(円換算） \741 \761 \843 \864 \926 \998 \1,039 \1,101 \1,136 \1,179
引き上げ
率 


 2.78% 10.81% 2.44% 7.14% 7.78% 4.12% 10.31% 9.31% 7.10%


18〜21歳 ￡3.00 ￡3.20 ￡3.50 ￡3.60 ￡3.80 ￡4.10 ￡4.25 ￡4.45 ￡4.60 ￡4.77
(円換算） \617 \658 \720 \741 \782 \843 \874 \915 \946 \981
引き上げ
率 


 6.67% 9.38% 2.86% 5.56% 7.89% 3.66% 8.54% 8.24% 7.19%


16〜17歳      ￡3.00 ￡3.00 ￡3.30 ￡3.40 ￡3.53
(円換算）    \617 \617 \679 \699 \726
引き上げ
率 


   0.00% 10.00% 13.33% 6.97%


ポンド・円
レート 


184.11 
 


163.34 
 


175.14 
 


187.99 189.46 198.16 200.18 214.36 
 


235.74 
 


205.73


￡1.00（英ﾎ゚ﾝド) = 205.73円（08年1〜5⽉平均） 
 
政府は最低賃⾦制度の導⼊において⼤きく⼆つの理由を挙げている。⼀つは、低所得者


層への所得保障給付（＝家族税額控除）の⼀部を適正な賃⾦の⽀払いを通じて企業に負担
させ、財政負担を軽減するという効果をもたらすことである。もう⼀つは、失業者や無業
者が就労に対して魅⼒的なものとなるような賃⾦・所得に関する施策にもなっていること
である。つまり、最低賃⾦額を適正な⽔準に保つことで、求職者給付（失業⼿当）や就労
不能給付（障害者⼿当）などの受給者を就業に振り向け、これを通じて⼀⽅では社会保障
⽀出の削減、他⽅ではいわゆる社会的排除によって就業・教育などの⾯で不利な⽴場に置
かれた⼈々の状況を改善することが志向されている。また、⽇本で問題となっている⽣活
保護⽀給額と最低賃⾦額の逆転現象であるが、イギリスでは最低賃⾦額の⽅が、各種⼿当
て等よりも⾼くなっておりそのような問題は起こっていない。 


最低賃⾦の改定には使⽤者側も好意的であった。しかし、これ以上の引き上げは⼈件費
の増加により採⽤を抑制したり、労働時間を短縮したり、商品価格に転嫁せざるを得ない
など経営を圧迫する要因になるとして抵抗している。⼀⽅労働組合側は、収益の堅実さを
考えればより⾼い賃⾦額も可能であると主張している。この主張は⽇本にも当てはまるも
のだと考えられる。最低賃⾦の導⼊は低賃⾦で働く層に好影響を及ぼしており、求⼈の増
加が⾒られる（特に中⼩・零細企業においてそれが顕著）。低所得層においては男⼥間の
賃⾦格差が縮⼩しており、⼥性パートタイマーの賃⾦⽔準の向上がここに反映しているも
のと⾒られる。 


イギリスでは'99 年から'05 年までの間に、298 円の賃⾦上昇が達成されたが、⽇本では
⼤阪府を例に取っても 13 円しか上昇していない。およそ 23 倍もの差が⾒られることは、
注⽬すべき点である。しかし、⼀概に⽐較してよいものかという批判もある。なぜなら、
イギリスなど欧州においては⽇本と⽐べて総じて所得税や消費税が⾼い。例えば、イギリ
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スにおいては所得税の実効税率11は年間所得 500 万円で 16〜17%、１000 万円で 27%（⽇本
は年間所得 500 万円以下で 3〜4%、1000 万円で 8〜9%、また国際的にも⽇本では世界的に⾒
て中低所得者層の所得税負担が少ない）であり、消費税（イギリスではVATという付加価値
税）に⾄っては、17.5％である（⽇本は 5%）。VATはほとんどの物品の購⼊の際含まれるが、
ただ、⼦どもの服、⾷品、紅茶などには税⾦がかからない。ここに紅茶が⼊っているのが
いかにもイギリスらしいが、ともかく⽣活必需品といわれるものにVATがかからないのは、
賃⾦引き上げとひとしく重要なものである。注意すべきは単純に数字だけを並べて⽐較す
ることはできないということである。 


参考表 ⽇本と欧⽶各国の最低賃⾦額12 
時間額 ⽉額 国名 


 
 


時間額 
 
 


（円：為替レ
ート換算） 


⽉額 
 
 


（円：為替レ
ート換算） 


改定発効 
 


ベルギー - - 1300.8 \209,091 2007.1 
フランス 8.63 \1,384 1308.88 \210,389 2008.5 
ｵｰｽﾄﾘｱ - - 1000 \160,740 2008.1 
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ - - 1609.53 \258,716 2008.1 
オランダ - - 1317 \211,695 2007.1 
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ IEP 7.65 \1,230 1499.33 \241,002 2007.1 
ｲｷﾞﾘｽ現在 ￡5.52 \1,254 ￡958.64 \217,774 2007.1 
改正決定 ￡5.73 \1,302 ￡995.11 \226,059 2008.1 
スペイン - - 600 \96,444 2008.1 
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ $14.31 \1,401 $2,485.17 \241,012 2008.1 


ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ $12.00 \1,029 $2,084.00 \178,277 2008.4 
ｱﾒﾘｶ現在 $5.85 \666 $1,015.95 \122,158 2007.7 
*ｱﾒﾘｶ改正⾒込 $7.25 \825 $1,259.08 \151,392 2009.1 


⽇本 \687(全国平均) \119,309 2007.1 
 
注:€ 1.00(ユーロ)＝160.74円,$1.00（⽶ドル）＝113.80円,￡1.00（英ポンド) =227.17円（07年
1⽉〜08年5⽉平均） 
IEP1.00 (アイルランド ポンド)=160.74円、豪$1.00(豪ドル）=97.91円、N$1.00(ニュージーラ
ンドドル）=85.71 
⽉額設定のない英⽶⽇NZは条件を揃えるため40時間×52週÷12で換算 
オーストラリア⽉額は52週÷12で換算 
 
上記に参考までに賃⾦⽐較表を載せたが、これだけで判断するとすれば、スペインを除


                                                  
11 http--www.mof.go.jp-jouhou-syuzei-p11-12.pdf（所得税の国際⽐較についてのデータ） 
12 http://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/070710_01.html （全労連HP） 08 年 11 ⽉ 26 ⽇参照 
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けば⽉額換算しても⽇本は他国と⽐べて圧倒的に賃⾦が低いということが⾔える。 
 
第 4節 現⾏最低賃⾦の今後の更なる引き上げ 
1．まず第 3 節でも触れた国際的な視点から⾒れば、前述のとおりである。OECD諸国の中
では最低賃⾦以下の労働者数は相当下位に位置し、最賃額については 9 ヵ国中 7 番⽬であ
り、最賃以下の労働者の⽐率では 9 ヵ国中 8 番⽬となっている（橘⽊ 2004：171）。以下
のデータは購買⼒平価13により評価されているため、完全な⽐較は出来ないが、共通基盤
での⽐較が可能である。 
 


 時間あたりの最低賃⾦額 最賃以下の労働者⽐率（%） 
ベルギー 4.56 4 
カナダ 3.8 5 
フランス 3.97 12 
⽇本 2.41 10 
オランダ 4.27 4 
ニュージーラ
ンド 


3.18 
 


1 
 


ポルトガル 1.65 5 
スペイン 2.1 2 
U.S.A 3.67 5 
出典：（Metcalf、1999） 
1997年のポンド（￡）表⽰ 


 
この表から、⽇本は総じて欧⽶諸国に⽐べ最低賃⾦が低く抑えられていることが分かる。


最賃以下の労働者が 10%（1997 年時のデータで多少古い）いることは「健康で⽂化的な最
低限度の⽣活」（憲法 25 条）が保障されていないと⾔える。特に世帯主である⼈が該当す
る割合が増してきたため、ここに属する⼈を早急に減らしていく必要があると考えられる。
このことから最賃を引き上げることが求められるのは当然であるが、それだけでなく、政
府が具体的な政策を⽰さない限り、最賃法がいくら改正されてもザル法ということになり
かねない。 
2．次に⽣活保護制度よる保障よりも最低賃⾦制度が保障する最低限の⽣活レベルの⽅が低
いという点について検討する。前述したことだが、両者を⽐較するには様々なケースがあ
り、多くの点で注意が必要である。最低賃⾦は個⼈のこと、⽣活保護は家計に関すること
として⽐較はできないという指摘に対しても、最低賃⾦あたりの労働者であっても家族が
                                                  
13基準になるのは、⽶国での商品価格と US ドルである。物やサービスの価格は、通貨の購買⼒を表し、財
やサービスの取引が⾃由に⾏える市場では、同じ商品の価格は 1つに決まる（⼀物⼀価の法則）。⼀物⼀
価が成り⽴つとき、国内でも海外でも、同じ商品の価格は同じ価格で取引されるので、2国間の為替相場
は 2国間の同じ商品を同じ価格にするように動き、均衡する。この均衡した為替相場を指して、購買⼒平
価ということもある。 
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いるケースもあり、⽐較可能性がないわけではない（橘⽊ 2004：171）。この両者の⽐較
に関して私は、⽣活保護を受ける⼈は多くの場合労働能⼒を持っていないし、また最低賃
⾦あたりの労働者は働いてその賃⾦を受け取っているわけだが、いずれにしろ同じ⼈であ
り、⼈として保障されるべき最低限の⽣活を享受する権利を当然に持っているのだから、
両者の⽀給額が異なっていることは問題であると考える。 
 確実に⾔えることは、明らかに最低賃⾦が低すぎるということである。需給要件が厳し
いとは⾔え、もらえる⾦額が 4〜5万円も違ってくると最低賃⾦の制度趣旨が揺らぐことは
確かである。最低賃⾦の引き上げに伴って、法律にもある通り、企業の⽀払い能⼒14が考慮
されるのだが、その点⾚字経営の割合の⾼い中⼩・零細企業を中⼼として政府から補助⾦
を⽀出していくなどの⽅策が採られるべきである。企業の景気の動向に対する調⼦ばかり
伺っていては「考慮する」という⾔葉の意味も形骸化してしまうおそれがある。後に詳し
く述べるが、イギリスを例に取れば、企業の⽣産性や雇⽤に関して最低賃⾦制度を導⼊し
た前後において、それほど悪影響を及ぼしているという統計は出ていない。物価もほぼ⽇
本と同じぐらいであり、そのまま⽇本に当てはめることは適切ではないとしても、最低賃
⾦制度の改正後の趣旨も考慮すれば、⽀払い能⼒を考慮する必要はないのではないかと考
えられる。 


また賃⾦の引き上げばかりを実現しようとするのではなく、企業の⽣産性を更に向上さ
せることで最低賃⾦も上げやすくなり、雇⽤も⽣み出されることになる。こいうった場⾯
でも補助⾦などの⽅策が求められることになる。 
 


最低賃⾦額と⽣活保護⽀給額の⽐較 
（2002年度 ⽉単位の円額表⽰） 
 最低賃⾦ ⽣活保護 差 
東京（23区） 123,520 163,970 -40,450 
神⼾ 117,760 163,970 -46,210 
仙台 107,644 156,590 -48,946 
那覇 105,376 149,200 -43,824 


出典：厚⽣労働省の統計より計算 
 
3．全国⼀律最低賃⾦制度の導⼊についても検討する。現在毎年の改定は中央最低賃⾦審議
会が⽬安に従って決定し、地⽅のそれぞれの審議会が⾜並みをそろえて賃⾦の上昇を⾏っ
ているが、この流れがこの全国⼀律への過渡期だという意⾒もある。⼀⽅で、最低賃⾦を
社会保障と結びつけて制度を構築している先進諸国ではほとんどがこの全国⼀律最低賃⾦
制度を導⼊している。 


                                                  
14企業の⽀払い能⼒については、改正された最低賃⾦法の第 9条 2項で明記されている（以下条⽂抜粋し
たもの） 
「地域別最低賃⾦は、地域における労働者の⽣計費及び賃⾦並びに通常の事業の賃⾦⽀払能⼒を考慮して
定められなければならない。」 
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 ところで地⽅は過疎化が進み、仕事が⾒つからない、あっても賃⾦が低いという状況で、
そこに政府が地⽅に対する補助⾦の削減などを⾏おうとして、企業（特に中⼩・零細企業）
も賃⾦を上げたくても上げられないぎりぎりの状況にあるところも多いと考えられる。も
し最低賃⾦が⼀気に引き上げられ、それが全国⼀律の最低賃⾦として設定され、それが義
務付けられるとなると、素直に受け⼊れられるものではない。そう考えれば、単に⼀度に
引き上げを⾏おうとするだけでなく、経済界の反応、労働者（特に低賃⾦労働者）の反応
をきちんとうかがって引き上げを今まで以上の割合で⾏い最終的に 1000 円に持っていく形
にするなどの施策も考え、引き上げ幅によっては、地⽅に対して補助⾦を⽀出したりして
最低賃⾦の地⽅間格差を徐々に解消していくことも含め、影響をあらゆる⾓度から捕らえ
て検討していくことが肝要であろう。 
4．仮に最低賃⾦が 1000 円であったとして、1⽇ 8時間、365 ⽇休みなしで働いたとして年
間所得 292 万円である。また週休 2⽇制で考えた場合では、212 万円となる。単純に考えれ
ば貧困ラインと呼ばれる境界線は越えているが、家庭を持った場合などを考えるととても
ではないが、必要最低限の⽣活が保障されることにはならない。そう考えれば現⾏の最低
賃⾦（全国加重平均 703 円）であれば尚更であるし、最低賃⾦以下の労働者が存在すると
いう事実はとても重く受け⽌めるべき現実ということになるであろう。まずは最低賃⾦に
おいて、改正法においても明確ではない考慮要素も多い点から、考慮すべきことを明確に
し、その上で 1000 円という数字の妥当性を考えるべきである。 
 
第 5節 引き上げに対する反論も含めた検討 
1．最低賃⾦を⼤幅に引き上げた場合の実効性の確保は担保できるのか 
 どれくらい引き上げるかということを考えるとしても、まずその根本的な問題として、
現在法律等で規定されている最低賃⾦制度は、具体的に何を基準として定められているの
か明確ではなく、考慮されるべきことがされていないがために低賃⾦労働者の⽣活を⽀え
るものとして不⼗分だと⾔える。単純に考えれば 700 円ほどの最低賃⾦（全国加重平均）
を全国⼀律最低で 1000 円とすれば、1時間当たり 300 円増え、⽉ 200 時間働いたとして、
年間で 72 万円（⽉ 6万円）の増収ということになる。しかし、ここまで労働者⼀⼈当たり
に⽀給する賃⾦額が増加すれば、⼩規模な企業であるほど、従業員（＝労働者）に賃⾦を
⽀払うことが簡単ではなく、企業の⽀払い能⼒を考慮せざるを得なくなってしまう。当然
そうなれば企業に対する所得税の減税などそれと連携した施策が必要になってくると考え
られ、現在の制度設計から鑑みれば、実効性は不⼗分だと考えざるをないとも思える。 
2．引き上げに際して諸外国（特に欧⽶諸国）と⽐較されるが、その明確な基準・根拠はど
こにあるのか。どの程度の諸制度の差異を考慮しているのかの説明が⼗分ではないのでは
ないか。 
 まず、⽇本も含め地域別最低賃⾦を採⽤している国は世界で 9ヵ国しかなく、その多く
が発展途上国や連邦制国家である。そして⽇本のような狭い国で４７もの最低賃⾦額が定
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められている国はない。こういった特異性に加え、先進諸国間（ないしは OECD 諸国間）で
⽐較したときに⽇本の最低賃⾦が世界に⽐べて相当低いことが⽐較する根拠になっている
ようである。⼀つ、⾔えることは欧⽶諸国では⼤幅な引き上げが⾏われており、所得保障
をしていく上で他の社会保障システムと上⼿くリンクさせながら、最低賃⾦の役割を明確
にしている場合が多いことである。そういった⾯では、⽇本はまだまだ先進的ではなく、
有意味な⽐較といえるかもしれない。しかし、それと同時に世界でも制度を運⽤していく
にあたって、問題は起きてくることは避けられないのであり、そういった点にも⽬を向け
て、独⾃の基準を定めていく必要がある。 
3．⽣活保護との整合性を考慮すると打ち出していることに対して、それは可能なのか。ま
た可能だとして具体的な基準・施策はあるのか。 
 ⽣活保護は、働けない者や資産を持たない者に対して総合的な所得保障が⾏われる。働
ける者、その中でも低賃⾦労働者は最低賃⾦制度が⼀定の下⽀えになっているが、⽣活保
護の間⼝は捕捉率 20％と低く狭いものとなっている。そもそも最低賃⾦は、様々な指標を
総合的に考慮して決定されるが、そこで年齢や世帯状況、扶養義務の有無などは考慮され
ておらず、決められた最低賃⾦の⽔準で具体的に何が満たされているのか明確でない。に
もかかわらず失業してしまえば、雇⽤保険が切れるまでの短期間で次の仕事を探さなくて
はならず、場合によっては⾮常に不安定な地位におかれてしまう。 
 さらに、最低賃⾦は時間額で⽰されており、短時間労働者などは⽣活保護を基準のひと
つとした場合に、改正が⾏われても⽣活保護⽔準を下回ったままになってしまう可能性が
ある。こうした点から、単純に数字を並べて⽐較するだけのような形で、両者のバランス
を図っていくことは妥当だとは⾔えないであろう。 
 4．1000 円に引き上げられたとしてそこに現れる具体的な効果はあるのか。あるならばど
のようなものなのか。 
 この点については何度も述べたことだが、最低賃⾦を決定する際に考慮される要素を明
確にしない限り、最賃によって何が満たされているのかが分からず、⼀⽬で分かるような
効果が現れることは期待できないだろう。もしかしたら、新たな問題のほうが多く出てく
るかもしれない。低賃⾦労働者を対象にするといっても、その個々の年齢、家族構成、病
気や障害の有無などによって様々であり、だからこそ基準が明確でないことは早急に改善
すべきである。 
 また全国⼀律最低賃⾦制度の導⼊の是⾮については、貧困・格差是正や地域別最低賃⾦
が最低賃⾦を変質化させてしまうのではないかという懸念から考えれば、導⼊に向けて検
討の余地はあるはずである。しかし、根本から制度を変えることになる以上、反発を⾷ら
うのは必⾄であるから、現状では厳しいかもしれない。 
5．引き上げに際して、企業の賃⾦⽀払い能⼒を考慮することの妥当性 
 直近の改正法では最低賃⾦を決定するに当たって、企業の賃⾦⽀払い能⼒を決定要素の
⼀つとしている。ところで、最低賃⾦に憲法 25 条で保障される「健康で⽂化的な最低限度
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の⽣活」の趣旨を取り込んだ以上、企業の⽀払い能⼒を考慮することで、そこが抑制され
てしまうおそれがある。また、最低賃⾦が、労働の供給という観点から、供給側の最低限
の⽣活⽔準を担保するという趣旨のものである以上、企業が⽀払えるかどうかということ
は基本的に理念の上からは考慮の外にあるはずである。以上の点からは妥当でないと⾔え
る。 
 しかし、イギリスを例に取れば、最低賃⾦制を導⼊したことで企業に悪影響が及ぼされ
たかという点では、⽣産性が落ち込んだりしたわけでもなく、雇⽤が抑制されるのではな
いかという懸念に対しても、とくに影響が⼤きいとされた⼩企業で雇⽤が増加しており、
⼤企業、中企業においても若⼲の減少が⾒られたもののほとんど影響が⾒られなかったと
いうデータがある。⻑期的な好景気に⽀えられた⾯はあるとしても、企業努⼒により⽣産
性を向上させたり、労働時間で調整したりすることで、景気があまりよくなくても対応で
きるとする。またアジアの低賃⾦労働者との関係で⾼い賃⾦⽔準が国際競争⼒をそぐとい
う点から、より弾⼒性のある制度にすべきということが考えられる。以上より、考慮する
ことは妥当であるという考えも当然成⽴する。 
 
第 6節 結論 
 後半で何度も述べたことであるが、⽇本の地域別最低賃⾦は毎年改定され、最低賃⾦法
も何度か改正を繰り返して現在に⾄っている。直近の改正において条⽂の⽂⾔に⽣活保護
との整合性を図り、憲法で規定された⽣存権を最⼤限に保障していく形が取られ、罰則も
強化された。これからどうなっていくのかそれは今後の経過を⾒ないことには判断できな
い。しかし、これだけ改正が繰り返されてもその沿⾰ばかりが変わっているだけで、核と
なるべきこと（すなわち、低賃⾦労働者の年齢や世帯状況、扶養義務の有無、病気や障害
の有無など）を考慮しないと法律としての実効性が発揮できない要素が考慮されておらず、
場合によっては労働者を⽀えるどころか、逆に不安定な⽣活を強いる形になってしまうこ
とも否定できない。 


企業の賃⾦⽀払い能⼒が条⽂に明記（前記注釈参照）された点についても、多くの批判
がなされているが、それは上記の点を⾒れば当然考えられることである。労働者が貧困に
陥ることを防ぐという点から、最低賃⾦制度が担保すべき⽔準を明確にし、所得保障シス
テム全体として、個別の状況に応じてその他の所得保障システム（各種⼿当てや税⾦の減
額や免除など）と有機的に連携しながら、就労によって⼀定の所得⽔準が保障されること
が可能な仕組みを構築していくことが重要になってくる。 
 ⽣活保護との整合性について、制度趣旨が異なっていることや数字だけを⽐較してそれ
が妥当でないとか批判する意⾒もあるが、そういったことは表⾯上の議論に過ぎず、もっ
と実態を捉えていくべきである。もし例えば、⽣活保護制度を最低賃⾦制度の⼀つの基準
にするのであれば、フルタイムで働く労働者については、本⼈の就労形態を問わず、本⼈
の最低⽣計費が確実に保障される⽔準であるべきである。考慮すべき要素はたくさんある
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が、私は単⾝者の労働者の最低⽣計費が⼀つの⽬安になるのではないかと考える。そこに
家族がいる場合は世帯構成を、健康上・⾝体上の問題があればそれを、といった形で考え、
ある程度幅を広げておくことで基準も明確になり、制度の趣旨や位置づけもそれにつれて
はっきりしてくるのではないかと考えられる。これに加えて、扶養者や育児・介護などに
より就労が制限される者については就労⽀援等を講じつつ、就労形態や家族構成の状況の
違いにも対応しうる所得保障の仕組みを組み合わせながら、働くことが所得の増加や貧困
からの脱却につながるような仕組みにしていくべきである。 
 現状の最低賃⾦額を引き上げていくべきというのは当然のことである。しかし、現状は
法律があって改正が繰り返されても、そことは違う場所で最賃の改定が繰り返されている
印象がぬぐえないのが現状である。それは今まで述べてきたことが原因となっているので
ある。つまり法律の⼀⼈歩きということである。⽇本の最低賃⾦制度が優れたものではな
い、労働者にとって安⼼できる制度になっていないことは世界に⽬を向ければ分かること
であるし、だからこそ現状のままではいけない以上、数字で⽰すということで最低賃⾦額
1000 円への引き上げをすべきなのではないかと考えたわけである。しかし、いくら単純な
試算をしても、実際には様々な労働者がいる以上、その現状を把握して、多くのケースに
対応できるような体制・仕組みづくりを⾏っていくべきであろう。いつまでも⽬安といっ
て中央が決定した事項に地⽅が追随していくようでは、根本的解決にならないことは⾃明
のことと⾔えよう。 
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中学⽣以下の⼦どもの医療保険料を免除すべきか 
久島瑞穂 


 


                                                 


第１節 序論 
 厚⽣労働省の平成２０年１０⽉３０⽇に公表された調査によると、親など保護者が国⺠健康
保険（以下「国保」と表記する）の保険料を滞納したために保険証を返還させられ、いわゆる
「無保険」の状態になった中学⽣以下の⼦どもは１万８２４０世帯中の３万２９０３⼈いるこ
とが明らかになった。この⼈数は⼦どもの国保被保険者（約３７０万⼈）のほぼ１００⼈に１
⼈の割合である1。 
 保険証を持っている⼦どもが医療機関で受診した場合、⾃⼰負担額はかかった医療費の３割
（０〜２歳は２割）であるが、保険証を持っていない⼦どもが診察を受けると、かかった医療
費の全額を窓⼝で⽀払うことになる。このため、⼦どもが病気にかかっても受診料が⽀払えな
いから親は⼦どもを病院に連れて⾏かないということが考えられる。 
 現在の国⺠健康保険の制度では、個⼈単位で保険に加⼊することになっており、加⼊者全員
が負担義務を負うが、保険料徴収の便宜を図るために世帯主に納付義務がある。（⼩松 2005:6）
つまり、⼦ども保険料の負担義務はあるが、それを世帯主（⼀般的には親であろう）が払うと
いう仕組みになっているのである。親が保険料を滞納すると、⼦どもの保険料も滞納している
という扱いになるので、親が低収⼊であるために保険料を⽀払えない等の理由で滞納すると、
その影響が⼦どもにも及ぶところに問題がある。 
これを解決するための⽅法として、世帯主は⾃らの保険料のみを⽀払い、⼦どもも⾃らの保


険料を⽀払うという制度にし、その上で１５歳以下の⼦どもは保険料負担の義務を免除する制
度が考えられる。中学⽣以下の⼦どもに限る理由は、労働基準法第５６条によって「使⽤者は
児童が満⼗五歳に達した⽇以後の三⽉三⼗⼀⽇が終了するまで、これを使⽤してはならない」
と定められているので、⾃分で収⼊を得る⼿段が無いからである。 
しかし、保険は、本来将来起こるかもしれないリスクのために加⼊者が出資して、リスクが


現実化したときにそれに対処するための資⾦を給付されるという仕組みである。保険料を負担
していないにもかかわらず、病気にかかるというリスクが現実化したときだけ資⾦が給付され
るということになれば、保険に加⼊している⼈々の間に不公平が⽣じる。 
中学⽣以下の⼦どもの保険料を免除する制度が妥当であるかを以下で検討していく。 


 
第２節 我が国における医療保険制度 
１．医療保険制度の概要 
⽇本の医療保険は現在いくつかの制度に分⽴しており、職域保険と地域保険に⼤きく分けら


れる。職域保険は被⽤者であることに着⽬し保険集団を形成する医療保険である。地域保険は
主に⾏政単位で構成される地域に着⽬して同⼀地域内に住む者で保険集団を形成する医療保険


 
1 http://mainichi.jp/select/science/news/20081031ddm041040020000c.html 2008/10/31 毎⽇新聞 
 



http://mainichi.jp/select/science/news/20081031ddm041040020000c.html%E3%80%802008/10/31





である。 
図１ 
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職域保険は、⼀般の被⽤者を対象とする健康保険制度がもっとも⼤きく、加⼊者全体の約半
数を占める。被⽤者保険をさらに分類すると、政府が直接運営する政府管掌保険と、事業者が
単独、または同種の事業者が共同で設⽴した健康保険組合によって運営される組合管掌保険に
分かれる。このほかに船員保険や、公務員を対象とした共済組合がある。 
地域保険として、市町村を単位として、市町村が保険者となる市町村国⺠健康保険があり、


平成１８年度で全国に１８３５ある。この被保険者は４７６９万⼈で全加⼊者の約３７％であ
る。市町村国⺠健康保険の加⼊者は職域保険によってカバーされない全ての住⺠であり、結果
的にその加⼊者は農林漁業従事者、⾃営業者、退職者になっている。市町村国⺠健康保険の加
⼊者は制度発⾜当初は農林漁業従事者や⾃営業者が中⼼であったが、２００２年末の調査では
これらの者は２５％程にすぎず、企業を定年退職した者などの無職者が５０％を占めるように
なっている。 
 


２．保険料負担の仕組み 
保険料負担の仕組みは被⽤者保険と国⺠健康保険で異なる。 


被⽤者保険は、保険料の額は労務提供の対価としての給与を基準に定率で算出され、それを労
使折半で、労使それぞれが負担すること、そして、被⽤者負担分の保険料は事業主によって源
泉徴収されること、保険料納付義務は事業主が負うこと、などが原則とされている。 
組合管掌保険では、組合によって給与の３〜９．５％の範囲で被⽤者負担分の保険料が決定さ
れ、事業主の負担割合は平均５６％となっている2。仮に１年間の給与が３３３万円の労働者で
組合管掌保険の加⼊者であれば、負担率が９％の場合で２９万９７００円の保険料を負担する。 
 これに対して、市町村国⺠健康保険の場合には、市町村ごとに保険料の設定⽅法、⽔準は異
なるが、事業主による使⽤関係を前提としない制度であるため、市町村が被保険者から保険料
を直接徴収している。また、保険料は市町村が市町村⺠税等に基づき判定した被保険者の所得
額や資産額を賦課標準として算定される応能負担部分と、被保険者の受益に着⽬して被保険者
１⼈当たりまたは世帯当たりで、定額で算定される応益負担部分とがある。保険料収⼊全体に
占める応能負担部分と応益負担部分との割合は、５０対５０が原則であるが、実際は応能負担
部分の⽅が⾼い市町村が多い。個々の保険料は世帯ごとに応能負担額と応益負担額を合算して、
世帯主が同⼀世帯の被保険者の保険料を⼀括して納付することになっている。また、低所得世
帯については、保険料の軽減措置がとられている。⼤阪市の場合、⼀年間の⼀世帯当たりの国
⺠健康保険料は(1)平等割り…世帯ごとに負担する⾦額、(2)均等割保険料…世帯の被保険者数
に応じて負担、(3)所得保険料…被保険者の前年中の所得に応じて負担、という３つに分けて負
担額が計算されており、(1)〜(3)の⾦額の合計を世帯主は⽀払う。平成２０年度は(1)は３６０
４４円、(2)は［被保険者数］×２０４３８円、(3)は［年間の総所得から控除額３３万円を引
いた所得］×８．４％となっており、⼀世帯の負担額の上限は４７万円である。例えば、年間
の所得が３３３万円で４⼈全員が国⺠健康保険の被保険者である家族の場合、(1)３６０４４円
＋(2)８１７５２円＋(3)２５２０００円で３６万９７９６円を保険料として⽀払うことになる。
１年間の総所得が３３３万円では減額の対象にはならず、世帯の負担額の４７万円を超えてい


 
2 (p.354) 







ないので、この負担額からは減額されない。 
減額の基準を世帯員数とそれに⾒合った所得⾦額で定めており、所得⾦額が基準以下ならば次
の表のように平等割額及び均等割額が次のように減額される。 
図２ 


  
また、災害や疾病によって⼀時的に保険料が納められなくなった場合も減額される3。 
 
３．公費負担  
医療給付の公費負担は制度によって異なる。組合管掌保険は原則として国庫負担はなく、政府
管掌保険は１３％が国庫負担である。市町村国⺠健康保険は、医療給付費の５０％を国が負担
する。そのうち、４０％を全ての市町村に、残りの１０％を市町村間の財政⼒格差を是正する
ために、その財政⼒に応じて交付されている。市町村が低所得者を対象に実施する保険料軽減
について、軽減分の２分の１を国家が、２分の１を都道府県と市町村が負担することになって
いる。このように市町村国⺠健康保険の国庫負担が他の制度に⽐べて⾼率である理由には、市
町村国⺠保険の加⼊者には負担能⼒の乏しい低所得者が数多くいること、事業者負担がないこ
となどがある。つまり、制度が分⽴している⽇本では制度間の給付と負担の公平化をはかるた
め国庫補助による財政調整が⾏われていると⾔える。しかし、⼀世帯当たりの負担額を⾒てみ
ると、組合管掌保険加⼊者は１８．９万円（事業主負担を含めると４２万円）、市町村国⺠健康
保険が１５．３万円となっており、世帯当たりの年間所得を⾒ると、組合管掌保険は３７万円
×１２ヶ⽉＝４４４万円(図１より)、市町村国⺠健康保険は１５９万円と推計される4。よって、
負担額は公平になっていると⾔えるが、給与に対する保険料の割合は市町村国⺠健康保険の加
⼊者の⽅がかなり⾼くなっているといえる。 
４，⽣活保護との関係 
⽣活保護を受給している世帯は国保の被保険者とはならず（国⺠健康保険法６条）、保険料を


⽀払う義務が無くなり、医療扶助を受けることができる。 
現在⽣活保護世帯は約１０７万世帯であるが、補⾜率は２割程度と推計されており、「⽔際作戦」、
つまり⽣活保護の受給要件を満たすにもかかわらず、申請を受理しないケースがあるといわれ
ている。⽣活保護における世代別利⽤者数の推移(図３)を⾒ると、６０代以降の⼈数は１９８


 4


                                                  
3  http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/new/080226_05.html（1/25 ⼤阪市健康福祉課） 
4 参考⽂献 p.356 



http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/new/080226_05.html





４〜１９９２年の期間にあまり減少せず、その後増加していることがわかる。顕著に減少して
いるのは０〜１９歳の⼦ども達と、その親の世代である２０〜３９歳の⼈数である。団塊ジュ
ニアの世代が⼦どもだった頃にもこうした現象傾向は⽌まっていないことから、少⼦⾼齢化の
みでこの現象を説明することができないとしている（⼭野 2008：226）つまり、補⾜率は２割
程度と推計されているが、その中でも補⾜率が低いのは、⼦どものいる世帯であると考えられ
る。よって⼗分な収⼊はないが⽣活保護を受給できない⼦どものいる家庭が多く存在し、その
ような家庭は国⺠健康保険料を⽀払わなければならず、負担が⼤きいと考えられるのである。 
図３ 
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（⼭野 2008:227） 
国⺠健康保険料を滞納してもすぐに保険証を返還させられるわけではない。市町村によって対
応が異なるが、概ね１〜６ヶ⽉の滞納であれば保険料納⼊を催促する通知がなされ、６ヶ⽉〜
１年程滞納すると、有効期限が数ヶ⽉間である短期被保険者証を交付される。短期被保険者証
は医療機関の窓⼝で提⽰すれば、通常の保険証を持っている者と同様の負担割合で医療を受け
ることができる。しかし、１年以上滞納すると保険証を返還しなければならず、保険証のかわ
りに被保険者資格証明書が交付される。これは保険加⼊者としての資格を有することを証明す
るだけで、通常の保険証としての役割を果たすものではなく、医療機関で医療費の１０割を負
担しなければならない。未納分を納めれば再び保険証が交付される5。 
この期間は⽬安で、市町村ごとに異なる。 
 平成１９年度の滞納世帯者数は４７４万６千世帯で、全世帯の１８．６％にあたる。また、
短期被保険者証の交付世帯数は１１５万６千世帯、被保険者資格証明書の交付世帯数は３４万
世帯である6。 
⼤阪市では、被保険者は国⺠健康保険料を⼝座振替によって納付するか、⾃宅に送られる納付
書で郵便局や銀⾏、ＡＴＭから⽀払うことが可能になっている。滞納者に対しては保険料を集
⾦するために職員が滞納者の⾃宅へ訪問し、特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、資格証
明書が交付され保険証返還しなければならず、受診した際の医療費をいったん全額払わなけれ
ばならない。資⼒がありながら滞納が続く場合は財産の差し押さえを⾏う場合がある7。 
５．まとめ 
以上で現在の⽇本の医療保険制度を詳しく⾒てきたが、ここから⾔えることは、制度が分⽴


しているため、制度間に不公平が⽣まれないための⼯夫はなされているが、組合管掌保険は被
保険者として事業者が保険料の半額を負担しているが、市町村国⺠健康保険には負担能⼒が低
い者が数多く加⼊している。そのような者にとって医療保険料は⼤きな負担となる。⼤阪市を
例に挙げて世帯当たりの保険料を算出したが、所得に対して保険料が⾼いといえる。⽀払う意
思はあるが滞納する者、また病気にかかるという不確実なリスクのために⾼い保険料を払うよ
りも、⾷費などにその収⼊を充当したい考える者が出てくると考えられる。 
 
第３節  
１５歳以下の⼦どもの保険料を免除する制度が妥当であるという主張に対して、次のような


批判が考えられる 
①⼦どもであるといえども、保険料を納付しないのにリスクが現実化したときだけ、資⾦が給
付されることは、保険料を納付している者との間に不公平が⽣じるので妥当ではない、 
②保険料滞納者の滞納者の中には、収⼊が⼗分ではないから滞納している者だけではなく、保
険料を⽀払う能⼒があるにもかかわらず納⼊しないものが多く存在するということである。こ
のような親の⼦どもの保険料も免除することは妥当でない。強制的に徴収するという⽅法で未


 
5 奈良県保険福祉課http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0116-1.html(2009/1/25) 
6厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0116-1.html(2009/1/25) 
7 ⼤阪市健康福祉課http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/new/080226_05.html
（2009/1/25） 



http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0116-1.html

http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/new/080226_05.html
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納の問題を解決すべきではないか。 
③国⺠健康保険の被保険者世帯の⼦どもの保険料だけ免除することは、国⺠健康保険以外の被
保険者の⼦どもとの間に不公平が⽣じる。 
④現在、医療費が国家予算に占める割合がますます⾼くなっている状態であるのに、さらに⼦
どもの医療費を公費負担とすると、あまりにも財政負担が⼤きくなる。 
⑤保険料を免除するとモラルハザードに陥って安易に受診する者が増加するのではないか。 
次節で上記のような批判について検討する。 
 
第４節 第３節で挙げた反論に対する反論 
 ①保険料を納付しないにもかかわらず、病気になるというリスクが現実化すればそれに対処
するための資⾦が給付されることは妥当ではない、という主張に対しては次のように反論でき
る。序論でも触れたように、国⺠健康保険に加⼊している者は個々⼈でその保険料を負担する
義務を負うが、⼀般的には親である世帯主が、⼦どもの保険料を納付する制度になっているの
で、親が保険料滞納の義務を果たさない責任を、⼦どもも負うという仕組みになっている。親
が⾃分の保険料のみを⻑期にわたって滞納している場合、保険証を返還させられ、病気にかか
ってもそのリスク対処する給付をうけることができないのは、やむを得ないし当然のこととも
⾔える。保険料を納付するだけの収⼊がある場合はもちろん、保険料を⽀払うだけの収⼊がな
い場合も、それは当⼈の責任だと考えることも可能だからである。しかし、親が保健料を⽀払
わないことによって⽣じるリスクを⼦どもが負うことは不合理である。⼦どもが保険料を⽀払
い給付が受けられる状態になることは、１５歳以下の⼦どもは⾃ら収⼊を得る⼿段がなく、努
⼒によってその状態を解消することができないからである。保険料を滞納することは⼦どもの
責任であるとは⾔えず、そのなすべきことをなしていないことについて不利益を受けることは
不合理である。 
また、親が経済状態によって病気にかかったときに給付を受けられるかが左右されることも


⼦どもにとって不都合である。そこで、国家が⼦どもの代わりに保険料を⽀払う制度を導⼊す
れば、その責任は国家が負うことになるので、現在の不合理な状態を解消することができる。 
また、保険証を持っている者と同じ患者負担額は医療機関で受診した場合に窓⼝で⽀払うの


で、応益負担分は⽀払うことになるのである。リスクが現実化したときに何の対価も⽀払わず
に給付を受けるのではない。 
②について 
親に保険料を⽀払うだけの⼗分な収⼊がある場合は⾃らとその扶養家族の保険料を当然納付さ
せるべきであるが、そのためには滞納者のうちで⽀払う収⼊があるにもかかわらず滞納してい
る者と、本当に⽀払うだけの収⼊がえられずにやむを得ず滞納している者を区別する必要があ
り、収⼊等を調査しなければならない。調査には⼈件費が必要なので⾏政が負担するコストは
増加してしまうのである。このような⽀払う能⼒があるか否かの調査は⽣活保護を⽀給する要
件の調査でも⾏われているが、⽔際作戦が⾏われている現状では、⽣活保護を受給していない
者すべてが保険料を⽀払う能⼒があるとみなすことはできない。調査をすることによって⾏政
コストが増加するのであれば、⼦どもの保険料を⼀律に免除するほうがコストを抑制すること
ができると考えられるのである。 
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 また、保険料を納付しない理由について、国⺠健康保険料の未納の理由が明らかにされてい
るデータは⾒当たらないが、国⺠年⾦保険料については、社会保険庁の平成１１年度の調査に
よると、未納者における保険料の未納の理由をみると、最も主要な理由（主要回答）では、「保
険料が⾼く、経済的に⽀払うのが困難」が６２．４％と最も⾼く、次いで「国⺠年⾦をあてに
していない」（１２．２％）、「学⽣であり、親に負担をかけたくない」（９．８％）となってい
る。「保険料が⾼く、経済的に⽀払うのが困難」のさらに内訳をみると、「元々収⼊が少ない」
の割合が最も⾼く、２４．４％となっている。「国⺠年⾦をあてにしていない」のさらに内訳を
みると、「制度の存続など年⾦制度の将来が不安だから」の割合が最も⾼く、６．３％となって
いる。 また、保険料の未納の理由を複数回答でみると、「保険料が⾼く、経済的に⽀払うのが
困難」は７１．４％と７割を超えている8。 
 このように、国⺠年⾦保険の未納者の未納の理由を⾒ると、経済的に困難で⽀払うことが困
難な者が７割近くであるので、⽀払いたくても⽀払えない者の⽅が多いことがわかる。国⺠健
康保険についても、同様の傾向があると考えられる。国⺠年⾦保険を「学⽣であり親に負担を
かけたくない」という理由で滞納している者は、国⺠健康保険の場合は世帯主である親がその
保険料を⽀払うので、親の負担になる。とすると、経済的理由で保険料を滞納している者はも
う少し増えると考えられる。 
③国保のみでなく、親がどの保険料に加⼊しているかにかかわらず、全ての⼦どもの保険料を
⼀律に免除することとするので、この問題は⽣じない。 
④では、全ての⼦どもの保険料を国家の予算の中から出すと、さらに社会保障費が増⼤し国の
財政負担が⼤きくなってしまうが、平成１８年度の厚⽣労働省の調査によれば、国⺠医療費は
３３兆１２７６億円であり、０〜１４歳の⼦どもの医療費は２兆２１３４億円で、医療費全体
に占める割合は６．７％である。ちなみに６５歳以上は１７兆１２３３億円（５１．７％）と
なっている。また国⺠医療費を財源別にみると、国⺠医療費３３兆１２７６億円のうち、公費
分は１２兆１２７４億円（３６．６％）、保険料分は１６兆２２４５億円（４９％）、残りの４
兆７７５７が患者負担となっている9。１５歳以下の⼦どもの保険料を公費で全て負担すると、
１兆９０００億円余分に負担が増えることになるが、１８年度の国家予算は約８５兆３８６６
億円10であり国家予算に占める⼦どもの医療費の割合は２．２％である。（⼀⼈当たり国⺠医療
費をみると、０〜１４歳は１２万５千円） 
これは、⼦どもの医療費のために予算を増加させても国の⼤きな負担増加とは⾔えない。 


また、どの年齢の、どのような疾患に医療費が使われているか、⼊院か⼊院外かを調査した平
成１８年の厚⽣労働省の傷病分類、⼊院－⼊院外、年齢階級別調査表11を⾒ると、６５歳以上
の医療費でもっとも多いのは循環器系の疾患４兆１８１７億円（うち⼊院２兆２５６８億円）、
次に多いのは悪性新⽣物１兆４９８３億円（⼊院１兆０４３６億円）である。６５歳以上に多


 
8 社会保険庁http://www.sia.go.jp/infom/tokei/gaiyo1999/gaiyo1999_28.htm（2009/1/15） 
9厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/06/kekka2.html 
(2009/1/15) 
10 財務省http://www.bb.mof.go.jp/server/2006/html/200672001Main.html(2009/1/15) 
11 厚⽣労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/06/toukei6.html(2009/1/15) 



http://www.sia.go.jp/infom/tokei/gaiyo1999/gaiyo1999_28.htm

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/06/kekka2.html

http://www.bb.mof.go.jp/server/2006/html/200672001Main.html
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い疾患は、⼊院が必要なものが多く治療に⻑期間を要するものが多く医療費も⾼額になってく
ることがわかる。これに対し、⼦どもは、呼吸器系の疾患６４０７億円（うち⼊院１１０５億
円）、次いで損傷、中毒及びその他の外因の影響が１３４２億円（うち⼊院２５１億円）となっ
ており、⼊院が必要なく、短期間で治療することが可能な疾患が多いことがわかる。 
少⼦化によって⼦どもの数は減少するのであるから、⼦どものための医療費が今後⼤幅に増


加することは考えられない。⼦どもの医療費（１兆９０００億円）は、例えば定額給付⾦を実
施せずに⼦どものための保険料に２兆円を充当すれば捻出することが可能であるので、国が⼦
どもの医療保険料を負担するべきなのである。 
⑤について 
⽉々に払う保険料を免除するのみで、患者負担部分まで免除するのではない。医療機関で受診
すれば窓⼝で患者負担分を⽀払わなければならないので、安易に受診する者が増えるとは考え
にくい。 
 
第５節 終わりに 
 国家がどのような分野に予算を割いているのかということは、その国家の在り⽅をあらわす。
⼦どもに関する分野に予算を割くことは未来への投資と⾔えるのではないだろうか。少⼦化が
進⾏しているといわれる中、その少ない⼦どもが必要な場合に医療が受けられる制度を整備す
ることは、必要な投資と考えて積極的に⾏うべきである。 
 
 
参考⽂献 
⼩松秀和(2005)『⽇本の医療保険制度と費⽤負担』ミネルヴァ書房 
栄畑潤(2007)『医療保険の構造改⾰』法研 
鈴⽊厚(2003)『⽇本の医療に未来はあるか－間違いだらけの医療制度改⾰』筑摩書房 
医療経済研究機構・健康保険組合編(2006)『持続可能な医療保険制度をめざして』法研 
⼭野良⼀(2008)『⼦どもの最貧国・⽇本－学⼒・⼼⾝・社会に及ぶ諸影響』光⽂社 








習熟度別指導は教育格差是正に有効か 


飯島智⼦ 
 


第⼀節 序論 
 近年、⼦どもたちの学⼒・学習意欲が低下しているといわれている。そして、この学⼒
や学習意欲の低下は全般的に起こっているだけでなく、出⾝階層によって低下の度合いに
差がある。苅⾕⽒によれば、家庭の⽂化的環境で⼦どもたちをグループ分けしてみると、
下位グループで学⼒と学習時間の落ち込みが⼤きく、上位グループとの格差が拡⼤してい
る(苅⾕ 2007：43）。 
 このように学⼒や学習意欲の差は出⾝階層や家庭の環境に影響されている。社会的・経
済的な格差が広がっている現在の状況では、教育においての格差は格差や不平等の再⽣産
につながると考えられる。親が⾼学歴で所得が⾼く教育熱⼼な家庭では「学校外教育」に
お⾦をかけ、または私⽴の進学校に⼊学し、有名⼤学への進学を⽬指す傾向がある。⼀⽅
で、所得の低い家庭では⼦供を進学させる余裕がなく、教育に対する意欲も低いという状
況が⽣まれている。2002 年の厚⽣労働省の統計によれば、年収 400 万円以下の世帯の教育
費の出費は平均 158 万円（年収の 54％）であるのに対して、年収 1000 万円以上の世帯の教
育費の出費は平均 243 万円（年収の 22％）となっている。さらに、近年のゆとり教育に対
する不安から公⽴校離れが進み、塾に通う⼦供が増えていることも教育機会の格差を拡⼤
する要因といわれている。 
教育格差の拡⼤を防ぐためには、公教育の充実が必要だと考える。格差の下層にある家庭


に家庭での努⼒を求める事は難しいと思うからだ。⽇々の⽣活にゆとりのない家庭に対し
ては学校側のフォローが必要になる。 
学⼒や学習意欲を向上させるには基礎学⼒が⾝についていることが必要である。そこで、


基礎学⼒を定着させるため、少⼈数の習熟度別指導を取り⼊れるという対策が考えられる。 
⽂部科学省の⽅針により、「確かな学⼒」（確かな学⼒とは知識や技能に加え、⾃分で課


題を⾒付け、⾃ら学び、主体的に判断し、⾏動し、よりよく問題を解決する資質や能⼒ま
で含めた学⼒1）向上や「個に応じた指導」が推進される中、教育効果を上げる⽅法の⼀つ
として習熟度別指導が注⽬されている。 
 習熟度別指導によって個⼈の到達度合いに合った指導が可能になるため、低学⼒層の底
上げを図ることができるとして習熟度別指導を推進していくべきという意⾒がある⼀⽅で、
習熟度別指導の問題点として負のレッテル貼りや、学⼒の上層と下層の⼆極化を⽣むとい
った意⾒もある。 
 そこで習熟度別指導が教育格差是正に有効か考えたい。 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1文部科学省ホームページ 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/03080701.htm 


 1







 
第⼆節 習熟度別指導の概要 
 ⽂部科学省は 2002 年に発表された「確かな学⼒向上のための 2002 アピール」のなかで、
「少⼈数指導、習熟度別指導など、個に応じた決め細やかな指導を推進し、基礎・基本の
確実な定着や構成を図る」という⽅策を⽰した。その後、中央教育審議会の答申を受けて
2003 年に⼩学校学習指導要領にも「学習内容の習熟の程度に応じた指導」が含められるこ
とになった。これにより⼩学校でも習熟度別指導が奨励されるようになったといえる。 
習熟度別指導はゆとり教育による授業時数や教育内容削減が学⼒の低下を招くのではな


いかという懸念に応える形で多くの学校で取り⼊れられている。⽂部科学省によれば 2004
年度、全国の公⽴⼩学校の 81.6％、公⽴中学校の 72.3％が習熟度別授業を取り⼊れている
（福地 2006：88）。2000 年度には⼩学校で 38.8％、中学校で 31.0％の実施割合であるこ
とから⽐べると短期間に⼤幅に増加していることがわかる2。この増加の背景には少⼈数指
導や習熟度別指導を⾏うために加配教員が配置されたことも⼤きく関係している。 
欧⽶ではトラッキングといわれる能⼒や進路の差によってコースを振り分ける教育が⾏


われている国もある。トラッキングにはいくつかのタイプがあり、学校を種別化するタイ
プ、学校内に多様なコースを設けるタイプ、学⼒テストの得点に応じてグループやクラス
編成を⾏うタイプ、「進学中⼼」「職業中⼼」など進路別のコースを設けるタイプ、学校
選択によるタイプがある。国によってこれらのタイプのトラッキングが多様に組み合わさ
れて採⽤されている。 
⽇本では習熟度の⽣じやすいとされている算数・数学、英語、理科などの教科で習熟度別


指導が⾏われていることが多い。 
習熟度別指導を導⼊している学年、教科数、時間数は学校ごとにさまざまであるが、単元


ごとに習熟度別指導を⾏っている学校が多い。少⼈数加配を受けている学校では年間を通
して⾏っているところもある。コースの名称については、⼦どもへの⼼理的影響を考慮し
て、「発展」「標準」「基礎」といった呼び⽅ではなく、「じっくりコース」「どんどん
コース」など曖昧な呼び⽅にしているところもある。また、コース選択の際にはテストの
点で⼀⽅的に振り分けるのではなく、⼦どもや親の希望に基づいて編成しているところが
多い。 
 


第三節 習熟度別指導賛成派の論拠 
習熟度別指導を肯定する理由として以下の点が挙げられる。 


１．学習内容の理解や知識の習熟の程度に応じて指導を⾏うことができる。その結果、学
習内容を確実に⾝につけることができる。 
 習熟度別指導の基本的な考え⽅は、学⼒差のある⼦どもたちを⼀⻫授業で同じように教


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2重松敬一・小嶋康弘『算数・数学教育における問題解決学習の研究（９）』


http://www.nara-edu.ac.jp/CERT/bulletin2004/b2004-08.pdf 
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えていたのでは学⼒に課題のある⼦どもたちは授業についていくことができず、よくでき
る⼦どもたちは退屈してしまうという状況が起こるため、同じ様なレベルの⼦どもたちを
集めてそれぞれのレベルに合った指導をするのが効率的だというものである。それぞれの
レベルに合わせて学習するので、できる⼦どもは退屈することなく学習を深める事ができ、
また、そうでない⼦どもが落ちこぼれてしまうことを防げるとして、どの⼦にもメリット
があると考えられている。 
 
２． それぞれのレベルに合わせた内容・課題に取り組むため意欲を持って学習できる。 
⾃分のレベルに合った内容の授業を受けることで「わかるようになった」という満⾜感を


得ることができ、学習意欲の増加につながると考えられる。また、学習を進めていくにあ
たっては基礎的な学⼒が備わっていることが前提となる。基礎学⼒が未定着のままでは次
の学習内容の理解に⽀障が出てしまい、学習意欲や学⼒の格差拡⼤につながるといえる。
しかし、⼀⻫指導では基礎学⼒が⼗分でない⼦どもに合わせて授業を進めていくことは難
しい。そこで習熟度別指導によるそれぞれのレベルに応じた指導が必要となる。 
 


３．「勉強がよくわかるようになった」「⾃分のペースで勉強できる」など、習熟度別指
導を肯定的に捉えている⼦どもが多い3。 
 平成 16・17 年度⽂部科学省委嘱調査報告書『義務教育に関する意識調査・中間報告書』
によると習熟度別指導を受けた感想として「勉強が良くわかるようになった」という項⽬
に「とてもそう思う」「まあそう思う」と答えた⼦どもの割合は 82.7%であった。同様に、
「⾃分のペースで勉強できる」には 78.7%、「集中して勉強できる」には 68.7%、「先⽣が
⼀⼈ひとりのことをよく⾒てくれる」には 61.6%の⼦どもたちが「とてもそう思う」あるい
は「まあそう思う」と答えており、習熟度別指導は⼦どもたちに肯定的に評価されている。 
 
４．習熟度別コース学習での個々へのきめ細やかな指導はどの段階の児童にとっても効果
があったという事例（館林市⽴第七⼩学校の実施例）4。 
この⼩学校では 4 年⽣、5 年⽣、6 年⽣の算数で習熟度別指導を取り⼊れている。コース


を「じっくりコース」「のびのびコース」「チャレンジコース」に分け、コースごとの実
態に合わせて補充・発展指導を⾏った。 
習熟度別指導を⾏った結果、絶対評価による評定の変化を⾒ると、中位グループの児童の


⼀部を評定 3の段階（成績上位）に伸ばすことができ、下位グループの児童の⼀部を評定 2
の段階（成績中位）の段階に伸ばすことができた。しかし、学年以前のつまずきが累積さ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3平成 16・17年度文部科学省委嘱調査報告書『義務教育に関する意識調査・中間報告書』
Benesse教育研究開発センター 
http://benesse.jp/berd/center/open/syo/view21/2007/01/s04chal_02.html 
4館林市立第七小学校 
http://www.center.gsn.ed.jp/21c/h15_21c/genkou/tatebayashi7syo.pdf 
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れているため、学年が上がるほど下位グループの学⼒を⾼めることは困難であるといえる。 
全体としては、習熟度別コース学習での個々へのきめ細やかな指導はどの段階の児童にと


っても学⼒が伸びる有効な⼿⽴てだと考えられる。 
また、授業時間外の補充授業を習熟度別コースごとに⾏うことで、児童が差別感なく指導


を受けることができた。 
 
第四節 習熟度別指導反対派の論拠 
 習熟度別指導に反対する意⾒として以下の 4点がある。 
１．⼦どもたちに優越感や劣等感を持たせてしまう 
 習熟度で分けたグループが固定化してしまうと、できる⼦、できない⼦といったレッテ
ルが貼られてしまうことになり、差別感を⽣んでしまう。そして下位グループになり、「で
きない」というレッテルを貼られてしまうと、⼦どもの中に諦めを⽣み、学ぶ意欲が奪わ
れる可能性も考えられる。下位グループは普段から学習に意欲的になれない⼦どもをひと
つのクラスに集めることになるが、グループ分けによりますます意欲を失ってしまい、指
導が困難になるという意⾒もある。 
 
２．お互いの多様性を認め、学びあうことができなくなる 
 様々な⼦どもが共に学ぶことで異質な存在を学習・⽣活の場を通して認め合うことがで
き、それが⼈間としての成⻑にもつながると考えられるが、習熟度で分けてしまうと学び
合うことができなくなる。 
 また、⼦どもは教師からのみ学ぶのではなく、周囲の⼦どもの優れた考え⽅を⾒聞きす
ることからも学んでいるといわれている。杉⼭⽒によれば 
 


⼦どもの考えは教師よりよいことがある。⼦どもらしい発想なので遅れがちな⼦ども
にも理解できることが多い。習熟度別の少⼈数のグループになると、遅れがちな⼦ど
もはそうしたよい考えに触れることができなくなる。基礎的な技能の習熟の程度は少
しは上がるかもしれないが、学ぶ事は少なくなる。そのため、遅れがちなグループの
⼦どもの学習のレベルは低いものになる5。 


 
 このように豊かな学びにはさまざまな⼦どもが存在する集団での学び合いが必要である。
そして、この学びあいの中で、⼦ども⾃⾝が考え、判断する能⼒を育てることができると
いわれている。 
 佐藤⽒は習熟度別指導に代替する学びの様式は、⼀⼈ひとりの多様性が交流される「協


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5杉山吉茂『習熟度別学習の考察と問題点』


http://www.koubun.co.jp/dataroom/magazine/dl/vpress1.pdf 
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同的な学び」であると述べている（佐藤 2004：40）。また、「協⼒的な学び」の⽅が「競
争的な学び」より⽣産性が⾼く、「協⼒的な学び」の恩恵は下位や中位の⽣徒だけでなく
上位の⽣徒にも及んでいる（佐藤 2004：43）とも述べている。 
 
３．学⼒格差が拡⼤・固定化する 
 上位グループでは教育内容の理解を深める発展的な内容に多くの時間が割かれることに
なるが、下位グループでは基礎的な技能の反復や、学習態度や習慣の形成に重点が置かれ
ることになり、学習する内容のレベルに差が⽣じる。その結果として学⼒格差は拡⼤する
といわれている。 
 さらに、学習する内容に差ができると、下位グループでの学習内容を⼗分に理解したと
しても、より上位のグループに上がることは困難になると考えられる。つまりグループが
固定化され、学⼒格差も固定化される可能性がある。 
習熟度別授業とは「格差を前提とし、格差を再⽣産する教育」なのである（松下 2005：


167）。 
 
４．習熟度別指導の有効性が疑わしい 
 習熟度別指導の有効性を問い直す資料として 2000 年にＯＥＣＤ（経済開発機構）が、⾏
った国際学⼒⽐較テスト（ＰIＳＡ）調査の結果がある。この調査は 15 歳の⽣徒を対象に
ＯＥＣＤ加盟国 28 カ国と⾮加盟国 4カ国で⾏われており、21 世紀の社会に必要とされる学
⼒を｢読解リテラシー｣｢数学リテラシー｣｢科学リテラシー｣の領域で各国の 15歳における到
達⽔準を調査している。 
 この調査の結果第 1位から第 8位まではいずれも 15 歳までのトラッキングを廃⽌した国
か、もしくはトラッキングの廃⽌を推進した国である。⼀⽅で、三分岐システム(⼩学校の
成績で、⼤学進学のためのエリート校、実業社会に準備する職業⾼校、それ以下の成績の
学校の三つに分ける中等教育システム)を固持しているドイツ、スイス、オーストリアなど
はいずれも中位もしくは下位の成績しか獲得できなかった（佐藤 2004：19）。 
 この結果を佐藤⽒はトラッキングの敗北を意味していると述べている。 
 また、カリフォルニア⼤学のジェニー・オークスは習熟度別指導における｢上位｣｢中位｣
｢下位｣のどのグループにおいても混成のクラス編成より学⼒が向上した調査結果はないと
述べている。効果があるとしても上位グループの英才教育にとっての有効性しかないとさ
れている。 
 
第五節 反対意⾒の検討 
 前節で述べたように、習熟度別指導にはさまざまな問題点があり、習熟度別指導の導⼊
はデメリットの⽅が⼤きいようにも思われる。しかし、現在、習熟度別指導を取り⼊れて
いる学校は増加する傾向にある。また、学習効果が出た、全体の学⼒底上げができたとい
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う意⾒もあるため、取り⼊れ⽅を⼯夫すれば解決できる点もあるのではないか。反対意⾒
について検討したい。 
１.優越感や劣等感を軽減することはできないか 
 習熟度別指導を⾏うにあたって、その意義や⽅法、コース選択についてなど⼦どもや保
護者に⼗分に説明し納得してもらうことで差別感を最⼩限に抑えることができるのではな
いだろうか。 
⽥中⽒は、優越感と劣等感を⽣む習熟度別学習になるか、それとも、習熟度の違いを認め


合い、友だちと⾃分の学⼒向上を暖かく⽀えあえる習熟度別学習になるかは、各学校で⾏
われている学習集団作りの成否にかかっていると述べ、具体的に配慮すべき事項として、 
① 普通教室で複数の習熟度別コースを設定する 
② コース選択は⼦どもと保護者が決定する 
③ コースの変更を認める 
④ ⼦どもと保護者へのガイダンスをていねいに⾏う 


といった点を挙げている6。 
 同じ教室内で授業を⾏うことや、コース選択を⼦どもと⼗分に相談した上で主体的に選
択することで、習熟度別指導に対する不安感はかなり軽減される。 
 また、⼀年を通して同じレベルの習熟度別コースに所属すると、努⼒して学⼒を向上さ
せようという意欲がそがれてしまう可能性や、「できる」「できない」といったレッテル
貼りが⾏われやすくなると考えられる。そこでコースを固定化せず内容により選択できる
ようにすることで、集団の固定化を防ぎ、コース分けによる差別感を抑えることができる。 
 
２.学⼒格差の拡⼤・固定化を防ぐことはできないか 
 多くの学校では、単元全体を通して、または年間を通して習熟度別指導を⾏っている。
習熟度別指導では同じ教育内容でも、習熟レベルの違いにより授業の進め⽅や取り組む課
題が異なっている。そのため教育の結果にもレベルの差が⽣まれ、もともとの学⼒の格差
が授業の中で縮まるとは考えにくい。むしろ拡⼤する場合もある。 
 しかし、⼀⻫授業で内容を理解できていない⼦をそのままにして授業を先に進めること
も学習意欲の減退や学⼒格差につながるのではないか。また習熟度別指導で得られる「で
きるようになった」「わかる」という達成感や満⾜感は学習意欲の増加につながるとも考
えられる。 
 そこで、単元の後半や最後になり理解度に差が出てきた段階で、習熟度別のグループに
分け、指導するという⽅法が考えられる。 
 梅原⽒によれば、習熟度別指導は⼗分な定着がないと次のステップの学習に著しい困難
をきたすような特定の学習内容（たとえば、四則演算や⽅程式の⽴て⽅と求め⽅など）を


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6 『少人数指導・習熟度別学習の課題』田中博之「効果的なコース編成とその配慮」
http://www.shinko-keirin.co.jp/csken/pdf/53_02.pdf 
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習得し、使いこなせるように定着させるため、いつでも必要な時に個別指導と集団指導を
組み合わせながら⾏うもの（梅原 2005：184）とされている。 
 このように考えれば、単元全体や⼀年を通して習熟度別指導を⾏うのではなく、学習内
容の定着を図るために復習の対象として取り⼊れられるべきだといえる。習熟度別指導を
⾏う時間が限定されるため、学⼒格差も⽣じにくくなると考えられる。 
 
３.習熟度別指導に学び合い（協⼒的な学び）を取り⼊れることはできないか 
 習熟度別指導を単元の最後のみにするなど取り⼊れる範囲を限定すれば、⼀⻫指導や協
同的な学習と組み合わせて導⼊することができると考えられる。 
 具体例として、東京都の品川区荏原第三中学校では競争原理によらない習熟度別指導の
実施している。 
この中学校では数学の学習を通して⾝につける⼒を「課題解決⼒＝⾃ら課題を⾒つけ、⾃


らの⼒でその課題を解決する⼒」としている。その「⾃らの⼒での課題解決」は「独⼒に
よる解決、友⼈の協⼒を得ての解決、教師の指導を受けての解決」のいずれでもよい。こ
の 3通りのどれかを選び、「学び⽅を学ぶ」のが習熟度別学習であり、そこには、 
① ⽣徒⾃⾝が⾃分の理解度を判断し、三つのどれを選ぶかを判断する⼒をつける 
② ⾃らつまずきを発⾒し、⾃⼰解決させる 
③ つまずきの振り返りから、学習のしかたを⾝につけさせる 


という三つの意味があるとされている。 
単元末の⼀時間を⽤いてＡ：最も基本的な問題を解くグループ、Ｂ：基本の定着を⽬的と


し、Ａよりやや難しい問題を解くグループ、Ｃ：やや応⽤的な問題を解くグループ、Ｄ：
発展的な問題を解くグループの 4 段階を設定する。この 4 グループは同じ教室内の 4 か所
に分散し、それぞれ指導を受ける。Ｃコースはグループ内で教え合って問題を解決するこ
とを基本とし、Ｄコースの⽣徒は⾃分の課題を終えると、Ａ・Ｂコースで教えるよう派遣
される。この⽅法には 
① 全てのレベルが同じ教室で実施され、異質なものからの学びが可能 
② 友達同⼠の教え合いが組織されている 
③ コースは⽣徒⾃⾝に判断させ、途中での変更もできる 
④ そのコースの内容をクリアすれば次のコースに進め、どの⼦も最⾼を⽬指せる 
⑤ ⽣徒は「⾃分は習得が遅いだけで能⼒が低いわけではない」と感じ、頑張ろうという


意欲を起こす 
という特徴がある（⼩寺 2005）。 
 このように取り⼊れ⽅を⼯夫すれば⼦どもたち同⼠の学び合いも可能である。 
 
４．習熟度別指導の有効性について 
梅原⽒は学⼒フロンティアスクールの報告書の多くが、習熟度別授業の結果、標準学⼒検
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査（学習指導要領に準拠してその学年の学習内容を代表する問題で構成されたテスト）で
の偏差値が各コースとも上昇したと結論している事を紹介している（梅原 2005：56-57）。 
また、国⽴教育研究所が 2003 年度に実施した調査研究（「指導⽅法の⼯夫改善による教


育効果に関する⽐較調査研究」）では、⼩ 4 算数で「到達度別学習」（単元全体を習熟度
別グループで学習）、⼩ 6 算数で「均⼀割⼀⻫指導」（習熟度によらない均⼀割で 15〜20
⼈の少⼈数指導）、中 2 数学で「完全習得学習」（⼀定時間の共通授業後、習熟度別に学
習）が成績向上に最も効果的だったと報告されている（松下 2005：170）。海外で⾏われ
ているトラッキングと⽇本での習熟度別学習の実施⽅法は同じではなく、学校ごとにも異
なっているので単純に⽐較することはできないが、この結果を⾒ると、習熟度別指導が学
⼒向上に有効かという問題については肯定も否定もできない。 
 ＰＩＳＡ調査で 1 位なったフィンランドでは競争を排除し、多様な⼦どもたちが学びあ
う「協同学習」が⾏われている。フィンランドの教育が成功しているところからしても、
「学び合い」は重要であると考える。仮に習熟度別指導が学⼒向上に有効だとしても、⼦
どもたちが学び合える学習集団づくりが必要である。 
 よって、前にも述べたが、習熟度別指導を⾏うなら協同的な学習と組み合わせていくべ
きだと考える。 
 
第六節 結論 
 ⽂部科学省が推進していることもあって、多くの学校で学⼒向上の切り札のように取り
⼊れられている。しかしながら習熟度別指導には問題点も多く、取り⼊れるにあたっては
⼗分な配慮が必要であるし、習熟度別指導だけに頼るのでは効果はあまり期待できないと
考える。 
テーマとした「教育格差是正に有効か」という問題については習熟度別指導を⻑期間にわ


たって、グループを固定してとりいれると格差が⽣じやすくなるといえる。習熟度別指導
によって学習効果があっても、多くの時間違う内容を学習すると、下位グループが中位グ
ループや上位グループに追いつくのは難しいからである。習熟度別のグループ分けはすで
に塾などの学校外教育で⽣じている学⼒の差によって分けられている。そのグループが固
定化されてしまい、学⼒格差が固定化または拡⼤してしまうとすれば、習熟度別指導は家
庭の経済格差により⽣じた⼦どもたちの学⼒格差を助⻑するシステムになってしまう。 
 しかし、学習する以前から家庭環境の違いにより⽣じている格差を放置したまま授業を
進めてもわからない⼦はわからないままであり、学⼒格差に加えて学習意欲の格差も深刻
になる。習熟度別指導の感想として多くの⼦どもが「勉強がわかるようになった」と応え
ていることから、⼦どもに達成感を持たせることができ、学習意欲につながるのではない
か。それぞれの理解のレベルにあった内容をていねいに教えてもらうことで、今までわか
らないまま授業を受けていた⼦どもたちがわかるようになったという効果は重要なもので、
学⼒の底上げにもつながる。 
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以上の考えから、習熟度別指導は学習⽅法の⼀つの選択肢として他の学習⽅法と組み合わ
せて取り⼊れれば効果を期待できるのではないかという結論に⾄った。 
 梅原⽒は習熟度別指導は「学⼒向上策」ではなく学習保障の⼀⽅法であると述べている
（梅原 2005：212）。多様な集団内での学び合い、協⼒を中⼼としながら、理解の差を補
い学習意欲を持たせる為の⼀つの⽅法として、慎重に検討したうえで取り⼊れられるべき
だと考える。 
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習熟度別指導は教育格差の是正に有効か 
⼟井彩加 


 
第⼀節 序論 
 戦後⽇本は教育の拡⼤を図り義務教育の延⻑、⾼等教育も⼤きく拡⼤した。それと同時
に産業も拡⼤し、教育、職業の構造の変化が起こった。教育の機会の⼤幅な増加、経済的
に豊かになった結果、⾼校進学率は 1990 年代後半には 97%に達した。（苅⾕ 2001：17）。進
学率が⾼くなるにつれ、教育の機会の格差から教育内容の格差に変わっていった。それま
では⾼校に進学できるかは家庭の経済状況による部分が⼤きく進学⾃体に意味があったが、
⾼校教育がほぼ皆学の状態になるとどの⾼校に進学するかが意味を持つ。つまり、⼦ども
の学⼒によって選抜を⾏い振り分けがなされ、さらにはその選抜がどの程度の⼤学に進学
できるのか、企業に就職するのかを表すことにつながっていくのである。その結果、受験
競争が激しくなったのである。 
 しかし、受験教育を批判する流れから教育改⾰が⾏われ始めた。それが今⽇⾔われてい
る「ゆとり教育」である。ゆとり教育は成績が中位あたりの⼦どもたちを中⼼にカリキュ
ラムが組まれている。できる⼦にはつまらない授業であるし、できない⼦へのフォローも
なく進められていくので結局わからないままである。学校だけで⾜りないと感じる親たち
は塾に通わせたり私⽴学校へ進学させるなどして質の⾼い教育の機会を与えようとする。 
 つまり、親の収⼊によって教育の機会に格差が⽣じるのである。それだけでなく親の階
層が⼦どもに与える⼼理的影響にも格差が⽣じる。⽗親が⼤卒かそうではないかによって
平均学習時間に差がでる。例えば⼩学 6 年⽣を調査した結果を⾒てみると、⽗親が⼤卒の
場合、平均学習時間が 50.0 分であるのに対し、⽗親が⾮⼤卒である場合は 31.5 分と 18.5
分の差が⾒られる（苅⾕/清⽔ 2004：156）。また、通塾状況を⾒ると、⼤卒では⾮通塾が
全体の 39.8%なのに対し、⾮⼤卒は 57.1%である（苅⾕/清⽔ 2004：165）。通塾に関しては
経済的な要因も絡んでいるから断⾔はできないが、階層間によって⼦どもに対する学習意
欲の動機付けに差がみられるのではないか。また、このような格差は再⽣産されていく。 
教育は階層結合を促し、階層的地位を維持するための⼿段として利⽤されるのである。 
 低所得者に教育費を⽀給するという⽅法も考えうるが、⽀給するだけではきちんと教育
に使われたかは不透明になってしまう。そこで⼦どものレベルにあった教育を受けること
できる環境を作るために習熟度別指導を取り⼊れることは教育の質という観点において格
差を是正するのに有効な⼿段となりうるかを検討したい。 
 
第⼆節 習熟度別指導の実施例 
1.新潟県新発⽥市⽴五⼗公野⼩学校の実施例 
この⼩学校では六年⽣の算数で習熟度別指導を取り⼊れている。しかし、習熟度別指導
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でだけでなく少⼈数指導も同時に取り⼊れている。コースを「ぐんぐんコース」、「標準コ
ース」、「丁寧コース」の三つに分け指導を⾏った。その成果は市販のテストを使って⽰さ
れている。五つの単元のうち⼀つを除いて全国平均を⼤きく上回っているとの結果が出て
いる。また⼦供の反応は 79%が「良かった」とほぼ 8割の⼦どもたちがこのコース分けに肯
定的である。 
2.新潟県上越市⽴直江津中学校の実施例 
 この学校では⼆年⽣の英語の授業で習熟度別指導が⾏われている。しかしこちらも編成
を少⼈数にして⾏っている。レベルは「基礎コース」、「充実コース」、「発展コース」に分
かれ、それぞれ「重要⽂型、単語の定着を図る」、「今までの授業と同様に進める」、「今ま
での授業の応⽤、発展した内容で⼒を伸ばす」ことを⽬標にしている。成果は各学期の中
間、期末テストの点数を実施以前と⽐較して出している。その結果、実施以前より 50 点未
満の⽣徒が半減し、個⼈の得点も上昇していると報告されている。⽣徒の反応を⾒てみる
と、英語学習の意欲が⾼まったかどうかをアンケートすると 49%の⽣徒が「⾼まった」、「や
や⾼まった」と感じているのに対し、「変わらない」という⽣徒も 44%いる。また、授業中
の内容の理解度はどうなったかの問いに対しても、「わかるようになった」、「ややわかるよ
うになった」と感じる⽣徒が 55%いるものの、33%の⽣徒は「変わらない」と答えている。 
 
第三節 習熟度別指導に対する批判 
 2000 年に⾏われた経済開発機構（OECD）の国際学⼒⽐較テスト（PISA）によると、加盟
国 28 カ国と⾮加盟国 4 カ国の 15 歳の⽣徒を対象に⾏った結果、フィンランドが 1 位で平
均点が 546 点。2 位：カナダ、3 位：ニュージーランド、4 位：オーストラリア、5 位：ア
イルランド、6 位：韓国、7 位：イギリス、8 位：⽇本と続いていく。2 位から 8 位までは
⼤きな差がなく、これまで⾼学⼒と考えられていたスイスやドイツが 17 位、21 位という結
果だった。これは全体の平均を下回っている。 
 この結果からわかることは教育においてトラッキング（能⼒や進路の差によってコース
を振り分ける教育）（佐藤 2004：19）が機能していないことを⽰している。上位 8 カ国は
トラッキングを廃⽌した、またはしようとしている国である。それに対しドイツの教育制
度を⾒てみると、⼩学 4年の成績でギムナジウム（⼤学準備のためのエリート教育を⾏う）、
レアル・シューレ（職業技術の教育を⾏う）、ハウプト・シューレ（学⼒の低い⼦どもたち
を集める）に分けるというようにかなり早い段階でトラッキングを⾏っている。 
 クラス編成の際にテストなどの成績でクラス編成するという点を考えれば習熟度別指導
もトラッキングの機能を有すると考えられる。そうすると、習熟度別指導を取り⼊れるこ
とは学校を塾と同視していると⾔える。塾は営利団体であり客である⼦どもや親のニーズ
に応える授業を提供しなければならない。しかし、学校はサービス機関でも営利団体でも
なく塾とは異なる。学校は⼀⼈ひとりの⼦どもの学ぶ権利を保障し、⼀⼈ひとりの学びの
可能性を開き、所定の条件のもとでもっとも⾼いレベルの学びを実現する責任を負ってい
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る。さらに競争と差別を克服し平等で⺠主主義的な社会を実現するという公的使命を負っ
ている（佐藤 2004：56）。その点から考えると差別感をより助⻑し、過度な競争を招くこ
とが予想される習熟度別指導は導⼊されるべきではない。 
 しかし、習熟度別指導を受けた⼦どもたちは授業が「わかる」ようになったと満⾜して
いる。それは⾃分のレベルに合った、ニーズに合っていたというだけであり、実際は⼦ど
もたちの間の学⼒格差はより拡⼤している。それよりも、フィンランドで取り⼊れられて
いるような競争を排除し、学⼒に関係なくグループに分け、お互いに協⼒できる状態を作
る「共同学習」が⾼い成果を上げている。 
 
第四節 フィンランドの教育と⽇本の教育の捉え⽅の違い 
 フィンランドの場合、国は教育を「社会構成主義的な学習概念」として捉えている。構
成主義とは知識には何らかの⽬的・価値観が前提になっていることを認める⽴場である。
知識は⽬的に応じて事実から切り取られ、構成されるということである。教育学に当ては
めると、学習とは知識の受容ではなく、知識を探求し構成する主体的な活動あることにな
り、学習は⼦どもや若者あるいは⼤⼈が「⾃分の⼈⽣に必要な知識を⾃ら求め、知識を構
成していく活動」と捉えることになる(福⽥ 2006:113,114)。 
これを実際の教育現場はどう実践しているかというと、教師が⽣徒を全ての⾯で管理す


るのではなく、⼦どもが学習内容を取捨選択し、決定する主体者とした上で「共同学習」
を取り⼊れ⼀⻫授業はほとんど⾏われていない。⽇本で「共同学習」というとわかる⼦が
わからない⼦どもを助けるという「教え合う関係」で捉えてしまうが、フィンランドのそ
れは「学び合う」関係である。「教え合う」関係ではできる⼦が上からの⽬線で⼀⽅的に接
してしまい、できない⼦が⾃ら尋ねる習慣がつかなくなってしまうが、それに対し「学び
合う」とは、「聞き合う」関係があって成り⽴つものである。他者の声を聴き、⾃分とは違
った意⾒を受け⼊れ、その異質な思考と⾃らの思考をすり合わせるのが学びの本質である。
(佐藤 2004:66)つまり、「フィンランドの⼦どもたちは社会の中で⾃分の将来を考えて、仲
間と協同し、⽬標を持って積極的に学んでいる」のである(福⽥ 2006:118)。 
 ⽇本の教育に対する考え⽅は、上で述べたようにフィンランドでは社会構成主義的に捉
えられているのに対し、⽇本では客観主義的に学習を捉えている。客観主義とは真偽は主
体の外で⼈間の意識・意欲にかかわりなく決定されているとみなされ、知識とは主体の意
図いかんにかかわらず、学問の論理で体系化され⼀つに整理されることになる。これを基
に学習に当てはめると、体系だった知識は主体の内部に低度のものから決まった順番で積
み上げ形成していき、これが発達の筋道となる。この教育⽅法の利点は知識体系を順番ど
おりに計画を⽴てることができ、効率よく教えていくことができる。しかし、それ以上の
⽋点は知識や技能の習得だけが学習の⽬標となってしまうことである。応⽤⼒や創造⼒に
重点は置かれない。さらには正しい知識は唯⼀であり、それを暗記するだけでいいと思っ
てしまう(福⽥ 2006:118,119)。暗記をするのは個⼈の作業であるから授業の形態は⼀⻫授
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業であるものの、個⼈主義的な学びとなるのである。 
 
第五節 習熟度別指導は本当に不可能なのか 
⽇本での習熟度別指導では第 3 節に述べたように数字ではあるが成績を⽐較すると効果


が出ているとは⾔いがたい。しかし、このフィンランドの教育をそのまま取り⼊れること
は現状ではできないと考える。フィンランド社会がこのような教育政策を採れるのは教育
を福祉として考えられているからであり、その制度がとても充実したものになっている。
⽇本では教育に対する考え⽅を変え、社会制度を変えることからしなければ導⼊はできな
いのではないのか。そこで、現在⾏われている習熟度別指導には問題が多いことは理解し
つつ、この節では以下の 3 点の問題をクリアすることが可能かを検討し、第五節で結論と
して習熟度別指導をどう捉えるべきかを考えたい。 
1. 差別感を抑えることはできないのか 
2. ⼦どもたち同⼠の協⼒は必要なのか。必要とすれば習熟度別指導にどのように取り⼊
れることができるのか 
3. 学⼒格差を拡⼤させないために下位グループのカリキュラムどのようにし、指導す
ればよいか 


 
(ⅰ) 1 について 
習熟度別指導ではクラス編成の際の序列化による差別感が問題になる。そもそも、なぜ


⼈それぞれで能⼒が異なるのに差別感を感じるのか。できないことに対し恥らう必要があ
るのか。それは⽇本の競争の仕組みが影響していると考える。資本主義のもとでは企業間
の競争は当たり前のことである。しかし、学歴社会と呼ばれるように、雇⽤において⾼学
歴を持った者が優良とされる企業に採⽤される慣⾏になり、親たちはこぞって⼦どもをい
い⼤学に⼊れようとした。これが教育においても競争を過度にさせる要因になったのであ
る。さらに第 4 節で述べた⽇本の教育に対する考え⽅の両⽅が影響していると考える。つ
まり、⾏われる試験も暗記できているかを問う試験で「できる・できない」を点数のみで
評価がなされ、⼦どもたち⾃⾝にも競争の中にいると印象付けてしまったのである。この
ように、常に競争にさらされている状態では差別感はなくならないであろう。 
習熟度別にクラスを編成することによって差別感をさらに増⼤させることは予想がつく。


競争があることを前提としているからである。習熟度別指導によって⼀⻫授業ではできる
⼦を意識して控えめであった⼦が授業に積極的に参加する場合もあると思う。しかし、個
⼈差のあることであるし、その⻑所を取るよりも教室内ないしは学年ではっきりとした優
劣を付けてしまえば、仲間を尊重するや思いやるなど⼦どもたちの⼈間的な成⻑に悪い影
響を与えてしまうデメリットを優先すべきだろう。 
また、現在の⽇本ではより⾼い学⼒を付けるためのツールとして塾に通う⼦たちがとて


も多い。格差が広がっている⽇本においてはそんな教育が受けられるか⾃体に格差が⽣じ
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るのである。つまり、単なる学⼒差による差別感ではなく、家庭間の経済格差を表してい
ると捉えられてしまうのである。 
 よって、⽇本でこのような⾒⽅が浸透している以上、差別感が増すことになっても抑え
ることはできないのではないかと考える。 
 
(ⅱ) 2 について 
 まず、「協同学習」の有効性についてである。⼼理学者レフ・ヴィゴツキーの「内化」の
理論と「発達の最近接領域」によって解釈ができる。⼦どもの精神発達は対⼈的なコミュ
ニケーションにおいて起こり、それを内化する個⼈内の⼼理的過程として起こる。そして、
ヴィゴツキーは「⼀⼈で到達できる段階」と「他者の援助によって到達できる段階」に分
け、その間を「発達の最近接領域」とし、教育はここに合わせ⾏うべきであるとした。こ
れを学習に当てはめてみると学びとは新しい世界、他者、⾃分⾃⾝との対話を実践するこ
とと⾔える。「協同学習」ではこれらが組み込まれている(佐藤 2004:62,63)。 
具体的にどのようなものであるかというと、レベルを少し⾼くした問題を⽤いてわから


ない⼦の疑問点やつまずきを取り上げ、その差を協同で埋めることが必要である。わから
ない⼦にとっては思考の構築になるし、わかる⼦にとっても⾃分の考えを表現することで
改めて考える契機になり、それに対し反省を⾏うことでより理解が深まる。また、コミュ
ニケーションをとる訓練にもなる。このように協同の状態を作り出すことは効果があると
考えられる。 
しかし、⼀般には「競争」の状態を作る⽅が学ぶ意欲を⾼めさせると考えられている。


この点に関して 1981 年の社会⼼理学者ビッド・ジョンソンとロジャー・ジョンソンによる
「競争か協⼒か」をテーマにした調査研究のメタ分析(先⾏する調査研究の再分析)が明ら
かにしている。これによると 1924 年から 1980 年までの 122 の調査研究に対してメタ分析
を⾏った結果、「協⼒的な学び」が「競争的な学び」よりも⾼い学⼒を⽰したのが 65、その
反対が 8、特に差が⾒られなかったのが 36 だった。同時に「個⼈学習」との⽐較も⾏った
結果、「協⼒的な学び」が「個⼈学習」よりも⾼い学⼒を達成していたのが 108、その反対
が 6、違いなしが 42 件であった。研究結果が⽰すように、競争に基づく教育が⾼い成果を
⽣むという認識は競争社会によって作られたものではないだろうか。 
「協同学習」を取り⼊れることは有意義に働くだろう。習熟度別学習では「効率性」と


「競争」から個⼈主義的な枠にとらわれてしまうことが問題である。習熟度別学習におい
て「協同」の場を作ることができるかに関してだが、それはカリキュラムや指導体制と関
わってくるので次で述べることとする。 
 
(ⅲ) 3 について 
習熟度別指導では学⼒格差がよりいっそう広がるという批判がある。「上位」のグループ


の授業内容が「科学的な推論と論理」、「研究の⽅法」、「分析と解釈と評価」、「創造的思考」、
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「⾃分の考えの確信」、「多様な意⾒の交流」、「問題解決思考」、「資料や経験の活⽤」など
理解を深めるための充実した内容となっているのに対し、「下位」のグループでは「学習の
規律」、「⾃尊感情」、「基礎技能の訓練」、「学習態度の訓練」、「学習習慣の形成」など態度
や習慣の形成に重点が置かれ教育内容としては低いレベルの基礎技能の習熟に限定されて
いる(佐藤 2004:34,35)「下位」グループの⼦どもたちの成績が上がったという結果も報
告されているが、それは単にレベルを下げただけの結果であって、全体を⾒てみれば学⼒
差はさらに広がっているというものである。 
しかし、このような「学習態度」や「習慣の形成」はわざわざ取り上げて⾏う必要はな


いと考える。教師が⽣徒⼀⼈ひとりをしっかり⾒ていれば話し合いや授業を通じて補うこ
とは可能であるし、「基礎技能」についても補習、宿題のチェックシステムの構築で個別に
できるものである。改善するべき点はクラス編成の指導内容の不透明さであると思う。例
えば、英語では「基本的な⽂型の定着を図るクラス」と「⽂型を活⽤するクラス」や評価
で⼀定点以上を取れるよう基礎を⾝につけるなどレベルや内容を明確に、具体的にすべき
である。その上で⼦どもたちに⾃分の学習課題が何であるかを考えさせる。このときに⼦
どもに任せ切りにするのではなく、教師との相談を交え達成⽬標を⽴てさせる。そして学
習の節⽬に⾃分で評価を⾏い新たな学習課題に取り組みを続けていく。このようにして⽬
標と評価の⼀体化を図ることで、「⾃分の⽬標達成に向かって学ぶ」という⾃覚と意欲を促
させる (現代教育科学 vol44 2001:30)。 
また、指導の仕⽅としては 40 名ほどのクラスであれば 2⼈の教師に役割を分担し配置す


れば⾜りる。多様なグループに分けることで編成を変えたり、移動する機会を設ければ学
び合いの場も作ることができるだろう。このような指導体制を作るためには教師がクラス
全体を⾒渡し進度や達成状況をすばやく、正確に読み取りグループ編成をすることが求め
られる。そのためには、教師としての質の向上に加え、教材やカリキュラム編成、授業内
容等における裁量拡⼤が必要である。もっと重要なことは、教師が⽣徒⼀⼈ひとりに対し
細やかな対応をしていなければならないということである。 
はっきりとした線引きをしてしまえばその枠にとらわれ、学⼒格差の拡⼤を招いてしま


うがこのように教室内の⾃由度を⾼めるような⽅法をとれば学⼒格差は広がらないし、差
別感は抑えられるのではないかと考える。 
 
第六節 結論 
 私は現在の習熟度別指導は教育格差の是正には有効に働かないと考える。第 3 節、第 4
節で検討してきたことを踏まえると現在の⽇本は「競争」の概念がすべてにおいて根幹に
ある。そのような考え⽅に基づいた習熟度別指導では⼦どもたちの能⼒の限界が勝⼿に決
められ、成⻑の機会を早い段階から奪ってしまうことになる。仮に習熟度別指導を第 4 節
の(ⅲ)のような⽅法で⾏うとしても必ずしも差別感を軽減できるとは限らない。教師の技
量が⼤きく関わっているからである。いかに⼦どもたちを的確に分析できるか、それに対
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し柔軟な対応ができるか。この⼒を⾝に付けるには多くの経験が必要になる。また学習指
導要領に沿うことが絶対とされ、教師の裁量が発揮できない場では難しいのではないか。 
 フィンランドの協同学習の根底にあるのは「平等」である。かつてフィンランドでも習
熟度別指導が⾏われていた。しかし、「下位」のクラスに属していた⼦どもたちは家庭の経
済状況も悪く社会的にも低いとされていた。この競争が⽣まれてしまう環境をなくそうと
して教育を福祉の⼀環としたのである。福祉国家としてあらゆる制度改⾰に⼒を⼊れた結
果フィンランドは貧富の差もほとんどなくなった。平等の意識があるからこそ相⼿を思い
やる「学び合い」ができるのである。しかし、競争を排除したからといって経済的な競争
⼒がないのではない。「世界経済フォーラム」による国別の「国際競争⼒」で 2003、2004
年度に⼀位を取っている。 
 経済から教育、または経済と教育を切り離して考えるのではなく、教育を充実させてこ
そ安定し、活性した経済が発展すると考えるべきである。その綻びが現代の⽇本であらゆ
る格差を招く結果になっている。格差を個別的に⾒るのを⽌めなければならない。教育制
度の改⾰にだけ視点を置くのではなく、社会全体の制度を改⾰していかなければ教育格差
はもとよりあらゆる格差を克服することはできないだろう。 
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