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これは、2010年度大阪市立大学法学部 専門演習「法哲学」に参加した学生の論文集です。 

「ベーシック・インカムの可能性」と題して行われた演習では、まずは子ども手当(2010年度

より実施)を手掛かりとし、次いでＰ・ヴァン・パリース『ベーシック・インカムの哲学』など

の基本文献を精読して、ベーシック・インカムについて基本知識を習得しました。 

それをうけて書かれたのが、ここにある諸論文です。ベーシック・インカムという新しい構想に

関連して、参考可能な文献の少なさにも負けず、伸びやかに問題を設定して論じています。 
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年金制度とベーシック・インカム 

合羽正 

 

第１節 ベーシック・インカム導入の際の給付対象 

現行の公的年金システムは賦課方式となっており、年金受給者を、若年層が保険料を納付

する形で支える構図となっている。しかし、日本は現在高齢社会となっているため、年金を

支える若年層の数が減り、若年層の負担がますます大きくなっている。また最近では年金シ

ステムの複雑さゆえに、消えた年金問題や年金普及受給問題などが発生している。そこで、

その負担を減らし、世代間の不公平や格差をなくすために、単純な無条件給付制度であるベ

ーシック・インカムの導入を提案する。 

ベーシック・インカムとは、パリースによれば、「政治的共同体によって，その成員すべ

てに対して，個人ベースで，資力調査または就労要請なしに，支払われる所得である」(パ

リース 2008:2)。とされる。ここで着目したいのは「その成員すべてに対して」という項

目である。非市民や子供、高齢者や被収容者など、成員については様々な議論があるが、高

齢者へのベーシック・インカム支給については年金などの現行制度による保障との兼ね合い

が存在する。年金受給者への給付については、パリースによると 

 

     一部の論者は，ベーシック・インカムを退職年齢に達していない人々に限定し，ベー

シック・インカムとは，個人ベースで，資力調査がなく，かつ，拠出を要求しない―

または，スウェーデンやオランダのような一部の欧州諸国にすでに存在する種類の―

高額な年金に，自然に上乗せされるものであるとみなす。だが、大部分の提案におい

て，ベーシック・インカムは退職年齢を越えても―若年成人と同額か，より高額で―

支給される。(パリース 2008:5) 

 

となっている。 

このように、支給額については若年成人と同額かそれ以上の額とされているが、高額にす

る場合、現行制度との兼ね合いをどうすべきか言及されていない。 

そこで、この論文では年金受給者に対して若年層よりも高額で支給すべきとし、その手法

について第 2 節において年金制度を存続させた上で上乗せすべきかを、第 3 節において年

金制度を廃止してベーシック・インカムの給付をすべきかを検討する。 

また、ベーシック・インカム導入により年金または生活保護が廃止となる場合においては、
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それにより生じる障害を補完するために他の制度を新設することも検討する。第 4 節では

第 2 節をベースとして年金制度に代替して高齢者向けのベーシック・インカムを導入する

ことについて検討する。 

 

第 2節 年金制度とベーシック・インカム給付を両立すべきでない 

私は、年金受給者に対してベーシック・インカム給付を上乗せすべきでないと主張する。

理由として他の年齢層との不公平を挙げる。「ベーシック・インカム＋年金＋自分の所得」

をもらえる 65歳以上の年金受給者と「ベーシック・インカム＋自分の所得」となる若年層

を比べてみる。 

65歳以上は無職なので「ベーシック・インカム＋年金」となり若年層と比べると収入が

少ないのではないかと考える人もいるかもしれない。しかし、年金受給者の就業率は、厚生

労働省管轄の独立法人、労働政策研究・研修機構の調査によると 1「年金受給者の就業率は、

60～64 歳で男性が 69.4％、女性が 43.6％、男性では 65～69 歳でも約 5 割。」 となっ

ており、決して低い数値ではないことが分かる。ここから分かるように、65歳以上の年金

受給者の約半数が就業しており、若年層と比べて年金の額分多い収入を得ることとなる。 

また、年金を持続した上でベーシック・インカムを給付すると、ベーシック・インカムの

財源の一つとして考えられる社会保障予算が圧迫され、若年層の負担は増大することになる。

しかし上乗せをせず基礎年金をベーシック・インカムに代替した場合、残りの半数がベーシ

ック・インカムによる収入に頼って生活することになる。 

年金持続による主要な問題となるのは年金持続による負担の増加、若年層との不平等の 2

つであり、逆に年金廃止による主要な問題は、65歳以上の年金受給者の生活保障である。

ここから、両者のデメリットについて検討していく。 

まず、年金持続による負担の増加とは、先にも述べたように社会保障予算の圧迫である。

基礎年金に使われる予算に加え、年金申請にかかる行政コストもかかる。2財務省によると、

平成 22 年度予算で年金に充てられる額は 10 兆 1839 億円で、21 年度の 9 兆 9097 億円

より 2.8％増加している。増加傾向にある年金を持続させてベーシック・インカムを給付し

た場合、全体のベーシック・インカム水準を下げるか、水準を維持するのかを考える必要が

                                                  
1労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用・就業の実態に関する調査」結果 

http://www.jil.go.jp/press/documents/20100705.pdf  2011.1.3参照)。 
2 (財務省 社会保障関係予算 http://www.mof.go.jp/seifuan22/yosan010.pdf  2011.1.4参照)。 
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ある。 

前者の場合、若年層は年金受給者に比べて自分の生産所得以外の収入が少なくなる。その

ため、無職で単身世帯の若年層は十分な水準で生活できない可能性がある。その際の救済手

段として現行の制度では最低生活保障制度が存在する。平成 22年度予算で生活保護費に充

てられる予算額は2兆2388億円であり、年金と合わせると12兆4227億円もの額になる。

それだけの予算を維持したうえでベーシック・インカム給付をすると、その分の財源を確保

するために消費税や所得税での大幅な増税をする必要がある。無理な増税を避けるためにも

ベーシック・インカムの水準が年金と生活保障制度を廃止した場合よりも低くなる可能性が

高いのは明らかである。その結果生活保護費を受け取っている人とそうでない人の間で逆転

現象が起きてしまうかもしれない。 

逆に後者では水準を維持するためにより多くの財源が必要となってしまい、無理な増税を

せざるをえなくなる。結果、ベーシック・インカムによって収入が増えても、支出が増えた

ために逆に今までよりも生活水準が下がる人が出てくる可能性がある。 

年金を廃止した場合のデメリットである高齢者の生活保障において特に考えるべきは、就

業していない高齢者の生活保障である。年金を廃止してベーシック・インカムのみを給付す

ることになると、彼らの生活においての収入はベーシック・インカム給付のみとなり、その

給付が生活基準を満たすのかどうかが問題となる。ベーシック・インカム給付水準を所得の

ある若年層を含めたもので決定すると、就業していない高齢者が生活基準を満たせるかは疑

問である。 

そこで、ベーシック・インカムの給付水準を、「働いていない年金受給者の所得がベーシ

ック・インカム給付によって生活水準に達する」ように合わせて高くするという案が考えら

れる。これによって全成員は受け取る給付が「ベーシック・インカム＋自分の所得」となり、

不公平は是正され就業していない高齢者も生活基準を満たすことができる。 

また、個別に申請しなければならない年金や生活保障制度とは異なり、ベーシック・イン

カムのみの場合はその性質上申請が不要なので、その分の人件費等の行政コストを削減する

ことが出来る。もちろん水準を引き上げることによる増税は必要だが、上乗せする場合とは

異なり全員にベーシック・インカムとして返還される形になるので世代間の不公平も是正さ

れる。 

しかしベーシック・インカムの水準を引き上げることでの増税が、国民に対して多大な負

担となり、水準を下げなければならない可能性があることは否定できない。 

そこで 2 つ目の案として年金制度の代わりとなる新たな制度によって、働いていない高

齢者層等の補助をすることを提案する。現行の制度では就業している高齢者にもそうでない
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人と同様に年金が支給される。その場合前述したように、若年層との不公平が生じてしまう。 

このような世代間の不公平を減らすには、働いていない高齢者層または働けない層を補助

することで達成できる。この方策によって削減できるのは、就業している年金受給者に対す

る給付である。もちろん受給を受けるために申請が必要になるため、十分な広告が不可欠で

あり、行政コストはかかってしまう。しかし、ベーシック・インカム給付にあたって廃止と

なる生活保護制度を補完することや世代間格差を減らす方策としては、年金を存続させた場

合と比べると確実にコストダウンさせることができる。 

以上より私はベーシック・インカム導入の際には現行の年金制度を廃止して、ベーシッ

ク・インカム水準を上げることや他の補助制度を新設することでベーシック・インカムを導

入すべきであることを重ねて主張する。その他年金とベーシック・インカムを両立しない案

として、万人に対してのベーシック・インカムではなく、対象を高齢者のみに限定して生活

保護制度と両立させる案を第 4節において検討する。 

 

第 3節 年金制度とベーシック・インカム給付を両立すべき 

次に、ベーシック・インカム給付と年金制度を両立すべきとする案を紹介していく。まず、

年金を廃止してベーシック・インカムを導入した際に最も影響を受ける世帯である無職の高

齢単身世帯の生活実態について月額どの程度で賄えるのかを示す。それについて 3経済同友

会は、「平成 17 年の家計調査によれば、高齢単身世帯（無職）の生計費では、食料、光熱

費、交通・通信、保健医療等、基礎的支出に分類される部分（住居、保健医療サービスを除

く）について、７万円で賄える」としている。現行の国民年金は満額で 6 万 7000 円、平

均受給額では 5万 3000円支給されている。 

これを見て分かるように、国民年金だけでは先ほど述べた基礎的支出部分を下回ることと

なる。国民年金の他に企業で加入する厚生年金や任意の国民年金基金があるが、自営業者な

ど会社に所属していなかった人々や任意の保険料を払わなかった人々はこれを受け取るこ

とが出来ず、老後も働かなければ基礎的支出部分すら賄えない可能性がある。そこで、年金

給付に上乗せしてベーシック・インカムを給付すれば、基礎的支出部分を賄うことができる

ようになるのではないか、と考える。その際、ベーシック・インカムの水準をどの程度にす

べきかが焦点となる。 

まず、保障の焦点を高齢者のみに絞る案を考える。つまり、厚生年金を受給できない国民

                                                  
3 (社団法人経済同友会『真に持続可能な年金制度の構築に向けて』

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/pdf/090706a.pdf 2011.1.20参照)。 
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年金受給者が生活水準をみたす水準ということになる。この場合、対象を一部の高齢者(無

職の高齢単身世帯)に絞ることで制度にかかる予算は縮減でき、無職の高齢単身世帯の生活

保障は以前よりも厚くなる。しかし、ベーシック・インカムにより生活保護は廃止されると

考えるので、若年の生活保護受給世帯の保障は薄くなり、生活保護に代わるセーフティーネ

ットとしての機能を果たせるとは言い難い。そのため、生活保護受給世帯の生活保障につい

て別途制度が必要になる可能性がある。 

次に、高齢者のみならず若年の生活保護受給者の生活保障も兼ねた水準が挙げられる。こ

の場合、年金受給者、若年層ともに受給額が十分となりほとんどの全国民の最低限度の生活

保障は達成されるように見える。しかし一律にそこまで水準を引き上げると、ベーシック・

インカム水準は高水準なものとならざるを得ない。その水準を達成するにはベーシック・イ

ンカムの財源を税収に―所得税や消費税などが主に提案されている―求めるのならば大幅

な増税が必要となる。 

このように両者ともに問題を抱えているが、ここでは前者をベースとして考えていく。つ

まり本当に給付が必要な無職高齢単身世帯の保護を最優先として考える。この際前述したよ

うに若年の生活保護受給世帯の保護については別途制度が必要となる。考えられる制度とし

ては現行の生活保障制度の基準をより厳しくした制度(就労能力がない人にのみ限定するな

ど)がある。しかし、生活保護の捕捉率が十分なものとはいえない現行の制度よりも基準の

厳しい制度において捕捉率が十分となるとは言えず、周知のものとするのは非常に困難であ

ると言える。 

 よって年金にベーシック・インカムを上乗せする手法では高齢世帯及び生活保護受給世帯

を救済することが困難であり、いずれかの世帯において厳しい生活を強いることになると考

える。 

 

第 4節 高齢者向けのベーシック・インカム 

上に述べたように上乗せする場合においては他の世代との格差問題が、上乗せする場合に

おいては生活保護受給者層の保護問題がそれぞれ課題となっている。国民の生活を保障する

福祉国家としてはベーシック・インカムを年金に上乗せする手法が抱える問題の方が重大と

なる。 

そこで、そうした問題を孕んでいない前者をベースにベーシック・インカムの給付対象を

検討する。考えられるベーシック・インカム制度としては高齢者向けのベーシック・インカ

ムがある。つまり、年金制度廃止の代わりにベーシック・インカムを高齢者層に支給すると

いうものである。この提案ではベーシック・インカム本来の「万人に対する無条件の給付」
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という性質が失われてしまい、若年の生活保護受給層にとって不公平なものとなるのではな

いかと考えるかもしれない。 

そこで、この提案については日本経済新聞社の年金制度改革研究会の改革提案と経済同友

会の新基礎年金制度を参照する。武川正吾によると年金制度改革研究会の提案は、現在の厚

生，共済年金受給者の基礎年金部分を含む国民年金を全額消費税方式による「共通年金」(仮

称)とし，受給資格はたとえば国内居住 10年程度をめどに与えられ 40年居住で満額支給と

なる，また所得による給付制限は設けずに，高所得者に対しては所得税の公的年金等控除の

縮小で年金課税を実質的に強化することにより給付を抑え，低所得者に対しては生活必需品

への軽減税率を消費税に設けるなどして対応する内容となっている(武川 2008:205)。 

 また、4経済同友会の提案については、新基礎年金制度の役割は、老後における最低限の

生活保障とし、よって国が責任を持って運営する。65 歳以上の国民すべてに１人月額７万

円を給付する。給付額には物価スライドを適用し、年金の購買力を維持する。新基礎年金制

度の財源は、安定的に確保し、かつ国民で広く公平に負担するために、全額年金目的消費税

で賄い、現在の基礎年金部分において個人が負担している保険料はゼロにする。年金目的消

費税を財源にすることで、確実かつ平等な給付を行い、低年金者、無年金者を生じさせない。

なお、新基礎年金による所得は、他の所得と合算し課税されるが、その際には公的年金等控

除額を縮小し、高額所得者への給付額を実質的に削減するとなっている(社団法人経済同友

会 2009:3)。 

これを見て分かるように両者とも財源を全額消費税で補うとしており、こうするによって

負担額の差異による不公平は生じないと言える。なお、経済同友会の新基礎年金制度で給付

される月 7 万円という額については第 3 節で述べた通り、データ上は基礎的支出部分を十

分に賄える額である。 

ベーシック・インカム給付にかかる条件については、日本経済新聞社の提案では居住年数

による制限が存在するが、高所得者に対しては両者ともに実質的な給付を削減する考えであ

る。また、これらの提案については年金制度を新たに高齢者向けベーシック・インカムに置

き換えたものとするので、廃止される現行の制度は国民年金や厚生年金など年金関連の制度

のみとなり、若年の生活保護受給者については現在と変わらないとすることを言っておく。

また、経済同友会の提案では、基礎的支出部分以外の住居、保健医療サービスについて、老

                                                  
4社団法人経済同友会「真に持続可能な年金制度の構築に向けて～年金純債務の負担を分かち合い、新拠出

建年金の実現を目指す～」 

(http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/pdf/090706a.pdf) 
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後の最低限の生活保障を超えた部分については、経済同友会が提言する新拠出建年金制度を

創設し、個人が自身の判断と責任で資産運用を行うことにより、備えるべきである。新拠出

建年金制度は積立方式であるため、少子高齢化、人口減少が進むなかでも制度の持続性は確

保できるとしており、現行の厚生年金を新拠出建年金に移行させるとしている。(社団法人

経済同友会 2009:3)。無条件給付の対象を万人に与えるのではなく、高齢者に限定し、新

年金制度とすることで第 2節、第 3節で述べたような問題点に対処できると考える。 

その際ベーシック・インカムの特徴の一つとして挙げられる「働かない権利」については

達成されなくなってしまう。しかし、働かずに生活するだけの給付を与えるとすれば、その

水準をかなり高いものに設定しなければならない。 

さらに若年層の「働かない権利」まで保障するとなると、万人に対して給付することにな

る。そのような万人に対しての無条件給付を導入した場合、生活保護制度は不必要となるた

め廃止される。つまり、前述したような基礎支出部分に必要な 7 万だけでなく、住宅・保

健医療サービスにかかる費用を万人に対して考える必要があるということである。そうすれ

ば財源と考えられる所得税や消費税において無理のある増税となるのは明らかである。 

その結果消費や生産が落ち込んでしまう可能性等も考慮すると、「働かない権利」を保障

するよりも、「働けない」高齢者や生活保護受給者を重点的に保障した方が建設的であると

考える。よって、万人に対するベーシック・インカムよりも現行年金制度を高齢者向けベー

シック・インカムに置き換え、生活保護制度を存続させる案である前述で紹介したような新

年金制度について検討していく。 

まず年齢以外の受給資格についてどうすべきかを考える。日本経済新聞社の提案では給付

に関して所得制限は無く、代わりに居住年数による制限が設定されている。逆に経済同友会

の提案では給付に関して特に制限は設けられていない。 

しかし、両者ともに高所得者に対しての給付額の削減について、経済新聞社の提案では高

所得者に対して所得税等の公的年金等控除額を縮小することで給付を抑えるとしており、経

済同友会の提案では新基礎年金による所得を他の所得と合算して課税し、その際に日本経済

新聞社の提案と同様に公的年金等控除額を縮小するため高所得者は実質的に給付を削減さ

れるとしている。万人に対するベーシック・インカムでは受給資格を設定するとかえって行

政コストがかかってしまうため高くつく可能性があるが、高齢者向けベーシック・インカム

の場合年齢によって対象を制限するため、加えて資格を設定してもコストはそう変わらない。 

よって私は日本経済新聞社の提案のように居住年数によって受給資格及び支給額を制限

することを主張する。なぜならば、居住年数制限がなければ 10年間日本で暮らしている永

住外国人と 40年間日本で暮らしている永住外国人がともに同額の高齢者向けベーシック・
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インカムを受けることとなるため、納めた税金に対しての見返りが不公平になると考えるか

らである。 

また、居住年数制限をすることで全体の予算を引き下げることができることも理由の 1

つである。次に高所得者に対する公的年金等の控除縮小を検討する。これについては、両者

ともに縮小するとしており高所得者は実質的に給付額を削減されるとなっており、私もこの

意見に異論は無い。なぜなら、高齢者向けベーシック・インカムは万人向けのベーシック・

インカムとは異なり高齢者の生活保障を主としていると考えるからである。そうすれば生活

保障に関して補助の必要のない高所得者層に対して中～低所得者層と同様の額を給付する

必要はないであろう。 

次に財源をどこに求めるかであるが、両者ともに全額消費税で賄うとしている。これのメ

リットとして負担の公平さという点、またベーシック・インカム給付を確実なものとするこ

とができるという点がある。その際低所得者層の消費が落ち込むのではないかという問題が

考えられる。それについては日本経済新聞社の提案にあるように生活必需品についての消費

税を軽減することで対処できると考える。 

以上より私は、年金とベーシック・インカムを両立するのではなく、年金を廃止した上で

高齢者向けのベーシック・インカムを導入する方が確実な生活保障という点で優れていると

主張する。 

 

参考文献 

P・ヴァン・パリース(2009)『ベーシック・インカムの哲学』勁草書房  

P・ヴァン・パリース(2008)「ベーシック・インカム 21世紀を彩る簡潔で力強い観念」『社

会政策研究』8 号 87-129 

武川正吾(2008)『シティズンシップとベーシック・インカムの可能性』法律文化社 

石畑良太郎 牧野富夫(2009)『よくわかる社会政策』ミネルヴァ書房 
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子どもとベーシック・インカム 
高橋護 

 

第一節 問題提起 

ベーシック・インカムとは社会保障の一手法であり、ヴァン・パリース氏の提唱するベー

シック・インカムの定義は次のようになっている。 

 

すなわち、ベーシック・インカムとは、（１）その人が進んで働く気がなくとも、（２）

その人が裕福であるか貧しいかにかにかかわりなく、（３）その人が誰と一緒に住んで

いようと、（４）その人がその国のどこに住んでいようとも、社会の完全な成員すべて

に対して政府から支払われる所得である。（パリース 2009:56） 

 

魅力としては、次のようなものが挙げられる。第一に、現行制度ほど複雑でなく単純性が高

い。資力調査などの現行の行政手続きの多くが要らなくなる。第二に、家庭内で働いている

が個人としての所得がない人々のような、支払い労働に従事してない人を含むすべての人に

独立した所得を与えることができる。第三に、生活保護のような選別主義的なアプローチは

相対的貧困を除去するのに失敗してきたが、ベーシック・インカムは普遍的なアプローチな

ので、効果的に機能する可能性がある。そして第四に、個々人に給付されるので、一人一人

の選択の幅が広がる。つまり実質的自由の最大化される。この定義における「社会の完全な

成員」というのは、当該国の市民に限定されるわけではなく、外国人に関しては、一般的に

その国での合法的な居住期間が十分に長いということが重要な基準とされる。完全な成員は

成人と想定され、子どもは異なる制度に振り分けられるか、保護者が代理で減額された給付

を受け取るとしている。また、ここでいう実質的自由とは、 

 

われわれが関心の対象とすべき実質的自由とは、単にその人が消費したいと欲するであ

ろう諸財の多様なバンドルから選択する実質的自由ではない。それは、その人が望む可

能性のある多様な生き方から選択する自由である。（パリース 2009:53） 

 

パリース氏はこうも述べている。 

 

もしもわれわれが真剣に万人の実質的自由を追求するのであれば、そしてもしわれわれ
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が、動態的な考慮および、能力における個人間格差の両方をひとまずは措くとするなら、

われわれが目指さなければならないものは、権利保障および自己所有と両立する、万人

への最高水準の無条件所得である。（パリース 2009:54） 

 

ここで「万人の」と表現している以上、子どもにも大人と同じように給付すべきではないか？

そうしなければ「万人の」実質的自由の増大はできないのではないか？という疑問は残る。

子どもに個人給付されることで生まれるメリットも多々あるだろう。パリース氏のいうよう

に新たな制度を設ければ、ベーシック・インカムはその分だけ複雑なものとなり、単純なゆ

えに行政コストも余りかからない、というベーシック・インカムのひとつの魅力が失われて

しまうかもしれない。また、子どもの人格形成にもいい影響を及ぼすかもしれない。今は共

働きの家庭も増え、子どもが自分一人でお金を使わなければならない場面も増えつつある。

子どもに個人給付することはお金の教育をする面ではいい機会になるかもしれない。 

しかし、大部分の子どもは保護者の庇護を必要としている。なぜなら子どもは人生経験も

乏しく、「間違う」生き物だからである。もちろん、大人も決して間違わない生き物ではな

い。子どもよりしっかりしていない大人も、その逆もいるだろう。しかし、あくまで子ども

は自分一人で生きるために、大人の援助を受けてその準備をしている段階の生き物なのであ

る。自分の好きな生き方を選択するといった、大人と同じ実質的自由を保証する必要はまだ

なく、ベーシック・インカムがその実質的自由の増大をひとつの目的としているのなら、そ

もそも大人と同じベーシック・インカムの個人給付をする必要もない、と私は考える。もち

ろん給付をする必要が全くない、というのではない。あくまで使い道を限定する、給付の仕

方を変えるなどといった手法をとるといった意味である。子どものベーシック・インカムを

子ども個人の為になるものにするためには、ある程度導いてあげる
、、、、、、

ことも必要ではないだろ

うか。それが、真に子どもの将来の選択肢を広げることにつながる。 

法律上も、大人と子どもは責任能力など、とらえ方が異なる点がいくつもある。しかし近

年では児童権利条約など、子どもの人権を広く認めていこうという動きも見られる。子ども

にも大人と同じような権利主体性が認められるのならば、実質的自由も認められるべきであ

ろう。はたしてベーシック・インカムは一律に個人給付すべきなのか、子どもに対しては何

らかの措置（おそらく方法として考えられるのは成人したときに一括で支給する、または新

たな制度など）をとるべきなのか、これからの節で論じていきたい。 

 

第二節 ベーシック・インカムは一律個人給付されるべき 
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実質的自由の増大、という観点から考えてみる。まずは子どもに実質的自由が認められる

のか？ということについてであるが、昨今は子どもの人権が広く捉えられるようになってい

る。例えば、児童権利条約というものがある。濱川今日子によれば、「児童権利条約の最大

の特徴は、子どもを権利の主体として位置づけ、市民的自由を保障している点であろう」（濱

川 2009：72）。この条約には、1948年世界人権宣言において承認はされたものの、1959

年児童権利宣言では言及されなかった権利、つまり生命に対する権利、拷問の禁止、恣意的

逮捕および拘禁の禁止、適正手続、私生活及び言論の自由、思想及び宗教の自由などが規定

されている。また、1966年に採択された「市民的及び政治的権利に関する国際規約」では、

「すべての者」に市民的自由が認められているにもかかわらず、現実的に、その権利主体は

専ら成人であると解釈されていた。しかし、児童権利条約は、市民的自由が子どもにも保障

されることを明確にした。この歴史が表しているように、子どもの人権、市民的自由は徐々

に広く認められるようになってきている。児童権利条約は国連加盟国のほとんどが批准して

おり、条約なので法的な拘束力もある。それならば、子供にも実質的自由を認め、個人給付

をするのが自然な流れではないだろうか？ 

これまではベーシック・インカムの利点のなかでも、特に実質的自由を最大化できるとい

う箇所に焦点を当ててきた。しかし何もベーシック・インカムの利点はそれだけではない。

大きな利点の一つに、子どもの貧困の解消が挙げられる。 

   

ここにおいてわれわれは、その無条件給付という性質のおかげで、一人の人間が安心し

て頼りにすることのできるものを得るのである。つまり、人生がはっきりとそれに依拠

でき、そして、現金であれ現物であれ、また労働によるものであれ貯蔵によるものであ

れ、市場から得たものであれ政府からであれ、ほかのあらゆる所得をそこに付け加える

ことのできる物質的基盤を、われわれは得るのである。（パリース 2009:56） 

 

これは実質的自由の最大化云々の前に来る話で、つまりは万人の最低限の生活を保障するこ

とができるという利点である。ベーシック・インカムは個人として所得がない人、つまり支

払い労働に従事していない人を含むすべての人に、独立した所得を与えることができる。こ

れは子どもにも言えることで、定期的な収入のおそらくない子どもにも、安定した収入を与

えることが出来るのである。これは、思いのほか大きい利点で、母子家庭など、収入が少な

く生活するので精一杯、といった家庭には朗報である。日本では教育費負担の多さが前々か

ら問題視されており、それが母子家庭をはじめとする貧困家庭の家計を圧迫している。奨学

金制度はあるものの、そのほとんどが「貸付」というかたちをとっているため、利用するこ
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とにためらいを覚える人も多い。しかし、ベーシック・インカムが子どもにも支給されるの

なら、その分で教育費を賄うことも出来るようになるだろう。使い道を限定したり、成人ま

で支給をなしにしたりするのなら、このメリットは生まれてこない。これはこれで、子ども

の将来の選択肢を増やすことにつながっている。 

 

第三節 子どもに対する給付は何らかの形で限定されるべき 

このように、子どもにも大人と同じように個人給付するメリットは多くある。しかし、そ

れでも子どもに個人給付はするべきではない、と私は考える。理由は次のとおりである。 

第一の理由として、そもそも、子どもは実質的自由を保証するに値しない、それだけの権

利主体性を有していないというものを挙げておく。こちらは、万人を対象とするベーシッ

ク・インカムで、なぜ子どもに対する給付だけを問題視しているのか、という疑問に答える

ものである。ベーシック・インカムの大きな利点の一つである、実質的自由の最大化。ベー

シック・インカムが支給されることで個人の実質的自由が増大することは否定しようがない

事実である。しかし、子どもがそもそも実質的自由を保障するに値しないとしたら？そうな

れば話は違ってくる。実質的自由を増大させる意味自体がなくなってしまうのだから、個人

給付をする必要性もなり、実質的自由を認められるような年齢まで、使い道を限定などする

べきである。 

子どもにも大人と同じ個人給付をする必要性があるかどうかを検討するには、法律上で子ど

もが大人と同じような「権利の主体性」を認められているかどうかどうかを確かめることが

必要だろう。子どもにも成人と同じ権利主体性があるのならば、実質的自由は保障されなけ

ればおかしい。そこで、いくつかの判例を見てみることにする。 

子どもの表現の自由に関する判例として、内申書裁判がある。内申書裁判は、中学生が政治

活動をしたため、内申書にマイナスの評価をつけられ、高校に不合格になった事件である。

日本において子どもが人権行使の主体になるのかが争われた最初の事例である。判旨をここ

に引用する。 

 

・内申書裁判、最２小判昭 63・7・15、判時 1287・65 

  「上告人の行為は…いずれも中学校における学習とはまったく関係のないものというの

であり、かかるビラ等の文章の配布及び落書きをきゆうとすることは、中学校における

教育環境に悪影響を及ぼし、学習効果の減殺等学習効果をあげるうえにおいて放置でき

ない弊害を発生させる相当の蓋然性があるものということができるのであるから、かか

る弊害を未然に防止するため、右のような行為をしないよう指導説得することはもちろ
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ん、前記生徒会規則において生徒の校内における文書の配布を学校当局の許可にかから

しめ、その許可のない文書の配布を禁止することは必要か都合理的な範囲の制約であっ

て、憲法 21条に違反するものではないことは明らかである。したがって、仮に、義務

教育課程にある中学生について一般人と同様の表現の自由があるものとしても…、所論

は採用できない」。 

 

この判例は、深く言及はしていないものの、子どもにも表現の自由はある程度認めている。

しかし、調査書は入学者の選抜の資料とされる目的に適合するような生徒の性格、行動に関

しても、これを把握し得る客観的事実を公正に記載すべきものである以上、上告人が生徒会

規則に違反するビラの配布行為や、大学生 ML派の集会の参加行為をいずれも上告人の性格、

行動を把握し得る客観的事実としてこれらを本件調査書に記載し、入学者選抜の資料に記し

たからといって、上告人の表現の自由を侵し又は違法に制約するものということはできず、

生徒会規則で文書配布の許可制を設けても憲法 21条に反することはない、としている。他

にも理由として、ビラ配布や落書きを自由とすると、学校の教育環境に悪影響を及ぼし、学

習効果が低下するということを挙げている。この判例は、教育効果を、子どもの表現の自由

より重く考えている。それはつまり、学校という場に所属している以上、子どもの人権は制

限されてしまうことがある、ということである。これは、まだ教育の過程にある子どもに、

成人と同等の権利主体性が認められていないことを表す一例である。 

ゆえに、子どもに成人と同じ権利主体性はない、と私は考える。 

また、児童権利条約で子どもの権利主体性が認められるようになったことは前述したが、

それは何も全面的に認めているわけではない。…例えば児童権利条約第 13 条においては、

子どもの表現の自由を認めている。しかし、2 項において、「法律による一定の制限」が認

められている。この規定も前述したように、子どもはまだ教育の過程の段階にあるから、制

限されることもやむをえない、ということを示唆しているものと思われる。 

 

 表現行為が単に内心の作用に留まらず、多かれ少なかれ他者に働きかけるもので。それ

によって周囲のものに何らかの具体的な影響を及ぼしうる以上、これに一定の制限を課

すことはむしろ当然である。特に権利行使の主体とされている子どもは、発達段階の途

上にあっていまだ十分に成熟していないわけだから、発達を援助するという観点からも、

自由や権利の行使には他者の存在を考慮に入れることの重要性を教えることは、不可欠

である。（森部 1995：63） 

 



16 
 

成人と全く同じ権利主体性を有していないのならば、実質的自由を保障する意義もない。 

第二の理由として「子どもに対する給付は、子どもにはとどかない
、、、、、

。」というものを挙げ

ておく。こちらの理由は、なぜ個人給付ではだめなのか？という疑問に答えるものである。

いくら個人給付といっても、所詮子どもは親の庇護を受けている。子どもに対して個人給付

をしたからといって、結局は親がその金を握ってしまうだろう。確かに、子どもに月八万円

といった大金の、全てを子どもに任せる親はまずいない。子どもに大金を持たせるわけには

いかない、これは世間一般的な感情である。子どもの将来のために教育ローンを積み立てた

てるなど、賢明な親なら何も問題はない。しかし、世間の親が全てそのような親だとは断言

できない。子どものベーシック・インカムを自分の私利私欲のために使い込んでしまう親も

いるだろうし、自分の貯金に加えてしまう親もいるかもしれない。このように、単に子ども

に個人給付をしただけでは、ベーシック・インカムが子どものために使われるかが不鮮明で

ある。第 2 節の子どものベーシック・インカムは子どもの貧困を解消する、という利点は

あくまで親が子どものベーシック・インカムを子どもの為に使ってくれるなら…という仮定

の話に過ぎない。 

また仮に、ベーシック・インカム全額の使い道を子どもに委ねる親がいたとしよう。こう

なれば、成人に個人給付したのと何ら状況に変わりはない。しかし、おそらく子どもには「自

分の生きたい」将来のために懸命な使い道を探すといったことはまだできない。（この点は

子どもに実質的自由を保障する価値がない理由のひとつになってくる）目の前の欲しいもの

を買いたいという衝動に負けてしまうだろう。もしお金の教育にベーシック・インカムを使

ってそれなりに良識的なお金の使い方を覚えたとしても、所詮はそれまでである。実質的自

由の増大という観点から見て正しいお金の使い方はできない。それはそもそもまだ使える場

所・場合が成人と比べ少ないからに他ならない。 

このように、単に個人給付をしても、またはその使い道を子どもに委ねたとしても、それ

が必ず子どもの為になっているか、といわれると断言できないところがある。それゆえ、子

どもに対しての給付は何らかの措置をとるべきである。子どもに実質的自由は認められない

が、何らかの制度を組み込み、子どもに対してのベーシック・インカムは教育費に限定すれ

ば、それが子どもの将来の選択肢を広げることにつながる。具体的にはどのような措置をと

るべきなのか？次節でそれを考えていきたい。 

 

第四節 給付の限定先としての一つの提案 教育費 

前述したように、子どもに対するベーシック・インカムをどう扱うかに関しては、私は二
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つの案を考えている。それらを一つずつ検討して行きたい。 

まず一つ目の案として「一括給付」が挙げられる。これは、子どもが成人となったときに、

それまでのベーシック・インカムの合計額を一括で支給するというものである。仮に一月の

支給額を 7万円とすると、7万円×12ヶ月×18年＝1680万円となる。この給付のメリッ

トは大きな金額を一度に受け取ることが出来るので選択の幅がそれだけ大きくなる、という

点である。しかし、パリースによれば、「ベーシック・インカムが全額を一度に与えられる

としたらそれを使い切って困窮に陥る人が出てくるのにそれほどの時間を要しないだろう」

（パリース 2009:74）。このような欠点があるので、一長一短である。  

二つ目の案として、新たな制度の導入（児童信託基金、バウチャー制度）が考えられる。 

まず、この二つの制度に関して簡単に説明しておく。児童信託基金とは、イギリスの市民権

をもつ全ての子どもについて、誕生時に口座を開かせ、口座開設時および子どもが 7 歳に

なった時点で、政府が 250 ポンド（約 3万 7500 円）、低所得者層には 500 ポンド（約 7

万 5000円）を振り込む。親族や友人がこの口座に振り込む資金は、年間 1200ポンドまで

無税扱いとなる。この口座に振り込まれた資金は、子どもが 18歳になったときに初めて引

き出すことが出来る。用途は制約されないが、社会的自立の為に活用されることが期待され

ている。また、バウチャー制度とは、フリードマンが著書『資本主義と自由』の中で提唱し

た制度のことである。バウチャーとはクーポン券や商品引換券を意味する英語であり、個人

を対象とする補助金のこと。バウチャー制度とは私立学校の学費などを、クーポンを交付し

て補助し、利用者がより自由に学校を選択できるようにする制度のこと。現在の教育バウチ

ャーの議論は所得などに関係なく一律に子どもをもつ家庭にバウチャーを配布することを

前提としている。教育バウチャーの利点としては、（ⅰ）国交私立学校を問わず適用するこ

とで、仮定の授業料負担などの公私格差が解消される。（ⅱ）国交私立学校を問わず自由に

保護者や子どもが学校を選択することが出来るようになる、（ⅲ）集まったバウチャーの数

に応じて学校運営費が交付されるので、学校はより多くの生徒を集めるために努力し、教育

の質が上がる、といったことが挙げられる。 

 導入するとすれば、どちらの制度がより適切だろうか？私は、バウチャー制度の方が、子

どもに対するベーシック・インカムの代替制度としては優れている、との考えを持っている。

児童信託基金は性格的には一括給付のベーシック・インカムに似たものがあり、18歳の時

に一括に給付されるので、その分のリスクが伴う。また、積み立てている間は引き出すこと

が出来ないので、子どもの養育費、教育費に当てるといったことはできない。これでは、子

どもの将来の可能性を広げる結果にならないことも多々あるだろう。私の考えでは、子ども

に実質的自由は認められず、個人給付する必要はない。しかし、ベーシック・インカムとい
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う制度の特徴を考慮すると、子どもにも何らかの形で支給する以上、それが子どもの可能性
、、、

を広げるものにならなくてはならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、

。そこで、私が提案したいのがバウチャー制度である。 

 バウチャー制度を導入することで、子どもの周囲の環境はどう変わるのか？まず、親に支

給されるのは子どもの教育費にしか使えないクーポンである。そのため、親が使い込んでし

まうといった危険はなく、支給された分は確実に子どもの教育費のプラスになる。これは現

金支給でなくクーポンという形態をとっているが故のメリットである。バウチャーを支給す

ることで公私格差が是正されるので、子どもも親もより自由に学校を選べるようになること

は間違いないと思われる。これは、子どもにとって選択肢が増えていることと同義である。

このように、バウチャー制度は子どもの教育費問題、親が使い込む危険性、子どもの貧困問

題を一度に解決することが出来るので、子どもに対するベーシック・インカムの代替制度と

して、最も適していることは明白である。 
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子ども手当の支給年齢 
大城直輝 

 

はじめに 

 日本では合計特殊出生率が 1971年に 2.16人とピークを迎えた後はほぼ一貫して低下傾

向にある。2006年は 1.32人と前年の 1.26人と比べて 0.06ポイント上昇したがこれまで

の長期的な低下傾向からの反転かどうかはわからない。このままでは少子化は進む一方で年

金の維持も難しい。 

 この現状を何とかして打開する政策の一つとして、子ども手当が考えられた。現行の子ど

も手当制度は 15歳以下（中学校修了以前）の子どものいる世帯に対して現金給付を行って

いる。これは子どもを育てるうえでの経済的負担に対しては出産費用や保育料など子育て初

期の費用を軽減するだけでなく、初等・中等・高等教育を見通したトータルなより充実した

支援が求められている現代のニーズにこたえたものである。しかし一方で結局給付されるの

は親であるため、親の遊興費や飲食費に消えてしまう可能性のある現金給付は単なるバラマ

キであり、それよりも学費や給食費値下げといった現物給付が適切ではないかという批判も

なされている。しかしこの批判は一時的なものではないだろうか。実際に成果が表れれば、

国民の多くが賛同するだろう。そしてさらにこの制度を拡充させようとするのではないだろ

うか。 

 そこでここでは子ども手当の支給年齢に的を絞り、現行の子ども手当の支給年齢が妥当な

のか、ということを検討いていく。 

 

第 1節 日本の子ども手当制度 

 第 2 節において子ども手当において日本と諸外国を比較するので、まず日本の子ども手

当制度を概観する。まず子ども手当は所得制限が課されておらず、0歳から 15歳のすべて

の子どもの保護者に支給される。子どもの保護者が日本に在住していればよく、子どもや保

護者が日本国籍である必要はない。また子どもの住所が日本である必要もない。次に支給額

であるが、2010年度は半額の 1人につき一律 13,000円が支給される。民主党のマニフェ

ストでは 2011年度以降、子ども手当を月額 26,000円に増加させ満額支給とする予定であ

ったが財源不足のため不可能である。そのため民主党は子ども手当の半額支給の維持という

実際の財政とマニフェストとの妥協点に落ち着かせた。しかし、やっと導入された子ども手

当法案は、2011年度 3月末に期限切れとなるため、何らかの措置が取られない限り児童手
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当が復活し、子ども手当は廃される。 

 

第 2節 子ども手当を実施する諸外国 

日本では 2010 年 4 月 1 日にそれまで実施されていた児童手当を主に支給年齢、所得制

限の有無、支給額の面で修正し、子ども手当法が施行された。これは子どもを養育する家庭

にとってより保障を充実したものであった。しかし国内においてこの制度は多くの批判を受

けている。簡単に言うと、子ども手当は景気対策、少子化対策、子育て支援策のどれにもさ

ほどよい影響を与えないことや財源が確保されていないことである。ではなぜ日本では子ど

も手当がこれほど批判されるのであろうか。日本の子ども手当と類似した制度を実施する諸

外国の状況を見て日本にも応用できないか探ってみる。ここではさまざまな子育て支援策を

講じ出生率が回復したスウェーデン、フランスを例に挙げる。 

 

2.1、スウェーデンの子ども手当制度 

 社会保障の充実している北欧の中から代表としてスウェーデンをピックアップして実際

の子ども手当制度実施状況を見てみる。渥美由喜によると、スウェーデンの子ども手当は

16歳未満の子どもをもつすべての親に支給される。ただし、16歳以降も学業を続ける場合

は、20歳になるまで支給が延長され、さらに、精神にハンディキャップがあって通学して

いる場合は、23歳になるまで延長される。金額は、第一子、第二子はそれぞれ月額 950ク

ローネ（約 14,000円）、第三子は 1204クローネ（約 18,000円）、第四子は 1710クロー

ネ（約 26,000円）である。（渥美 2008：232） 

 スウェーデンでは 16歳未満は子ども手当として親が現金支給を受ける。しかし、学業を

続ける 16 歳～20 歳までは学生手当として本人が現金給付を受け、彼らの多くは大学進学

時のために学生手当を蓄えている。 

 

2.2、フランスの家族給付制度 

フランスの家族給付は、必ずしも生活困窮者や手英所得者を対象としたものではなく、広

く市民全体を対象としたものであり、原則として国内居住者は受給可能である。またフラン

スの家族給付は手当の種類が多く、社会保障法典の規定による家族給付だけを見ても 10種

類もある。その中でも今回は、日本の子ども手当に似た家族手当、乳幼児迎え入れ手当、新

学期手当の 3つを参考にしてみる。 

渥美によると、家族手当の受給資格はフランス国内居住者であることと、20歳未満のフ

ランスに居住する子どもを 2 人以上扶養していることである。所得条件はなく、子どもの
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年齢によって割り増しされる。支給年齢としては、20歳未満であり、支給額は合計で示す

が、子ども 2人で月額約 115ユーロ（約 16,000円）、3人で 262ユーロ（約 37,000円）

と、数が増えるにつれて手厚くなる。次に、乳幼児迎え入れ手当は第一子から支給され、月

給約 4575ユーロ（約 64万）未満の家庭は、3歳まで子ども１人につき月額約 165ユーロ

受け取る。さらに新学期ごとに給付される新学期手当も 263ユーロ（約 37,000円）あり、

学費がかさむ 11歳以上になると年齢加算される。こうした様々な経済的支援策により、フ

ランスでは「子どもが 3人成人するまでに、家庭が受け取れる給付額は」約 1,300万円と

なっている。これは日本の給付額の 3.7倍の数字になっている。（渥美 2008：227） 

 

2.3、スウェーデン、フランスと日本 

スウェーデンとフランスは様々な子育て支援政策によって出生率を回復させることに成

功した国の例である。この 2 カ国はもちろん日本でいうところの子ども手当だけで出生率

を回復させたわけではないが、この子ども手当の給付がなければ出生率の回復は実現され

えなかったのではないだろうか。 

 ここからはスウェーデンとフランスそれぞれと日本の子ども手当の支給年齢を比較 

してみる。まずはじめに、日本とスウェーデンの子ども手当制度の支給年齢を比較し て

みる。そうすると日本とスウェーデンの支給年齢は 16歳未満と同じであるが、スウェーデ

ンの場合は学業に従事している 20 歳まで支給が延長されるという措置が講じられている

のに対し、日本の子ども手当にこのような措置は存在しないという相違点を見つけること

ができる。スウェーデンの高校進学率が現在 98％に達していることを勘案するとスウェー

デンの子どものほとんどが 20歳になるまで子ども手当の給付を受けていることになる。次

に日本とフランスを比較する。日本の支給年齢は先ほども述べたように 16歳未満だが、フ

ランスの場合は 20歳未満であり、支給年齢がそもそも異なっている。日本では義務教育修

了の 16歳未満まで支給しているが、フランスでは未成年である 20歳未満まで支給してい

る。 

このように見てみると、子育て支援の制度的な対応が充実しているスウェーデンやフラ

ンスは結果的に出生率の回復などの成果を上げており、子ども手当もその一役を担ってい

る。そうであるならば、日本の子ども手当支給対象年齢の引き上げも将来的に成果を上げ

ることが期待できるのではないだろうか。 

 

第 3節 子ども手当を充実させる正当性 
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3.1、子ども手当はバラマキではないか 

年金を見ればわかるように、社会保障制度はある程度の子どもが生まれてくることを前提

に制度設計されているため、少子化は制度自体の崩壊を招き、ひいては社会の崩壊を招いて

しまう。それではどうすればいいのだろうか。社会の維持のために必要なコストを国民全員

で負担するのである。この必要なコストの中にはもちろん子ども手当も含まれている。 

しかし、一般的に子ども手当は少額だと出産、育児のインセンティブは小さいため、それ

ならば子ども手当を廃止し、その分の予算を待機児童解消のための保育所などに使った方が

より効果的だなどと言われている。それに対して、斎藤哲史は出産、育児をする人は警察や

消防などの公務を行っている人たちと同様に公務に携わっているとみなせるため税から報

酬が支払われて当然と述べている。（斎藤哲司 2009） 

これはつまり、子ども手当に対する考え方の違いである。一般的な批判をしている人は子

ども手当を子育て支援策としてしか考えていないのである。しかし、斎藤は子ども手当を一

種の社会貢献活動に対する報酬と考えているのである。この考え方によれば、子ども手当に

おいて所得制限が廃止されたことも納得がいくだろう。所得制限をするということは、斎藤

によれば「裕福な公務員に『あなたはお金持ちだから給与は払わない』と言っているに等し

く、道理に合わない」（斎藤 2009） 

斎藤の主張は非常に興味深いものである。警察や消防などは現在の社会維持を担う公務で

あるならば、出産育児は将来の社会維持を担う公務である。子ども手当を批判している人に

は、現在の社会維持だけでなく、将来の社会維持のことも考えてもらいたい。 

 

3.2、子どもの質の向上 

3.1では子ども手当の正当性を述べてきたが、ここでは、子ども手当の実際的な効果を長

期的な観点から見てみる。 

まず、日本の現状についてであるが、高齢化と労働人口の急減のため、減税によって民間

支出を促しても、投資や消費は喚起されず、貯蓄や借金の返済に回ってしまう。需要回復の

ためには、日本経済の土台となる人材の確保が必要であることを国民に理解させなければな

らない。 

斎藤によれば、子ども手当は、人材の量を増やす効果は小さいかもしれない。しかし、子

育てをしている家庭の生活安定に貢献し、子育てに投入されるお金の絶対量を増やすことで、

子どもの質を高めることができれば、次世代の生産力拡大が見込まれよう。もちろんこれが

実現されるのは先のことである。(斎藤 2009) 
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子ども手当を少子化対策からいったん離れ、子ども（将来の人材）の量を増やすのではな

く、今ある子ども（将来の人材）の質を向上させる。これもまたニュースを見て、子ども手

当に対する一般的な批判しか聞いたことのない多くの国民にはすぐには受け入れがたい考

え方ではないだろうか。しかし、これもまた 1つの考え方として妥当性をもっている。例

えば、子ども手当を使って、子どもを小学校低学年から英会話教室に通わせ、英会話力を養

うことができれば、文法はできるが会話はできないという日本人の英会話力の低さを改善す

ることができ、グローバル化が進んでいる世の中で、将来より質の高い人材となるだろう。 

多くの国民が、子ども手当のマイナスの部分ばかり目を向け、プラスの部分に目を向けて

いない。それはマイナス部分は現在において顕在化し、プラスの部分は未来において顕在化

するため、仕方のないことかもしれないが。 

 

3.3、子ども手当を充実させる具体的な方法 

 日本において子ども手当の支給返済に年齢は16歳未満でこれは義務教育の修了時点まで

でありすべての子どもに一般的な義務教育を保証するものとなっている。 

 では果たして国がすべての子どもに保障する教育は中等教育修了まででいいのだろうか。

ちなみに大和総研市場調査部の森祐司の子ども手当に関するアンケート調査によると、20

代 30代の女性 700人の回答者のうち、「出産子育てに経済的負担を感じる」と回答した人

は 700人中 528人(75％)であり、「感じていない」人（172人、25％）を大きく上回った。

そのような経済的不安を感じる 75％に対して、子ども手当（月額 26,000円、中学卒業ま

で）で経済的不安が解消されるかを尋ねた結果、「経済的不安解消に十分である」との回答

は 45％にとどまった。一方支給期間を成人までとした場合には（月額 26,000円、成人ま

で）、61％の人が経済的不安解消に十分だと回答した。（森祐司 2010） 

3.2で述べた子ども手当の出生率を回復させる効果よりもさらに期待される子ども（将来

の人材）の質を高める効果、この効果が中等教育までを保証するだけで十分なのだろうか。 

例えば経済的な理由から高等教育を受けたくても受けられない子どもにもし子ども手当

によって高等教育を保証することができたら、子どもの質を高めることができる。さらに高

等教育は受けさせられるが、大学進学となると経済的に厳しい家庭の大学進学を後押しでき

ることもあるだろう。2.1でスウェーデンの例にもあるように子どもたちは子ども手当を大

学進学時に親元から独立して生活を開始するために蓄えるケースが多い。これは子ども手当

が子どもの大学進学に一役をかっているわかりやすい例ではないだろうか。日本政府が子ど

もに高等教育までを完全に保障し、さらにその後の進学の少しだけでも補助することができ

れば、子どもの質を高めることができ、また効果は小さいであろうが数も増やすことができ
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るだろう。これによって高齢化、労働人口の減少に伴う社会保障制度の崩壊を食い止めるこ

とができる。 

 そして、ある程度次世代の生産力が拡大され、経済が潤い、税収が上がり、子ども手当の

財源が確保でき、子ども手当に充てる予算が拡充された後に支給年齢に引き上げや支給額の

引き上げを検討すればよいだろう。 

このように子ども手当の成果が出るのは少し先の未来のことであるため、目先の損失ばか

りに目が行き、子ども手当は単なるバラマキだという評価をされがちだが、育児という社会

貢献活動に従事している人に対する対価と考えることができれば、子ども手当に対してそれ

ほど抵抗はないだろう。子どもを産まない人、育てない人が老後に年金を受け取るというの

はいうなればフリーライダーである。だから子どものいない人からは金銭を徴収し、子育て

をする人には報酬を与える。この金銭徴収、報酬が充実していればしているほど、社会保障

制度のフリーライダー対策として子ども手当の意義と正当性はさらに強固なものとなるだ

ろう。 

 ここで一つ問題が考えられる。それは、子どもを産む自由と産まない自由に優劣をつけ、

産まないという自由を制限してしまっているのではないか。しかしそれについては、逆を考

えることもできるだろう。つまり、子ども手当を支給しないということは、子どもを産む自

由を制限してはいないだろうか。実際に 3.3で示したアンケート調査からもわかるように、

出産適齢期の女性のうち 75％が出産子育てに経済的負担を感じているのだ。このデータは

現代生活において、子どもを産む自由が制限されていることを如実に表している。ここから

言えることは、子ども手当を実施することこそが子どもを産む自由と産まない自由を平等に

扱っているということである。 

 

おわりに 

 私が今回知ってもらいたかったのは、出産子育てが公務と同程度の重要性をもつため、対

価が支払われるべきであるということと、子ども手当は人材の量ではなく質の向上を主たる

目的とすること、さらに子ども手当が社会保障制度のフリーライダー対策として考えられる

ことの 3 点である。これら 3 つの考え方を多くの国民が理解したうえで子ども手当の拡充

がなされればよい。今回は支給年齢の面での拡充を検討した。 
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母子世帯とベーシック・インカム 

 新田達也 

 

はじめに 

 近年、グローバリゼーションのなかで進展する新しい経済状況や労働形態、社会構造の変

化は一層激しさを増している。 

 また、現行の日本の税制や社会保障制度、労働形態も「夫は外で働き、妻が家で家事や育

児、介護をする」という性的役割分業に基づいた家族像があたかも「あるべき家族像」とさ

れ、それが前提に制度設計されており、母子家庭は社会から排除を受け、困窮を極めている。 

 こうした状況のなかで、現行の社会保障制度を根本的に代替するものとして、個人単位、

無条件のベーシック・インカムを検討することで、家族とはなにか。家事・育児・介護とい

った労働は何か。性別役割分業を始めとするジェンダー問題を考える一助になればと思って

いる。 

 

第 1節 日本の母子世帯の現状 

1.1 母子世帯の困窮の現状と背景 

 現在、日本の母子世帯数は厚生労働省平成 18年度全国世帯等調査結果報告によると、約

152万世帯であり、8年前の 1998年の約 96万世帯、3年前の 2006 

年の約 123 万世帯に比べると増加の一途を辿っている。単に母子世帯といってもその理由

は様々であり、大きく分けると、平成 18年度においては、死別が約 15万世帯（約 10％）、

離婚が約 121万世帯（約 80％）、未婚が約 10万世帯（約 7％）という構成割合になってい

る。 

 次に、母子世帯の就労率と所得について見たいと思う。母子世帯の 84.5％が就業してお

り、「臨時・パート」が 43.6%と最も多く、「常用雇用者」が 42.5%と次いで多い。一方、

所得については、平成 17 年の児童のいる世帯の 1 世帯当たり平均所得金額が 718 万円で

あるのに対し、母子世帯の平成 17年の平均年間収入は 213万円、平均勤労収入は 171万

円となっており、母親の就労率が高いにも関わらず、圧倒的に収入が低く、経済状況は非常

に厳しいことがうかがえる。 

    

   OECD諸国のひとり親世帯（どの国においてもほとんどが母子世帯）の  

  就労率と母子世帯の子どもの貧困率を比べると、日本のひとり親世帯の就 

  労率は、ルクセンブルク、スペイン、スイスに続く第 4位（30カ国中）と 
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  極めて高い。しかも就労率がこれほど高いのに、貧困率は、最悪のトルコ  

  とたいして変わらなく、上から 2番目である。まさしく、母子世帯は「ワ 

  ーキング・プア」なのである。（阿部彩 2008:110） 

  

 では、なぜこんなにも母子世帯が困窮しているのだろうか。そこには、男性を中心とした

社会のあり方と母子世帯の母親の労働形態の変化、つまり非正規化による格差とそもそもの

ジェンダー間による不平等が存在するのではないだろうか。 

 まず、従来の日本の社会のあり方は、欧米のような福祉国家とは少し異なっていた。とい

うのも、男性稼ぎ主の安定した雇用を中心とし、「夫は外で働き、妻が家で家事や育児、介

護をする」という性的役割分業に基づく構造であり、税制や社会保障も男性稼ぎ主が妻や子

どもを養う男性中心の家族主義を前提とする設計がなされていた。そこでの女性の労働は家

計を補完する低賃金による非正労働市場の存在であった。 

 また、ジェンダー間の格差については、男女平等参画社会基本法が 1999年に男女平等を

推し進めるべく成立した。また職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに家事と仕

事が両立できるように 1986年に施行された男女雇用機会均等法も 1999年に改正され、女

性の社会進出の機会は上昇し、法制度面でのジェンダー平等は進展したようだが、実際は、

一般労働者の男性の平均賃金水準を 100 としたときに、一般労働者の女性の平均賃金水準

は、平成 21年で 68.9と約 7割となっている。また宮本によれば、「正規労働者のなかで、

年収 200 万円未満の層は、男性 6.9％に対して女性 26.6％、パートでは男性 73.5％に対

して女性 91.7％、派遣では男性 41.5％に対して女性 57.5％である。」（宮本太郎 2009:4）。

このように、ジェンダー間の格差は依然として大きい。 

 

1.2  母子世帯への公的支援 

 このような母子世帯の困窮の現状にどのような施策がなされているのであろうか。平成

20年度版母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況報告によると、母子家庭等

の自立を図りながら、その児童の健全な成長を確保することが重要な課題となっていること

を踏まえ、母子家庭に対する生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策の４

本柱で母子家庭の自立支援策を推進してきた。 

 以下では、４つの施策の概要を紹介する。１つ目の子育て・生活支援策は、母子生活支援

施設や保育所の優先入居やホームヘルプサービスなどの育児支援がなされている。２つ目の

就業支援策は、母子家庭等就業・自立支援センターや自立支援教育訓練給付金などがある。

３つ目の養育費の確保は、平成 14年の母子及び寡婦福祉法の改正による養育費支払努力義
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務の法定化や平成 15、16年の民事執行法の改正による履行確保の促進がなされている。４

つ目の経済的支援策については、母子寡婦福祉貸付金などの貸付金や児童扶養手当や子ども

手当などがある。 

 また、母子世帯に限ったことではないが、世帯所得が最低生活費を下回る世帯に対する現

金給付制度である生活保護もある。 

 

第２節 母子世帯にとってのベーシック・インカムとは 

2.1  母子世帯への公的支援の問題点 

 前節では、母子世帯の困窮の一番の理由が就労形態の非正規化による就労所得の低さであ

った。そして、その現状に対応すべく４本柱での自立支援策を紹介した。しかし、質、量と

もに不十分である母子世帯への支援の問題点を指摘し、ベーシック・インカムによっていか

に改善が図れるかを検討したい。 

 まずは、子育てについてであるが、子育て支援は現金給付に偏りがあり、保育サービスの

整備は遅れているため、待機児童数は 4 万人を超えたと言われている。しかし、厚生労働

省の調査によると潜在的な待機児童は85万人に及ぶとも推定されている現状である。次に、

養育費については、母子世帯が経済的に自立し、その子の健全な発育のためには、上記の母

子世帯の現状で示した離婚が理由の母子世帯にとっては、子どもの父親からの養育費は重要

である。しかしながら、全国母子世帯等調査結果報告によると、養育費の取り決めをしてい

るのは、約 39％となっている。平成 15年の 34％から若干の増加ではあるものの、半分以

下となっている。また、実際に現時点での父親からの養育費の受給状況は 19％とほとんど

の母子世帯が受給していない状況にある。 

 また母子世帯に対する支援策の中で、最も主なものが児童扶養手当である。児童扶養手当

は、父と生計を同じくしていない 18歳未満の児童が育成される家庭の生活を安定させると

ともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その母又は養育者に対して

支給される現金給付制度である。児童扶養手当の給付額は、世帯の所得を基準として子ども

の数による加算によって決定され、また、就労等により収入が増えるにつれて児童扶養手当

を加えた総収入が増えるよう定められている。平成 19 年度における児童扶養手当の額は、

全額支給の 41,720円、一部支給の 41,710円から 9,850円までの 10円刻みで段階的に決

定されている。母子世帯の増加に伴い、児童扶養手当の受給者も増加しており、平成 20年

2 月末現在で、約 100 万人に達しており、母子世帯の約 7 割にも及ぶ。しかし、平成 20

年度版母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況報告によると、平成 14年に母

子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正し、「児童扶養手当中心の支援」から「就業・
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自立に向けた総合的な支援」へと転換が図られた。これにより、母子世帯の母親の就労収入

から各種控除額を減じ、さらに、父親からの養育費を受け取っている場合にはその養育費の

８割相当額を加えて算出することになり、支給要件が厳しくなっている。また、児童扶養手

当に 5 年間の支給期限を設け、それを超えた世帯はその時点での所得に関わりなく、最大

半分まで減額されることとなった。しかし、この減額は対象を「就労意欲のない者」に限り、

実質的に凍結がなされるに至った。 

 また、近年の急速な少子化の進行を食い止めるべく、子どもを安心して出産し、育てられ

る社会の実現を目的として、2010年 4 月より子ども手当法が施行され、15 歳以下の子ど

もの保護者に対し、2010 年度のみ毎月 1 万 3,000 円、2011 年度以降は毎月 2 万 6,000

円を支給する予定であった。しかし、財源の確保が名言されておらず、全額国費負担のはず

が、都道府県・市町村共に 1 割ずつの負担が課せられている。また、扶養控除・配偶者控

除の廃止による実質的な負担増となる場合がある。 

 そして、低所得者一般への生活保護であるが、母子世帯は母親とその子どものみの場合を

「独立母子世帯」といい、母親の親と同居している場合を「同居母子世帯」というが、日本

の母子世帯の約 3 分の 1 が「同居母子世帯」であり、子育てや生活費の軽減といったメリ

ットがあるものの、援助してくれる親族の存在や同居で同一世帯とみなされることで、受給

条件がさらに厳しくなるといったデメリットもある。 

 このように、福祉から雇用への安易な転換は、そもそも就労率が高く、働かなければ生き

ていけない日本の母子世帯の「ワーキング・プア」の現状をさらに悪化させることになるの

ではないだろうか。 

 

2.2  ベーシック・インカムの可能性 

 平成 20年度版母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況報告によると、母子

世帯 1世帯当たりの平均所得（211.9万円）の内訳を見ると、その 82.1％は「稼働所得」、

10.6％は「公的年金・恩給以外の社会保障給付金」、3.5％が「公的年金・恩給」となって

おり、児童扶養手当は「公的年金・恩給以外の社会保障給付金」に含まれている。 

 ベーシック・インカムは、所得や就労状況に関わりなく、すべての国民に個人単位で定額

の給付を行う制度である。これは労働や社会保障制度の強く根付く「夫は外で働き、妻が家

で家事や育児、介護をする」という性的役割分業に基づいた仕組みを根本的に組み換える考

え方である。ベーシック・インカムは新しい社会保障の考え方であり、給付水準にもよるも

のの、個人単位で、無条件性を特徴とするため、グローバル化と脱工業化による家族のあり

方や働き方の多様化したライフスタイルに対応して柔軟に制度が可能である。また、生活保
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護受給者や母子世帯のような「ワーキング・プア」といった貧困問題の解消にも期待がなさ

れている。 

 では、ベーシック・インカムには様々な類型があるが、実際にいかなる制度設計が実行可

能性をより高め、またベーシック・インカムに向けられた主な２つの批判、つまり財源と労

働インセンティブの低下についても言及しながら検討していきたい。まず月々給付される定

期給付か人生のある時期に一括して給付する一括給付かであるが、母子世帯においては、母

子世帯になった年齢階級別では「30～39 歳」が約 46％と最も多いものの、個別の状況に

よって母子世帯となる年齢にはばらつきがあるため、一括給付の時期を決めるには非常に困

難となる。また、阿部によると、「母子世帯の困窮は、母子世帯になってからの期間と勤労

所得との関係を見ると、時間がたつにつれて勤労所得が上昇する傾向が認められるものの、

所得に伸び悩みがある」という（阿部 2008:135）。このように母子世帯の困窮は常態化

しており、月々の定期給付が望ましいと思われる。また、宮本によると、定期給付型にも、

期間限定、所得制限、社会参加といった条件を設けて実現可能性を高めるものもあるという。

（宮本 2009:132）しかしながら、先にも述べたように母子世帯の困窮は一時的なもので

はないため、いつ、どのぐらいの期間に限定するかを決めることが困難なため、非効率であ

る。所得制限については、選別主義的な受給による福祉に依存しているというスティグマ（恥

辱）や貧困の罠といった別の問題が発生することになる。  

 また、就労に限らず、社会への何らかの貢献・参加を給付の条件とする社会参加がある。

これは母子世帯における育児や介護、家事労働といったこれまで無償とされていた労働を有

償労働と同等に扱い、経済的、社会的評価を与える一縷の希望を示すものである。しかし、

行政不信が強い日本においては、生活保護や児童扶養手当にも見られるように行政の恣意的

な評価や介入への疑念も多い。とはいえ、全ての人への無条件のベーシック・インカムは財

源の確保や持続が困難なため、実現可能性は極めて低いと思われる。また、労働者のニーズ

も多様化した現代では、単なる労働での金銭的欲求のみでは労働インセンティブを減退させ

かねないため、教育や職業訓練への参加によって、職業能力開発や常用雇用に向けての労働

意欲の向上を可能にする。 

 以上を踏まえると、母子世帯にとってのベーシック・インカムは、社会参加を条件とした

条件型ベーシック・インカムが望ましいのではないだろうか。 

 

第３節 ベーシック・インカムは性別役割分業のジェンダー問題を解決するか 

 そもそも「ジェンダー」という概念は、1970年代以降のフェミニズムを背景に「男は仕

事、女は家庭」といった性別役割分業や、男女の社会的、文化的役割や存在の固定化された
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考え方を見つめ直すために有効である。 

 グローバル化や脱工業化、IT 化による情報技術の進展により雇用の中心は製造業からサ

ービス業へと移り、市場化された場合には家事や育児や介護、医療なども含めた対人サービ

ス業は有償労働としてみなされるものの、家庭や世帯内での場合は無償労働とみなされてし

まうのである。 

 この社会参加型ベーシック・インカムでは、家事、育児、介護が給付条件として、かつそ

の労働に対する経済的対価として評価し、給付する重要な意義を持っている。しかし、これ

だけではジェンダー不平等を解決するには不十分である。「ワーク・ライフ・バランス」を

前提に、母子世帯の子育て支援と就労状況を改善し、両立できるようにしなければならない。

実際、人々のライフスタイルは今後より多様なものになっていくと思われる。それに柔軟に

対応するためにも、就労状況の改善に関しては、正規労働者と非正規労働者、あるいは男女

の均等待遇を実現させ非正規労働者の賃金の底上げを併せて図る必要がある。 

 家庭であること、特定のコミュニティに所属しているという枠組みを取っ払い、まさに“個

人”として生きていける社会を目指すことが求められているのではないだろうか。そして、

近年の急速な少子・高齢化の中で、子育てや高齢者や障害者の介護を社会全体で担っていく

という視点が必要なのではないだろうか。 
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ベーシック・インカムと個人主義 
溝畑明子 

 

第１節  序論 

現在、日本では社会状況が日々変化している。例えば、経済状況の悪化・少子高齢化社会

の到来・晩婚化・地域社会の在り方の変化・核家族の増加と非正規雇用の増大など、挙げれ

ば切りがないが、問題は山積みだと言える。その中で、人々の生活の支えとなっている制度

に、「社会保障制度」がある。社会保障制度は言わば、国民のセーフティネットである。つ

まり、国民一人一人が、憲法 25条でいう生存権を実りあるものにできるよう、社会保障法

でその規範作りがされているのである。そのおかげで、20世紀までは文化的な生活を営め

ない人々を最小限にとどめることができたのだ。 

しかし、グローバル時代の到来と共に、社会は大きく変化していくことになる。代表的な

例としては、資本主義市場においても規模がさらに拡大し、グローバルな資本主義へと変化

していったことである。その結果、より安い人件費に抑えるために外国人を雇う企業が増加

し、日本の労働市場にまで影響が出てきた。その一番の被害者は、言うまでもなく、日本人

の労働者なのである。激しい国際競争に勝ち抜いていくことが厳しくなった日本企業は、正

規雇用者を減らし、その代わりに、パートや派遣などの非正規雇用形態で働く労働者を増や

した。しかし、この非正規雇用労働者にまで追い打ちをかける事態が 2008年に生じた。そ

れは、加茂直樹氏によると、「０８年秋以降の米国発の大不況が日本にまずもたらしたのは、

輸出産業の赤字転落であり、非正規雇用労働者の容赦ない契約打ち切り・解雇であった」(加

茂 2010：209)。この事態がなぜ社会保障的観点からも重大問題なのかというと、「戦後

半世紀をかけて日本が作り上げてきた社会保障制度は、安定した雇用と低い失業率を前提に

していたため、新しい状況下では最低限度の生活を保障するセーフティネットとしてきわめ

て不十分になっていることが、ここで明らかになった」(加茂 2010:209)ためである。そ

して今日においても、日本は不況の状態が続いている。さらに、「需要は飽和状態に達して

きており、需要の拡大によって経済を成長させて失業問題を解決することは難しくなってい

る」(加茂 2010:224)。このような社会状況においては、社会保障の在り方自体の見直し

を検討する必要が出てくる。なぜなら、今後さらに不安定な雇用状態が続くことが予想され

るゆえに、現行の生活保護制度では、国民全員を救うことが非常に難しくなるからである。

また、受給要件が厳格なため実際には活用しにくいことや、生活保護を受ける側にはどうし

てもスティグマが生じやすいため、制度が十分活用されているとは言い難い。 
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そこで、このような「生活保護制度」が抱える問題点を解決してくれる代替的な制度とし

て、近年「ベーシック・インカム」制度が注目されている。しかし、ベーシック・インカム

制度は本当に代替できるほどの制度なのか。私は今回ベーシック・インカム制度導入が人々

にもたらす影響について考えていきたい。 

 

第 2節  ベーシック・インカムと生活保護の 3大原則の比較 

今回このテーマを検討するにあたって、両制度の比較は非常に重要である。なぜなら、双

方は全く制度の根本を異にしており、どちらを社会的に採用するかによって、条件・金額・

住宅環境など全て変わってくるからである。そこでまず、ベーシック・インカム制度につい

て説明し、その後生活保護制度を比較の観点から説明する。 

 ベーシック・インカムとは、 

 

（１）その人が進んで働く気がなくとも、（２）その人が裕福であるか貧しいかにかか

わりなく、（３）その人が誰と一緒に住んでいようと、（４）その人がその国のどこに住

んでいようとも、社会の完全な成員すべてに対して政府から支払われる所得、のことで

ある。ここで、この表現を選んだ理念が書かれていたので続けて引用する。「ここにお

いてわれわれは、その無条件給付という性質のおかげで、一人の人間が安心して頼りに

することのできるものを得るのである。(パリース 2009:56) 

 

ここから、ベーシック・インカムは、「基本所得」と訳すことが可能であるが、特に今後

生活保護制度と比較して重要となる特徴を３つ挙げる。まず１つ目は、「個人」に対して支

払われることである。特にこの１つ目の特徴は、ベーシック・インカムを理解するうえで、

最も重要だと言える特徴である。２つ目は、「無条件」に給付することである。無条件とは

つまり、上記の定義においても記載されているが、金銭給付を受ける際に、個人の環境は全

く関係がないということを意味する。３つ目は、「定額」であることである。給付を受ける

人が、新生児であっても老人であっても一律同額が支給される。 

そして次に、生活保護制度と比較していく。まず、ベーシック・インカムで最も重要だと

述べた「個人」単位とは対照的に、生活保護制度の最も基本的な付与形態は、「世帯」単位

で金銭を付与することである。つまり、生活保護制度においては、「同一の住居に居住し、

生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。なお、居住を一に

していない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とする

こと。」と、概念化されている。ゆえに、1 人世帯・2 人世帯・さらに 8 人世帯などであっ



35 
 

た場合でも、人数を重要視しているのではなく、あくまで一括りにしてその「１」世帯ずつ

をベースに、その世帯で収入がある者の収入全額を考慮して、その上でも生活が営めないほ

どの困窮状態にある場合にのみ、保障を行うこととなっているのである。そのため、例えば、

地方大学に住んでいる学生が貧困状態に陥った場合、その大学生個人を対象とするのであれ

ば、生活保護の受給要件を満たしているようにみえるが、その者の生計が実家と同じ括りに

されている場合には、親からの収入があるものとみなされ、生活保護の受給対象から外され

ることを意味する。次なる生活保護の特徴は、補足性の原則の一つとして「私的扶養優先の

原則」が採用されていることである。「私的扶養優先の原則」とは、民法 877条 1項によっ

て、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があると定められ、同条 2 項で三親

等内の親族間にも扶養義務を拡張することができる旨が定められていることから、生活保護

決定の際にも、「民法上の扶養義務者があり、その者による扶養が可能な限り、生活保護法

などに基づく公的扶助は期するに由ない」と、考えられている。この原則からすると、生活

に困窮した者が現れた場合、まずは自己の家族や兄弟姉妹に生活を助けてもらうことを意味

するので、逆の面からみると、家族や兄弟姉妹に大きな負担がかかる恐れがある。その点、

ベーシック・インカムの場合では、人はみな無条件で平等に一定額を給付してもらえるため、

行政に面倒を見てもらう前提として家族に頼る必要もないので、負担が生じる可能性はない

と言える。そして、生活保護の 3つ目の特徴は、基本的な給付額に加えて、「住宅扶助」と

いう項目が別途設けられており、その日の生活をおくる家すらない者のために、住宅分の金

銭を付け加えて生活保護受給者に与える点である。ベーシック・インカムを支給される場合

と比べると、ベーシック・インカムは一律同額であったため、住居がない者のために多く費

用が割り当てられるなどということはない。そのため、ベーシック・インカム額の中で住居

費まで捻出せねばならないことになる。 

以下では、このような両者の特徴をより明確にするため、具体的事例にあてはめて比較検討

する。 

 

ベーシック・インカムを支給された場合と生活保護を受給した場合の額の変化 

 ※ベーシック・インカムは月８万円と仮定する。 

 

≪1人世帯(25歳男性・給料月８万円・家賃月３万円)の場合≫ 

 →・ベーシック・インカム支給後の総額＝月８万円＋８万円    ＝１６万円 

               ・生活保護支給後の総額     =月３万７４３０円＋８万円＝１１万７４３０円 

(最低生活費 96700基礎控除後賃金 59270) 
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≪母子 2人世帯(母 23歳子 3歳・給料月８万円・家賃月３万円)の場合≫ 

 →・ベーシック・インカム支給後の総額＝月１６万円＋８万円    ＝２４万円 

  ・生活保護受給後の総額     ＝月８万６１７０円＋８万円 ＝１６万６１７０円 

(最低生活費 145440基礎控除後賃金 59270) 

 

≪4人世帯(父35歳 母30歳 方働き 子供4歳と2歳 給料月１５万円 家賃月５万円)

の場合≫ 

→・ベーシック・インカム支給後の総額＝月３２万円＋１５万円   ＝４７万円 

  ・生活保護支給後の総額     ＝月８万７６１０円＋１５万円＝２３万７６１０円 

                    (最低生活費210950基礎控除後賃金123340円) 

 

このように両制度を比較すると、明らかにベーシック・インカムの方が、どの世帯におい

ても総額が増えるため、生活にゆとりが出ることが予想される。そうだとするならば、現行

の生活保護制度を継続し続けるよりもベーシック・インカムを導入した方が良さそうだとい

う結論に達する。 

 

第３節  ベーシック・インカムが人々にもたらす影響について 

この結果を受けてベーシック・インカムを導入した場合、将来どうなるのかについてここ

から考えていきたい。 

私が考える、ベーシック・インカムを導入した際の帰結は、「個人主義を推し進めるので

はないか」ということである。ここで「個人主義」と対比される概念としては、「共同体主

義」が挙げられる。両者の違いは、個人の価値観を重視するのか、伝統を重んじ人と人の繋

がりを重視するのかであるが、言うまでもなく、個人主義とは、個人の価値観を重視し、個々

の生き方を尊重する立場である。なぜ、この個人主義に繋がると考えるのかというと、現行

の生活保護においては、３つの特徴からわかるように、とても家族の繋がりを重視している。

これはつまり、「家族はお互いに助け合うもの」という伝統的価値観からきていることが推

測される。しかし、ベーシック・インカムを導入した場合には、このような家族間における

扶養義務がなくなるので、世帯に縛られるということはなくなる。それによって、たとえば

現在専業主婦として無収入の妻であったとしても、ベーシック・インカムで最低生活費が保

障されるので、それを頼りに離婚を決意しやすくなるなどといったことが起こりうると言え

る。実際 2007年から年金受給分割制度が導入されたことで、妻が専業主婦であった場合で
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も年金を受け取ることができるようになった。この制度の導入により、専門家たちは熟年離

婚が増えると予想したが、実際熟年離婚はここ 10年で 2倍に増えている。ここから見ても

わかるように、やはり女性にとって生活していく上での基本収入の有無は、離婚を決意する

かどうかに影響を与えているのである。ゆえに、ベーシック・インカムが導入されると、こ

れは離婚を考えている女性にとっては、おおきな支えとなるのだ。 

上記では具体的事例として「家族」を中心に述べてきたが、より大きな枠組みで捉えた場

合でも同様のことが言える。つまり、共存して生きていくと考えられてきた「人」は、お金

を得ることで自己の基盤を作り、自己の価値観で動き、自己を優先させ、自己を貫き通すよ

うになるのではないか。これは、言い換えると、人間関係を希薄にしてしまうのではないか

ということである。ただし、これまで負に繋がる面を強調して述べたが、全てがそうだとい

うわけではない。たとえば、ベーシック・インカムには住宅扶助がないことはすでに言及し

たが、だとすると、上記の具体的事例から推察すると、1人暮らし世帯の人がより広い家に

住みたいと考えた場合でも、倍以上の広さの部屋を賃貸することは金銭的に苦しい。そこで

考えられるのが、今日増加しつつある「ルームシェア」をして暮らす方法だ。ルームシェア

とは、広い家で他人と共同生活をすることである。ルームシェアの特徴としては、家賃を分

割することができる・互いに干渉しすぎない程度で生活をすることも可能である、などとい

ったことが挙げられる。これは、先ほど人間関係が希薄になると言った立場とは全く逆の現

象であることがわかる。 

 ただ、一見好感をもてるように感じられるルームシェアも、個人主義の現れではないかと

私は考える。なぜなら、人と共存したいからルームシェアをするのではなく、自己の生活を

より良くするためにルームシェアをするのであるからだ。これは結局のところ個人主義的発

想になんら変わりはない。ここで、より負の面の主張を補強してくれるものとして、笹沼弘

志氏によれば、「『生の計画』を『彩りある』ものにするには他者が必要という視点が重要と

なる」（笹沼 2008:292,293）。彼は、ホームレスの人々について、他者との隔絶、孤立は、

それ自体、ホームレスの人々の心に傷を与え、無力化させ自己否定感情を呼び起こすと主張

し、「彼らの存在の条件を確保する」ためには、「断たれた他者とのつながり、出会いをいか

につくり出していくかが問題なのである」と述べている（笹沼 2008:292,293）。 

つまり、「生の計画」を彩りあるものにするためには、「他者とのつながり、出会い」が必

要なのである(宮本 2010:150,151)。単にお金を得ることが出来、自分の望むことができ

るようになったとしても、それが幸せにつながるわけではない。個人だけで自由が達成され

るわけではないのである。それにもかかわらずベーシック・インカムを導入してしまうこと

は、個人主義が促進され、実りある生き方が出来なくなるのではないか。 
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そうだとするのであれば、現行の生活保護制度のまま、人と人とのつながりを大切にし、人

が共存して生きていく方法を維持すべきだという批判を想起し易く、同時に妥当性を持つよ

うに感じる。 

 

第４節  今後のベーシック・インカムの可能性 

 しかし、その批判に対して私は反対意見を主張する。つまり、ベーシック・インカムを導

入することで、人それぞれが幸せを感じる彩りある生を送ることができるようになるのだ。 

このことを裏付けるために、まずはベーシック・インカムの制度理念から説明する。そもそ

もベーシック・インカムが目指しているものは「人々の実質的自由を保障すること」である。 

「自由を保障する」、つまり、自由な社会とは何かということについて、パリース氏によれ

ば以下の通りである。 

 

１．きちんと執行される諸権利の構造が存在する（権利保障）。 

２．この諸権利の構造のもとで、個々人は自分自身を所有する（自己所有）。 

３．この諸権利の構造のもとでは、個々人がしたいと欲するかもしれない事を何で

もする機会が最大化されている（レキシミンな機会）。(パリース 2009:42) 

   

 このように、ベーシック・インカムが追求するものは、あくまで「自由」である。その自

由には様々な自由が存在するが、最も大切な自由は、その人が望むであろう様々な生き方の

中から選択する自由である。この自由を獲得してこそ、人は善き生を送ることが可能となる。

そのため、生活保護に代わりベーシック・インカムを導入したとしてもそれによって個人主

義にむかうかどうかということも、あくまでその人自身に選択権があるのであり、それがつ

まり「自由」なのである。さらに、宮本太郎氏によれば、 

 

<社会>とのつながりを断つような個人主義を損なわないこともＢＩのメリットであ

る。その際、人によっては、私生活に引きこもる「ロマン主義的自由」を享受すること

もありうる。しかし、それさえも否定しないことが、ＢＩのメリットの一つと言える。

現代人である私たちにとっては、この意味での「個人的な自由」も、他者との間で形成

される自由とともに重要なのである。どちらの「自由」も切り捨てないところに、ＢＩ

の意義がある。(宮本 2010:155) 

 

つまり、先ほど述べたルームシェアについても、その目的が何であれ、ルームシェアをする
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ことでその人の実質的自由が最大化されるのであれば、それが最も保障されねばならないこ

とであり、そのルームシェアを規制する必要性は全くない。また、事例として挙げた、「人

間関係の希薄化が進むのではないか」という懸念についても、上記の引用文にも述べてある

ように、それもまた「自由」における新しい形態に位置づけることが可能である。よって、

個人主義が進むことは、将来的には新たな価値観となる可能性も残されているのであり、現

代において全面的に否定すべき理由はどこにもない。この考えを前提に、新たな可能性も提

示しておく。つまり、最大限個人の自由を尊重する結果として、より人との繋がりの大切さ

を痛感し、新たに家庭を築く者や現在の家庭、または交友関係を大切にしようと考え行動す

る者が出てくる可能性もあるということである。それは、懸念していた負の面とは対照的な

行動であるが、これもまた、その人がより幸せになるための行動であり、尊重されよう。す

なわち、自由を保障するという根幹があって初めて、個人の可能性が開かれるのである。 

また、「生の計画の彩り」や選択肢の「幅」は、他者との関係を通じてのみ獲得されると

は限らない。ここで第２の方向性として、「個人主義の深化」とでも呼ぶべきものによって、

それが獲得される可能性があることを主張したい (宮本 2010:152)。むしろ個人主義を突

き進めていくことで、新たな道が開けることも期待出来るのだ。というのも、人が<世界>

との接点について語るとき、多くは、<社会>の次元で見れば「個人的」なものである。し

かし、「当たり前なものごとが決まっている」<社会>における人との繋がりから離れ、「個

人的」になるからこそ、<世界>に触れることができるのである。これは、他者との関係性

から、あえて徹底的に離脱することで、「生の計画の彩り」が獲得される可能性があること

を意味している(宮本 2010:153)。 

 つまり、むしろ個人主義を徹底させた方が、その人個人だけで世界を捉えた場合、より深

い回答・可能性・結果が得られることもあるということなのだ。それを可能とするのが、ベ

ーシック・インカムなのである。この例として、概念的に寺における修行が当てはまると考

えられる。この修行では、徹底的に自己と向き合う。自己と辛抱強く対峙し続けることによ

って、得られるものがあると伝えられてきているためだ。そしてそこで得られたものは、そ

の後の自分にとって非常に糧となる。同じことが、ベーシック・インカムによって、自己の

実質的自由を最大化させることにも当てはまるのだ。自己の実質的自由を最大化することこ

そが幸せに繋がるのであり、仮に、人間関係の希薄化が進んだ社会になった場合でも、個人

の実質的自由が満たされているのであれば、それこそが社会の望むことなのである。ゆえに、

ベーシック・インカムによって個人主義が進むことは、正当化されるのである。 

 

第 5節 結論 
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 以上、検討してきたように、ベーシック・インカム導入によってベーシック・インカムが

人々にもたらす影響は、多大にある。しかし、現在の価値観が正しいわけでもなく、その時

代によって価値観は変化していくものである。だとすると、将来の家族の在り方・人との関

わり方の変化についても、我々の側が柔軟に対応していかなければならない。グローバルな

ものの見方をすることまでも求められている現代において、さらに視野を広げることができ

るならば、価値観の多様性を認識し、より我々の実質的自由が増大する社会を作り上げてい

くことができるのではないか、と私は感じる。それを達成する手段として、ベーシック・イ

ンカムが果たす役割は大きいはずである。ゆえに、ベーシック・インカム導入は有用性があ

ると、私は考える。 
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最低賃金制度と勤労給付付き税額控除 
立花憲一  

 

はじめに 

現代社会では、誰しもが貧困になる危険性がある。まず、精神的・身体的な病気やケガ、

そして急なリストラなど「働きたくても、働けず貧困になる」危険性。そしてもうひとつ、

「働くことができたとしても、賃金が低いために貧困になる」危険性がある。 

私は、今回論文を書くにあたり、この点に注目することにした。現庄は、この危険性を縮

減するための制度が、多々整備されている。そのうちの 1つに、最低賃金法がある。私は、

この法律が実際に最低限の生活を保障する機能を果たしているのかについて疑問を持った。

その理由としては主に 2 つある。まず、最低賃金で働くよりも、生活保護からの収入のほ

うが大きいという、いわゆる「逆転現象」が各地で生じているというニュースを新聞で読み、

その実態に驚かされたからだ。この逆転現象については本稿で言及していくつもりである。

もう 1つの理由として個人的な体験からではあるが、私のバイト先にいるパートの女性(休

職中の夫と私立中学に通う 2人の子持ち)が、長時間労働しながらも、時給がワリに合わず

生活が苦しいと、常日頃愚痴をこぼしているのを聞くからだ。働いても、働いても生活が苦

しいのはなぜなのだろうか? 

私は、これらの理由に端を発し、本稿で最低賃金法の現状、問題点について深く言及する

ことにした。まず、この節に続き、第 1 節で最低賃金法の現状について述べ、第 2 節で、

さらに一歩踏み込んでその問題点について言及する。さらに、第 3 節で、最低賃金法では

最低限の生活の保障が行き届いていない人々が存在することを前提にして、彼らを守るセー

フティネットとしての新たな政策であるベーシッックインカムの可能性を提言することに

する。 

 

第 1節 最低賃金法とは 

 本節では、日本における最低賃金法の現在の状況について述べることにする。 

 

1-1最低賃金法の意義 

最低賃金制度は最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度をさだめたものであり、これ以下

の賃金を支払ってはいけないものと定めたものである。ほとんどの先進国で最低賃金法は存

在しているので、その価値の高さと必要性に合意はある。賃金が非常に低いと、生活に困窮
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することになりかねないので、ある一定以上の賃金を払って労働者の最低生活の保障を行う

のが、最低賃金法成立の精神である。憲法において、国民に最低限の文化的な生活を保障す

べし、とあるので、最低賃金法は国家の義務を明記しているとも言える。(橘木・2004：

164) 

 

1-2 最低賃金法の現況 

最低賃金法の対象となる労働者はパート、アルバイト、嘱託などの雇用形態にかかわらず、

各都道府県内で労働に従事するものに適用される。最低賃金額の適用としては毎月支払われ

る基本的な賃金に限られており、残業代やボーナスなどは適用外となっている。ここで最低

賃金額の決定方法を確認することにする。地域別最低賃金は労働者の生計費、労働者の賃金、

通常事業の賃金支払い能力の 3 点が勘案され、最低賃金審議会で決まり、産業別では労使

交渉により決定される。  

平成 22 年度の地域別の最低賃金額を比べてみると、もっとも高いのは東京で時給 821

円であるのに対して、もっとも低い沖縄県では時給 642 円で、差は 179 円もある。(平成

22年度厚生労働省最低賃金時間額答申状況より抜粋) それに加えて、平成 21年度の両県

を比べると、 162円であるので差は拡大している。このデータから見ても、地域によって

最低賃金額には大きな差が存在していることがわかる。 

 

第 2節 最低賃金法の問題点 

先ほど述べたように、各都道府県で最低賃金額に差が存在している。一見、このことは問

題であるかのように思えるが、実際はそうではない。なぜなら、それは企業の支払い能力の

差と物価水準の差を反映したものであるからだ。つまり、先ほどの東京と沖縄の最低賃金額

の差を例にとると、東京における企業の支払能力と物価水準が沖縄のそれを上回るために自

ずと、最低賃金額にも差が出てしまうということだ。しかし、その存在する差が妥当なもの

であるかは検証してみないことにはわからないが、本稿でそれを行うことは大変な労力と時

間を費やすことになってしまう。そのため、その差を問題として取り上げるのではなく、現

在の最低賃金額が低すぎることを問題点として、第 2節で述べていくことにする。その際、

日本の最低賃金額とほかの先進諸国を比較し、さらに日本の生活保護との比較によって、ど

の程度の保障の手厚さなのかという観点から検証してみることにする。 

 

2-1 最低賃金額に関する国際比較 

日本の最低賃金額は国際的にみてどの程度の位置にいるのだろうか。それを示すものとし
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て、その実態が下の図１より読み取れる。図 1 は、OECD 諸国のいくつかの間において、

米ドル換算の最低賃金額とフルタイム労働者の平均賃金に対する比率を比較したものであ

る。この図 1よりわかることは、日本の最低賃金は、 OECD諸国の中で相当の下位にある

点である。米ドル換算の最低賃金額に関しては 10番目であるものの、フルタイム労働者の

平均賃金に対する比率は、下から 4 番目である。このデータより最低賃金額の設定が相当

抑えられていることがわかる。 

 

図 1 最低賃金の国際比較 

 
 

2-2 「逆転現象」について 

 「逆転現象」については、冒頭でも少し触れたがここでより深くその実態に関してデータ

を用いて検証することにする。それをあらわすデータとして、下に図を載せた。図 2 は、

地域別の生活保護費（生活扶助基準 (1類比+2類比+期末一時扶助費)+住宅扶助)と最低賃

金額の比較をグラフで表している。この表から読み取れるのは、最低賃金額のほうが、生活

保護制度による支給額よりも低くなっていることである。橘木によれば、これは以下の 2

点を考慮して異常である。 

 

第一に、生活保護制度による支給額は、人が最低生きていけるだけの生活費保障 

を念頭にして算出している。もとより、最低生活水準の設定はさまざまな要因が 

からむだけに、簡単な作業ではないが、最低賃金額が生活保護支給額より低いと 
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いうことは、最低賃金制度が生きていくだけの生活費を支給していないと理解す 

ることが可能である。第二に、最低賃金を受け取る人は労働をしているのに対し 

て、生活保護を受けている人は労働をしていない人が圧倒的に多い。高齢者や傷 

病者のように働けない人が生活保護を受けている人の大半を占めるので、その可 

能性が高いのである。労働している人の受け取り分が、労働していない人のそれ 

より低いのは、人関心理として理解が困難であるし、勤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) 

このような理由から、本来は最低賃金額のほうが生活保護支給額よりも高いことが正常で

あるといえる。しかし、このような現象が実際に地域によって生じているということは、生

活保護支給額が高いということもあるかもしれないが、むしろ現在の最低賃金額が低すぎる

ことが原因なのである。  

 

図 2 地域別の生活保護支給額と最低賃金額の比較 

 
2-3 最低賃金額での生活実験 

前節では、最低賃金額が生活保護受給額を下回るという「逆転現象」について考察した 

うえで、現行の最低賃金制麗に問題があることは述べた。しかし、現在の最低賃金制度は低

すぎるという論拠を主張するには、これだけでは足りない。なぜなら、その最低賃金額で憲

法 25条の定める「健康で、文化的な生活」が可能ならば、それが最低限の保障が出来てい
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ないことにはならないからだ。そこで、最低賃金額で一般人が生活できるかを検証した実験

が 2004年に北海度で行われていた。 

 

北海道では北海道総連合の 26世帯が、2004年 2月に行ったものである。最低賃 

金額 (105、560円)で生活できるかどうかを試みたが、単身の女性 1人と夫婦 1 

組だけが成功で、残りは生活が出来なかったと報告されている。(橘木、 2004：173) 

 

この実験例により、生活費を最低に抑えたとしても生活ができなかったことを示しており、

最低賃金額で人が生きていくことは不可能であるという結論が導かれる。よって、現行の最

低賃金制度は最低限度の生活を保障する制度とは言えないことになる。 

 

2-4  健康で文化的な生活を送るには収入はどれくらい必要か? 

最低賃金額では、憲法 25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることが不

可能に近いことを前節で述べた。ここで、ある 1 つの疑問が生じることになる。それは、

その憲法 25条で定めるような生活を送るには、いったいどれくらいの収入が必要になるの

だろうか。これを調査した青木 紀氏の著書「現代日本の貧困観」から抜粋し、要約して以

下に示すことにする。 

「夫 45歳、妻 42歳、子ども高校 2年生、中学校 2年生といった家族形態を想定したと

き、健康で文化的な最低限度の生活を送るための年収はいくら必要だと思うか。」という質

問を数人に対して青木氏が行ったところ、年収 600万円以上と答えた割合が 29.9％と、も

っとも高かった。(青木、2010) 現在の民間企業に勤めるサラリーマンの平均年収を考える

と、市民が必要とする最低限度の生活基準は高いことがこの調査からわかる。無論、最低賃

金額ではたとえ夫婦共働きであってもこの収入には届かない。 

 

第 3節 最低賃金をあげればいいのか? 

第 2 節では、現在の最低賃金が低すぎることを問題点として、「逆転現象」の実態や最

低賃金額での生活実験に触れ、言及してきた。以上のことでわかったことは、現在の最低賃

金額では、とてもではないが人として最低限の生活はできないということだ。それでは、最

低賃金を現在よりも上げることが最低限の生活を保障することになるのだろうか? 

2009年に民主党が政権交代を果たした際のマニフェストとして、最低賃金額を全国平均

1000円まで引き上げることを主張したのは記憶に新しい。その目的は、「雇用を守り、格

差を是正する」ことである。さらに、時給 1000円の引き上げとともに、パート・契約社員
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を正社員と均等の待遇として、フリーター・ニートの就職支援もうたっている。これらの民

主党マニフェストのように、政策として最低賃金が上昇すれば短期的な視点で見れば、現在

の最低賃金ギリギリで働いている労働者の生活は、今より改善される可能性が高いだろう。

しかし、長期的な視点でみたとき本当に労働者の雇用と生活は守られるのであろうか? 

この第 3 節では、最低賃金を上げたときに生じる問題点、デメリットについて言及して

いく予定である。 

 

3-1 最低賃金をあげるデメリット 

民主党のマニフェストのように最低賃金額を全国平均 1000円まで上げた場合に、どのよ

うな問題が生じるのか。この点に関して、橘木によれば問題点が 4つあると主張する。 

第一に、長期の不況によって最低賃金額の上昇は企業の労働費用を上げる可能性 

が高いので、今の企業は乗り気ではない。第二に、政労使の合意として、最低賃 

金アップによって企業倒産を招くことがあってはならないというのがあるので、 

最低賃金審議会における論議においても、それが配慮されている。この事実は過 

去の最低賃金審議会の文書を読むことから明らかである。第三に、審議会におけ 

る労働組合の代表である連合は、大企業で働く男子フルタイマーが主たる構成な 

ので平均賃金はかなり高く、女性パートタイマー、若者、中小企業で働く人の賃 

金決定にさして関心がない。あえて皮肉をいえば、最低賃金のアップによって自 

分達の賃金が下げられることを恐れているのかもしれない。第四に、もっとも論 

争になりうる話題ではあるが、最低賃金の上昇は失業者を新しく雇用する確率を 

下げるし、場合によってはすでに雇用されている人の解雇につながりかねない。 

いわば雇用の確保にとって悪影響があると予想され、不景気で失業率の高い時期 

では特に進められない政策である。むしろ不景気時は最低賃金の下降策すら提案 

されかねない。 (橘木、2004：184) 

  

このように、最低賃金をあげる効果は長期的な視点で見れば、労働市場に悪影響を及ぼし

かねない。しかし、最低賃金の上昇が失業率の上昇をもたらすか否かについての論議は  

多くの国でなされてきた。橘木によれば、「日本においてもこの効果を理由にして、経営側

は雇用にマイナスの効果があると主張してきた。残念ながら日本でこの効果があるのかどう

か、あるとすればどの程度のマイナス効果なのか、ほとんどわかっていない。最低賃金制度

への関心の薄さもあって経済学上の分析もほとんど存在しないのである。」(橘木 2008：

183)としている。これによれば、日本での最低賃金の上昇が失業率の上昇をもたらすか否
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かについては、これからのそのことについての研究がなされない限り、わからないのである。

しかし、ごく一般的な経済学の常識に従えば、最低賃金のアップは労働コストを上昇させる

ので、雇用にマイナス効果があるとみなすのは自然である。実際そうなるとはわからないが、

もしそのような事態になれば、たとえ賃金が上がったとしても失業が増えれば、本末転倒で

ある。 

 

第 4節 本稿の立ち位置 

ここで、私が本稿で主張したいことを今まで述べてきたことを踏まえて整理することにす

る。まず、本稿は現在の最低賃金制度に問題点があるのではないかという私の問題意識に、

端を発していることをここで確認しておく。第 2 節では最低賃金が低すぎることを問題点

として主張してきた。現在の最低賃金額では憲法 25条に規定する「健康で文化的な最低限

度の生活」が守られない。最低賃金法が労働者の最低限の生活保障を語っているとするなら

ば早期にその改善がなされる必要がある。しかし、第 3 節では単に最低賃金をあげるだけ

では問題点が生じることを、橘木氏の文献を引用しながら述べた。最低賃金を上げれば、現

在の日本で失業率が必ず増加するとはいえないが、その可能性は高い。その為に、民主党の

マニフェストのように最低賃金を急に 1000円まであげるのはあまりにハイリスクである。 

これらを踏まえたうえで、私は本稿においてある政策を提言したい。それは「勤労給付付

き税額控除」である。この政策は、現在の最低賃金制度の「穴」になっている労働者、特に

女性労働者や若者を救うセーフティネットとしての機能を果たす。要するに、最低賃金制度

と複合的に使うことによって、守られない労働者の最低限の生活を保障しようとするもので

ある。以下、第 5節でその概要、可能性について言及することにする。 

 

第 5節 勤労給付付き税額控除 

最低賃金を上昇させたとしても、失業率が上昇し、さらに労働者の生活が守られないこと

になりかねない。そこで、私が政策として提言するのが「勤労給付付き税額控除」の導入で

ある。勤労給付付き控除は、現在アメリカやイギリスで導入されている政策である。その定

義としては「一定以上の勤労所得のある世帯に対して、勤労を条件に税額控除を与え、所得

が低く控除し切れない場合には還付(社会保障給付)する。税額控除の額は、所得の増加とと

もに増加するが、一定の所得で頭打ちになり、それを超えると逓減し最終的には消失する。」

という制度である。(森信茂樹、2008) 

その目的としてあげられるのが、 

・フルタイム契約で働いているにもかかわらず所得が少ない人に対し、最低生活費を保証す
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ること。 

・低所得者層への財政的支援を行うとともに就労インセンティブを促進すること。 

・低所得者層の経済的自立を図り、ワーキングプアを解消すること。 

である。 

この勤労付き税額控除と最低賃金制度は相性が良い。給付付き税額控除を導入すると企業

は低賃金労働者の賃金を今までより抑制することが予想される。なぜなら政府が賃金保障を

行うことにより新たに保障された分の額を企業がカットする可能性があるからだ。この事態

を避けるためには企業が負担する賃金保障がなければならない。もし、最低賃金制度がなか

ったらという状況を想定すると、企業は賃金を思うままに下げるといった事態が生じかねな

い。よって、勤労付き税額控除と最低賃金制を複合的に導入することによって、双方のメリ

ットが発揮できる環境になるのである。 

 

おわりに 

現在の最低賃金法は、憲法 25条の定める「健康で文化的な最低限の生活」を保障できて

いない。とはいっても、民主党の掲げるマニフェストのように、即座に 1000円まで賃金を

あげてもいいのであろうか?それに関する研究や関心が今の日本に少ないのは確かである。

しかし、それがもたらす効果もわからずに、政策として実行しようとする民主党に私は待っ

たをかける。まずは、その影響を国民にわかりやすく説明するべきである。また、賃金を上

げるよりも、実際にアメリカや韓国で導入されている「勤労給付付き税額控除」を私は推し

たい。今後は、もっと日本で最低賃金制度の関心を高めるためにも、政府による社会保障政

策論議の活発化、またそれに対する国民の理解が求められるように思う。 
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ネットカフェ難民とベーシック・インカム 
清水彬博 

 

序論 

本論では所謂『ネットカフェ難民』と呼ばれる生活状況にある者が、一定額のベーシック・

インカム(以下 BI)により生活状況を改善することが可能であるかについて論じる。私がこ

のテーマを扱ったきっかけは後述のドキュメンタリーを見て恐怖を覚えたためである。ネッ

トカフェ難民と呼ばれる彼らは低所得で劣悪な生活環境に置かれており、また住所不定であ

るために旧来の社会保障制度から弾かれている存在でもある。収入を失った都市に生きる若

者の困窮ということで、決して縁遠い話ではない。一見安定した生活を送っていたとしても

一度転んでしまえば貧困の底に転がり落ちてしまう、そのような社会に強力なセーフティネ

ットが必要ではないかと考え本論を書くに至った。 

第一節ではネットカフェ難民の定義と現状を厚生労働省の調査結果を用いて説明する。こ

れにより解決すべき現在の問題を明確にする。第二節ではこれらの問題を BIがどう作用す

るか、望ましい給付方式など解決方法について論じる。そして第三節では予測される反対論

拠など今後の課題、展望について考える。 

 

第一節 ネットカフェ難民の現状 

『ネットカフェ難民』という呼称は 2007年 1月 28日、日本テレビ系列の『NNNドキ

ュメント』にて作られたものである(日本テレビ、2007年)。この番組では複数のネットカ

フェを泊まり歩き、一定の住居に定住することのない若者たちを、国を持たない難民になぞ

らえネットカフェ難民と名付けている。この呼称が一般に定着し、ネットカフェを主な住居

とする者たちを他のホームレスなどと区別し、ネットカフェ難民とカテゴライズする認識が

一般化した。 

ネットカフェ難民の特徴として所謂路上生活者のようにテントや段ボールハウスといっ

た仮の住居を屋外に構えるのではなく、ネットカフェやファストフード店、サウナなど安価

で宿泊することができる施設を点々としているところである。大阪釜ヶ崎の日雇い労働者が

職業安定所で仕事を探し、簡易宿場に泊まっていた形態が、現代のライフスタイルに変わっ

たものとも言える。携帯電話で派遣業を行いネットカフェに泊まることで表面的にはホーム

レスには見えないが、見た目が変わった現代の新たなかたちのホームレスであり、貧困問題

を考える上で重要なターゲットである。 
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ネットカフェ難民の生活は常にパブリックな空間にあるため、安全上健康上の問題が多い。

ネットカフェでは置き引きなどのトラブルが多く発生する。また集団が通気性の悪い空間に

いることで、結核などの感染症の危険が大きいことから見た目ほど安全快適に過ごしている

わけではないのだ。 

 厚生労働省は 2007年にこの状況を鑑み、「住居を失いインターネットカフェ・漫画喫茶

等の店舗で寝泊まりしながら不安定就労に従事する「住居喪失不安定就労者」等の実態を、

店舗利用者に対する調査を通じて明らかにする」として実態調査を行っている(厚生労働省、

2007:1)。 

 

以下にそのデータを示す。 

  
(厚生労働省「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査報告書」2007/8、p13) 

 

この表から読み取ると(1)ネットカフェを常連的に利用し(2)住居を喪失している者は全

国で 5400人に上ることが分かるが、この調査結果はネットカフェ店舗が回答を行っている

ため、実態はより多く存在するものと推測される。 

本論では厚生労働省の定義に従い、この条件に当てはまる者をネットカフェ難民とみなす。

上記のとおりネットカフェ難民の多くは東京、大阪等の大都市に多く見られる。これは非正

規雇用ながら働き口が比較的探しやすいという理由と、ネットカフェやサウナなどの簡易宿

泊施設が豊富にあるために都市部に偏っていると考えられる。 

ネットカフェ難民は一定の住所を持たず、住民票を持たない。住居喪失の原因の多くは失

業により家賃が払えなくなったケースであり、そのままネットカフェ等に住み続けることに
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なる(厚生労働省、2007:25)。現在の日本の雇用体系が定住する住所の存在を前提として

いることにより、住所不定では定職に就くことができず安定した収入を得ることができない

ため、派遣業や短期のアルバイトで収入を得ることになる。しかし、マンションを借りて住

居を持つためには敷金礼金や保証人などのハードルがある。そのために非正規雇用の収入と

社会的信用で住居を確保することは難しい。さらには翌月の給料日までの生活費も無い場合

は、目の前の金欲しさに短期の仕事を行うほかなくなってしまい求職活動や職業訓練に取り

組む余裕も無く、さらに泥沼にはまってしまう(厚生労働省、2007/:35)。 

これらの要因が重なりネットカフェ難民の状態から脱することができない負のスパイラ

ルに陥っている。これらは労働市場が解決すべき雇用の問題と言えるのだが、リーマンショ

ックに伴った不況により改善することは難しいため、何らかの是正策が必要である。 

また住所不定であるために発生する大きな問題がもうひとつあり、それは生活保護である。

厚生労働省の調査によるとネットカフェ難民の平均月収は東京で 10.7万円、大阪で 11.3

万円と現行の生活保護以下の収入により生活している者が多いのだ(厚生労働省 2011)。 

生活保護が憲法に定める健康で文化的な最低限度の生活を送る必要額を支給しているに

もかかわらず、彼らがそれ以下の収入しか得られないのであれば生活保護システムを利用す

べき立場にあるといえるだろう。しかし受給の前には住所不定という壁がある。住所不定で

あれば受給できないというわけではないが現在の生活保護をとりまく状況は厳しい。最後の

セーフティネットといえる生活保護は申請主義であり、主たる住居を置く市町村が管轄して

いる。そのため確実な住民票がない場合はどの市町村が給付を行うべきかがはっきりとせず、

たらいまわしになるケースが少なくない。そもそもネットカフェ難民は就労能力が欠けてい

るために収入が少ないというわけではなく、前述の負のスパイラルに陥ったために抜けられ

ないケースが多い。この場合は窓口にて生活保護申請を断られることが多く、生活保護制度

が現状に即したセーフティネットとして機能していないといえる。 

上記に関連した問題点だが、リーマンショック以降の大不況にある日本において先行き不

安はぬぐえないものとなっている。実家を遠く離れ都会で働くことになったとしても何らか

の理由で一度失業し、蓄えを失ってしまえば誰もがネットカフェ難民になるかもしれない。

例え大企業に入社したとしても、リストラや倒産により転んでしまえば負のスパイラルに飲

み込まれる危険性は往々にしてある。このリスクが付きまとう中での非正規労働者は常に心

のどこかで不安を抱えて働かなくてはならない。転職や企業といったリスクの高い行動への

恐れは強くなるだろう。これでは社会全体の生産性も上がらないため、労働市場の改善も遠

のくであろうし、何よりも労働者の精神衛生上大変悪い。誰もが安心して労働に取り組める

ように、この閉塞した状況を打開し安心を勝ち取れる強いセーフティネットが必要であると
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考えるため、二節にて BIを提案する。 

 

第二節 BIによる解決 

まずベーシック・インカム(BI)について説明しよう。私は BIを『社会の全構成員個人に

対し一定額の現金を無条件で定期的に給付する』と定義する。例えるならば日本の全国民が

毎月 8万円を無条件に受け取れる、このような制度である。現行の生活保護と同額の 8万

円が毎月無条件で受け取れることで最低限の生活が保障され、失業や傷病などのトラブルを

恐れることなく皆が自分に合ったライフスタイルを送ることができる。 

これは申請主義を取る現行の生活保護とは異なりもらい漏れや受給することに対するス

ティグマといった問題を解決することができ、より強力なセーフティネットとして我々の生

活を支えることができるだろう。スティグマとは生活保護を受給することに対する抵抗であ

る。若くて働くことができるのに生活保護を受けているという事実は、受給者とその周囲に

少なくない偏見をもたらすことになる。それは生活保護が持つ最後のセーフティネットとし

ての機能を大きく阻害しているものと言える。BIはすべての国民が当たり前に受給するた

めに奇異の目で見られることも恥じらいを覚えることもなくなり、スティグマの弊害を受け

ることはまったくない。 

BIの財源が当然に気になるところだが国民一人当たり毎月 8万円を受け取る場合は 8

万円×12ヶ月×1億 2千万人≒115兆円 となる。所得税に財源を求めた場合は所得控除

無し累進課税無しの一律 45パーセントでまかなうことができる計算である。詳しい説明は

本論の趣旨と異なるために書かないが低、中所得者層においては BIにより所得増になる世

帯が多くなる 

いよいよ前述したネットカフェ難民の抱えている問題にどのように作用するかを論じて

いこう。まず先ほどから言及している生活保護の機能不十分の問題に対してだが、これは

BI導入により大きく改善できる。国民全員に給付されるためにスティグマが無いのは前述

の通りであり、水際作戦による受給漏れという生活保護が抱える問題を解決できると考えら

れるが、そのためにはいかにして全員が漏れなく受け取れるかが問題となる。 

今後においてネットカフェ難民が発生しないようにするためには、制度の始めだけに確実

な給付をするのではなく恒常的に給付を受けられるシステムが必要である。住所を持たない

ネットカフェ難民が受給するためには、生活保護と同様の自治体による直接給付では不十分

だと考える。国が銀行を通じ BI用の口座を設け、静脈認証や網膜認証によるはっきりとし

た個人識別を行う手段が最も確実ではないだろうか。生活保護の場合は偽装離婚による不正

受給の問題があるが、一人ひとりが自分の口座から定額を受け取ることができるために、不
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正受給や本人に現金が届かないという問題はなくなり、確実で安定した給付ができるだろう。 

全国民の更なる個人情報を政府が管理するとなると抵抗がある人も多いかと思うが BIの

制度趣旨としては現金を受給することで個人が自分の生活をコントロールするという自由

主義に基づいたものである。そのため国民生活に対する干渉の少ないシステムと言える。 

最大の問題である負のスパイラルに対してであるが、これは BI受給による所得安定化が

住居の確保を容易にすることで解決できる。 

厚生労働省調査東京平均月収の 10.7万円のネットカフェ難民が月 8万円の BIが支給さ

れた場合、所得税 45パーセントを考慮した月収 4,8万円と合計し 12.8万円となる。家賃

を 3万円、敷金礼金で 3万円としても合計 6万円となり住居を借りることは難しくない計

算である。残る生活費はおよそ 7万円だが元々寝泊り以外に使用していた額が平均して 8

万円のため、決して苦しい生活になるとは言えないだろう。さらにこれは入居する月だけで

あり、翌月以降はより安定した生活が送れる。 

その後に安定した雇用を得られなければ解決とはいえないのだが、求職に関しても BIが

有効に機能する。求職活動に関する問題で職業訓練を受けたいが受けられないという意見が

多く、さらにネットカフェ難民には高卒や高校中退が多く含まれているため十分に職業訓練

を積んでいないケースが多かった。確かに現状も就労支援金は存在するが、生活保護に含ま

れるため前述の住所不定による受給不可が起こっているため機能していないのだ。 

BIは生活保護と異なり使途が限定されていないため、職業訓練に用いることも可能である。

よって BIにより住居と職業訓練を得ることで正規雇用への道が開けより多くの収入を得る

ことができる、こうして負のスパイラルを脱することが期待される。 

 

第三節 更なる問題点と今後の展望 

第一節で明らかになった問題点に対して第二節では BIによる解決法を提案したが、依然

として残っている問題がある。 

まずは生活保護が必要な人間すべてに行き渡るように作り直せば BIに頼る必要もなく、

より低予算での支援ができるのではないかという反論が予想される。確かにシステムを作り

直せば住所不定の問題は改善することができるだろう。しかし生活保護が貧しくなった人を

助ける制度、という目的で存在する限りスティグマを拭うことはできないだろう。さらにど

んな審査基準を設けたとしても収入による審査は不可欠であるため、結局のところ窓口の判

断に生殺与奪を握られていることになるのではないか。つまり生活保護を制度趣旨から変え

ない限り根本的な解決にはならず、BIに及ばない点があるのは明らかである。 

次に BIを受給し安定した住居を得ることができたとしても、ネットカフェ難民は果たし
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て働く意思を持っているのか。BIと短時間の非正規雇用により生活を維持することで、BI

制度にもたれかかって生きるかもしれないという問題である。 

ネットカフェ難民が安定した生活を送ることは重要だが、そこをゴールとするのではなく

あくまでも自らの収入による自立を目標とすべきである。しかし結論から言うとこの問題に

対して明確な答えは無い。厚労省の調査報告書によるとネットカフェ難民の 6割強はより

安定した雇用への求職活動を行っていると回答しているが、仮に BIにより収入が安定して

しまったときにどういう行動をとるかについてのデータは無いためである(厚生労働省、

2007/:34)。 

しかし BIは生活保護と異なり収入が増えたとしても給付額が減額されるわけではなく、

45パーセントの所得税がかかるものの働いた分の収入を上乗せすることができる。全員が

BI受給後に働く意欲を持っているとは考えにくいが、就労意欲を持ちながら失業などによ

り負のスパイラルから抜け出せないでいる者であれば BIを受けた上でも就労意欲は失わな

いだろう。いずれにせよ BI導入後のネットカフェ難民が無事に仕事を得て、負のスパイラ

ルを抜けた上で社会を支える側に回るための道筋となるシステム作りが今後求められる。 

これまで述べた BI制度はセーフティネットであるため自立のための働き口が無くてはな

らない。こればかりは社会保障システムにより改善できるものではないために企業の非正規

雇用に対する姿勢を改める必要があるだろう。BIは膨大な予算を必要とする上に導入後の

国民のインセンティブがどう動くかはわからない、正しい雇用政策なくしてこの貧困問題を

解決することは難しい。 

以上のことから BIはネットカフェ難民の苦境を救うことはできるが完全な自立を促すこ

とができるかについてはっきりとしたデータはなく、制度にぶら下がるものを生むように見

えるかもしれない。しかし、衣食足りて礼節を知るという格言もあるように、安定した生活

基盤を国家が提供する必要があることに変わりはない。そのためにも BIによりネットカフ

ェ難民を救う必要があるのだ。 

実際に BIを受けた者が貧困を脱するかどうかについてここまで論じたが、いつ自分が貧

困に陥るかもしれないというリスクと不安が社会全体に広く満ちている中ではセーフティ

ネットの存在が大きいことも再三にわたり述べてきた。実際に誰もがネットカフェ難民とな

り、BIに救われるということは無いだろう。しかし BIという転ばぬ先の杖が安心を与える

ことで目の前の仕事に取り組むことができるようになるのではないか。そうした安心が社会

の生産性を上げることも懸念されるため、貧困にある者にだけが BIの恩恵を受けるのでは

い。国民全員が自分の“もしも”を考えるのであれば、BIを導入することを真剣に考えるべ

きである。 
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ベーシック・インカムと行政コストの削減 

――尼崎市の場合―― 
杉原竜太 

 

第一節 序論 

 ベーシック・インカムは現行の社会保障制度ほど複雑ではなく単純性が高く行政にとって

も利用者にとってもわかりやすいとされ、ベーシック・インカムは資力調査や稼働能力調査

なしに支払われる点で現行の社会保障制度とは大きく異なる特徴を有している。資力調査や

稼働能力調査がなくなることにより、一連の行政管理やそれにかかる費用が削減される。例

えば、現行の日本の生活保護では給付を受けるためには、所得や資産などを調べる資力調査

を受けなくてはならず、稼働能力の有無も問題となるのである。このように資力調査や社会

保険記録の管理といった現行の行政手続の多くは不要となり、すなわち国家・地方を問わず

公務員の人数そのものや無駄な予算を減らすことができるであろう。全ての個人に遍くベー

シック・インカムが支給される場合、山森氏によれば、「現行制度がもつ、収入が途絶えた

ときの生活保障の基礎部分にあたる、基礎年金や雇用保険、生活保護の大部分は廃止されて

ベーシック・インカムに置き換わる」(山森 2009:10)。また、子ども手当ても置き換え可

能となる。これらの制度がどのように代替され得るか、といった点に言及する前に、そもそ

もベーシック・インカム制度とは一体何なのかを説明したい。 

 ベーシック・インカム（Basic Income）とは、すべての個人に対して無条件かつ定期的

に支払われる所得のことで基本所得とも呼ばれる。基本所得と言われる通り、ベーシック・

インカムの支給により人間として不自由のない最低限度の生活を営むことのできる額（おお

よそひと月当たり 7～10 万円）が支給される。最低限度の生活や支給額については様々な

意見があるが、ここでは割愛したい。かつてベーシック・インカムは政治思想や社会保障の

研究者や市民運動家たちに知られていたが、国政レベルの政策として、新党日本が選挙の際

のマニフェストに組み込んだことや、テレビやインターネットブログなどで著名人が唱えだ

したことから、我が国では広く注目を集めることとなったのである。この制度の大きな特徴

として、「全員に無条件に給付する」ことが挙げられる。ここでの無条件とは、年齢、性別、

職業、住所、所得、資産等に関係なく支給されることを意味する。ここで、ベルギー出身の

哲学者，政治経済学者であり、ベーシック・インカムの提唱者として知られる P,ヴァン・

パリース氏によれば、 
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すなわち，ベーシック・インカムとは，(1)その人が進んで働く気がなくとも，(2)その

人が裕福であるか貧しいかにかかわりなく，(3)その人が誰と一緒に住んでいようと，

(4)その人がその国のどこに住んでいようとも，社会の完全な成員すべてに対して政府

から支払われる所得である。(P,ヴァン・パリース 2009:56) 

 

こういった「無条件給付」という特徴が、現行の社会保障制度とベーシック・インカムの大

きな違いであり注目すべき点である。また、アイルランド政府が 2002年に出した「ベーシ

ック・インカム白書」では鍵となる特徴として、以下の諸点を挙げている。 

 

(1)現物（サービスやクーポン）ではなく金銭で給付される。それゆえ、いつどのよう

に使うかに制約はない。 

(2)人生のある時点で一括で給付されるのではなく、毎月ないし毎週といった定期的な

支払いの形をとる。 

(3)公的に管理される資源のなかから、国家または他の政治的共同体（地方自治体など）

によって支払われる。 

(4)世帯や世帯主にではなく、個々人に支払われる。 

(5)資力調査なしに支払われる。それゆえ一連の行政管理やそれにかかる費用、現存す

る労働へのインセンティブを阻害する要因がなくなる。 

(6)稼働能力なしに支払われる。それゆえ雇用の柔軟性や個人の選択を最大化し、また

社会的に有益でありながら低賃金の仕事に人々がつくインセンティブを高める。（山森 

2009:22-23） 

 

 要するにベーシック・インカムはすべての人が生活に必要な所得を無条件で得る権利があ

る、というものである。ここでは山森氏の著書に挙げられた特徴の(5),(6)の「資力調査な

し」「稼働能力なし」といった点に着目し、以下の節では、置き換え可能な現代の社会保障

制度について触れ、実際にベーシック・インカムが導入された場合、地方自治体レベルでは

どれほど行政コストを削減でき得るのか検討していきたい。 

 

第二節 ベーシック・インカムへと置き換え可能な社会保障制度の概要 

1,生活保護 

生活保護制度とは厚生労働省によると、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮

する者に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保
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障し、その自立を助長する制度である。また支給される保護費は、地域や世帯の状況によっ

て異なる 5とされ、生活保護を受けるための要件や内容は厳格に定められている。それゆえ

に生活保護制度には申請主義と資力調査がつきまとい、先程も述べたところではあるが、生

活保護を受給するにはまず自ら申請しなければならず、そして所得や資産を調査され受給資

格があるかどうか審査される。更に生活保護を受給した後にも生活に関する確認を受けると

同時に、働いて収入を得た場合には生活保護受給額が減額される措置が講じられることにな

る。現在わが国では生活保護の相談・申請窓口は、居住地域を所轄する福祉事務所の生活保

護担当であり、福祉事務所は、市（区）部では市（区）が、町村部では都道府県が設置して

いる。昨今の厳しい経済情勢を反映して生活保護世帯数が増加する状況の下、自治体により

けりではあるが、福祉事務所の負担も重くなり、より多くの人員を割かざるを得なくなって

きている。このように一人の市民が生活保護を正式に受給できるまでの過程だけでなく、受

給後においても自治体の職員が関わっているのがわかる。ベーシック・インカム導入によっ

て、受給者に支払われている莫大な生活保護扶助費を丸々ベーシック・インカムの財源へと

置き換えられる。また、既存の生活保護制度が抱える問題である、行政による生活保護費の

支払い拒否や、不正受給といった事例を避けることができるであろう。 

 

2,雇用保険 

雇用保険制度とは厚生労働省によると、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため

に、失業してしまった者や教育訓練を受けている者等に対して、失業等給付を支給する制度

である。また、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等をはかるための二事業を行っている 6。雇用保険法に定め

られた雇用保険事業（失業等給付と二事業）を行うために国が運営する保険制度として知ら

れ、ハローワークという呼称が一般的な公共職業安定所にて事務手続等が行われる。公共職

業安定所は厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関であり、職員は

一部の非常勤職員を除き国家公務員から構成される。こちらも生活保護制度と同様に、給付

の申請から実際に給付が開始されるまでに多大な人件費がかかっているといえる。ベーシッ

ク・インカム導入により、被保険者の失業の認定やそれにともなう煩雑な業務が廃止され職

                                                  
5 厚生労働省,http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html,参照訪

問日 2011/01/29 
6 厚生労働省,http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html,参照訪問日 

2011/01/29 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B1%80
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員数の削減につながるであろう。 

 

3,年金 

年金制度は、旧社会保険庁（2010年 1月 1日廃止）によれば、日本の年金制度は、国民

年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金など被用者年金からは、

基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるという、二階建ての年金給付のしくみを

とっている 7。とあり、年金制度は老後生活の基盤としての所得を社会全体で支え、かつリ

スクを分散するシステムとして登場したのである。ここで問題となるのは一階部分である基

礎年金部分であり、この部分がベーシック・インカムに置き換えられる。年金を広く取り扱

っているのは旧社会保険庁の後身である日本年金機構であり、旧社会保険事務所の後身の年

金事務所においては、市町村の年金関連の部署と連携をはかり、業務にあたっている。ベー

シック・インカム導入により、制度移行に煩雑な作業がかかり直ちにこれらの組織を廃止す

ることは不可能だと推測されるが、日本年金機構ないしは市町村における年金関連部署の行

政コストは削減できるといえる。また現行の年金制度が抱える、消えた年金問題や年金の申

請漏れなど、国民生活に直結する諸々の問題は、ベーシック・インカム導入により解決され

る。 

 

4,子ども手当 

子ども手当制度がどういった趣旨を持っているのか触れていく。厚生労働省によれば、子

ども手当は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するという観点から実施するもので

ある。子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの健やかな

育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施するものであ

り、子どもを安心して生み育てることができる社会の構築に向けた大きな第一歩であると考

えています 8。」とあり、平成 22 年度は中学校終了までの子ども一人につき月額 1 万 3 千

円を、子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている父母等に支給されていた。P,ヴァン・

パリース氏によれば、子どもへのベーシック・インカムの支払いについて、「一部の論者を

除いてはベーシック・インカムを生存の始点から終点に及ぶ権限と考えるため、児童手当を

                                                  
7 社会保険庁,http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/seido01.html,参照訪問日 

2011/01/29 
8 厚生労働省, http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100407-1.html,参照

訪問日 2011/01/29 
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完全代替するシステムと考えている」（P,ヴァン・パリース,2008）とあり、その性質上、

子ども手当制度が児童手当制度に取って替わった制度であると言えるので、子ども手当はベ

ーシック・インカムへと置き換え可能だといえる。また、子ども手当だけでなく、父母が離

婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のため

に、地方自治体から支給される児童扶養手当も同様にベーシック・インカムへと置き換え可

能である。 

 

第三節 尼崎市にてベーシック・インカムを導入した場合 

1,尼崎市とは 

では、地方自治体にてベーシック・インカムを導入した場合、どれほど行政コスト（人員

コスト）を削減できるのか検討していく。ここでは尼崎市での導入をシミュレーションして

みるとする。 

 そもそも尼崎市とは、兵庫県南東部に位置し、南は大阪湾に面し、西は西宮市、北は伊丹

市、北東は豊中市、東には大阪市が隣接しており、市域は大阪平野に含まれる。人口は 2011

年 1月 1日現在、453,442人であり兵庫県下第四位の規模の人口を誇り、政令指定都市に

準じた事務の範囲が都道府県より移譲される中核市として位置づけられている。市に務める

職員数はおおよそ 3300人程で、消防局や教育委員会、水道局、交通局等々を除いた、いわ

ゆる「市役所」で勤務する職員は約 2000人程度となっている。昨年 4月には、「兵庫県尼

崎市に住む韓国人男性が 554 人分の子供手当を申請し、市は厚生労働省に相談し受付を拒

否した報道 9」が話題となった。具体的なデータとしては市のホームページ上にて尼崎市の

人事行政の運営について、職員の給与や職員の数、勤務条件などの状況を取りまとめた「人

事行政の運営状況について」といった資料を参考にしつつ、また実際に市に問い合わせて入

手した平成 22年 4月 1日現在における、所属別職員数のデータを参照しながら、一体どこ

の部署の職員をどれほど削減できるのか、ということについて以下では検討していくとする。

ここでは下部に示した、尼崎市役所平成 21年度組織機構図を参考にしていく。 

 

                                                  
9 47NEWS, http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010042401000239.html,参照

訪問日 2011/01/29 
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出所：尼崎市役所平成 21年度組織機構図, 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/024/s

osiki/sosiki_03.pdf 



63 
 

2,生活保護担当では 

まず、生活保護制度は尼崎市役所においては健康福祉局、福祉事務所内の保護管理担当

課、保護第 1 担当課、保護第 2 担当課が生活に困っている人、医療費などに困っている人

のために最低限の生活を保障するために業務を行っている。彼らは一般的にはケースワーカ

ーないしは現業員と呼ばれ福祉事務所で現業を行う職員であり、現業員とは、相談援助の第

一線で働く職員のことです。これには、生活保護だけではなく、障害者や児童、高齢者の相

談業務を担当する職員も含まれるとされ、通称であるため、本来なら役所内での言葉で終わ

りそうだが、行政機関で福祉関係の相談業務に従事する人数が相対的に多いためか、「福祉

を中心に生活の相談にのる人」の通り名として一般的に使われている。現業員は生活上の問

題をかかえた人たちの家庭訪問をして実態を調べ、生活保護受給後のアフターケアも考える

仕事であり、毎日こうしたケースの家庭訪問に出かけている。社会福祉法では、市部では被

保護世帯 80世帯に 1人、町村部では 65世帯に 1人を配置することを標準数として定めて

いる。ところが、市のホームページを参照すると、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数

は 100 世帯を超えており、本来なされるべき人事配置とはなっておらず、生活保護世帯数

が増加する中、尼崎市においては益々ケースワーカーに他市と比較すると非常に多くの人員

を割くことになると推計される。このような状況の下でベーシック・インカムを導入すれば、

生活保護担当であるケースワーカーとして働く職員を削減できる。平成 22年 4月 1日現在

では、福祉事務所保護管理担当に 20 人、保護第１担当に 48 人、保護第２担当に 55 人務

めており、合計 123人（①）である。 

 

3,年金担当では 

 年金制度は尼崎市役所においては環境市民局、市民サービス室、国保年金管理担当と国保

年金担当がその名の通り、国民健康保険の加入、脱退と保険料の計算、減免だけでなく、国

民年金の加入、脱退、保険料免除に関する業務を行っている。平成 22年 4月 1日現在では、

国保年金管理担当に 6人、国保年金担当に 47人務めており、合計 53人である。ところが、

当部署においては全員が年金に携っている訳ではなく、国民健康保険の業務に就いている職

員もいるため、ここでは先の 53人の約半数である計 27人（②）の人員コストを削減でき

ると仮定する。 

 

4,子ども手当担当では 

 子ども手当制度は尼崎市役所においてはこども青少年局、こども家庭支援課が業務を担っ

ている。こども家庭支援課では子ども手当や児童扶養手当、在宅の子育て支援や母子家庭へ
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の支援に関する施策を実施し、こども総合案内窓口を開設しており、ベーシック・インカム

導入により、現金給付である子ども手当や、児童扶養手当は代替されるが、子育て支援や母

子家庭への支援に関する施策は導入後も必要であると考えられる。平成 22年 4月 1日現在

では、こども家庭支援課には 12人の職員がおり、子どもに関する様々な相談業務を担当す

る職員を数名残すとして、今回は 3分の 2である 8人（③）を削減できると仮定する。 

 

5,試算 

 先程まで尼崎市でベーシック・インカムを導入した際に削減可能な職員数について触れて

きたが、ここではその具体的な数字を使って、貨幣に換算した場合どれほどの額となるか試

算していきたい。 

 

（表 1） 職員給与費の状況（※単位：千円 職員手当には退職手当含まず）10 

 
表 1 によれば、平成 21 年度の職員給与費は 1 人当たり約 714 万円であり、これに①,②,

③の合計値（123＋27＋8＝158）をかけて計算すると、 

7,141,000（円）×158（人）＝1,128,278,000（円） 

となり、実に約 11億 28百万円もの額が削減可能だとわかる。 

 

（表 2）人件費の状況 11 

                                                  
10尼崎市役所, 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/025/

H22.11kouhyou.pdf,参照訪問日 2011/01/30 
11 同上 
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表 2によると、平成 21年度の尼崎市の歳出額に占める人件費は 345億 13百万円であるこ

とから、今回算出した額は総人件費の約 3.3％を占め、比率としては少なく感じるが、決し

て小さい額ではないことがわかる。また、平成 21年度の尼崎市における生活保護費をはじ

めとする扶助費は 531 億 36 百万円（先の世界同時不況の影響もあり前年度から 40 億 9 

百万円の増）であり、前述の通りベーシック・インカムの財源となるのである。 

  

第四節 おわりに 

以上のように、概算ではあるが一地方自治体である尼崎市でさえ、約 11億 28百万円も

の額が算出されたことを考えると、国家単位でベーシック・インカムが導入された場合、い

かに多大な行政コスト、人員コストが削減可能かは想像に難くないといえる。 

 ベーシック・インカムが計算上実現可能だとしても、現実にどのようにしてそこへ移行し

ていけるのか、道筋は明瞭ではないだろう。現実的なのは、子ども手当のようなベーシック・

インカム的施策を拡充して近づいていく、という方法がある。しかし、この場合、本来のベ

ーシック・インカムとは裏腹に、移行期間中の行政経費は増大し、中でも国民がすでに払っ

ている年金をどう扱い、年金制度をどのような形でベーシック・インカムへと溶け込ませる

かは大きな問題が生じるであろう。また今回は「尼崎市においてベーシック・インカムを導

入した場合にどれほど行政コストを削減可能か」ということに焦点を当てていたため、導入

に際して必要な経費、費用については全く計算に入れておらず、あやふやな検証に留まって

しまっているが、ひとつの数値を提示できたことに意義があると考えている。 

 

参考文献 

西村健一郎(2010)『社会保障法入門[補訂版]』,有斐閣. 

山森亮(2009)『ベーシック・インカム入門-無条件給付の基本所得を考える』,光文社新書. 

P,ヴァン・パリース著、後藤玲子・齋藤拓訳(2009)『ベーシック・インカムの哲学－すべ

ての人にリアルな自由を』,勁草書房. 
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日本の過疎問題とベーシック・インカム 
平吹健 

 

はじめに 

 最近、世界各国で貧富の格差が叫ばれている。もちろん日本でもそれは大きな問題である。

これは個人間の所得の差もあるが、都市と地方という地域間での格差においても発生してい

る。日本が発展していくときに都市だけが進んで、地方がおきざりにされてきた結果である。

そんな時だからこそ、日本を活気づけるには地方の興隆が必要だと考える。都市と地方それ

ぞれの良いところを活かすことが日本を発展させることにつながるのである。 

 しかし、地方地域は様々な問題を抱えている。そのうちの深刻なものに過疎問題があげら

れる。過疎とは「人口の減少のために一定の生活水準を維持することが著しく困難になった

状態」をいう。過疎問題は、人口の自然減少・若者定住型就業機会の不足・集落の崩壊・耕

作放棄と農地の荒廃などの弊害を引き起こす。これは、衰退している地方で特に課題となっ

ている(過疎問題総合研究所)。逆に言えば、この問題を解決することが地方復興の大きな鍵

となる。そこで、法哲学ゼミで扱っているベーシック・インカムを過疎解決に活かせないか

と思い、この問題にした。 

 

第１節 日本における過疎の現状 

 まず、現在の日本で過疎がどれほど進んでいるか示す。過疎に陥っている市町村を過疎市

町村と呼ぶが、「過疎地域市町村を含む合併による（過疎地域市町村の要件に該当しない）

新市町村で、人口要件、財政力要件、公共施設の整備状況、人口・面積の規模の各要件に該

当する市町村」と過疎法第３３条第１項で定義されている。Webサイト過疎物語（kaso-net）

によれば、過疎市町村の数は 776、全国の 1,729市町村の約４割に当たる。過疎市町村の

人口は約 1,123万人余（平成 17年国調人口）、と全国の人口の８％余に過ぎないが、そ

の面積は日本国土の半分以上を占めている。 

過疎市町村の数、人口・面積 (過疎物語(kaso-net)) 

区  分 過疎市町村 
全 国 

（全市町村）  

市町村数（平成 22年 4月 1日現在） 

    全国に対する割合（％） 

776 

44.9 

1,729 

100.0 
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人口（平成 17年国勢調査）千人 

    全国に対する割合（％） 

11,237 

8.8 

127,767 

100.0 

面積（平成 21年 10月 1日国土地理院）km2 

    全国に対する割合（％） 

216,608 

57.3 

377,946 

100.0 

    

（注）1  過疎市町村の数は、過疎地域市町村・過疎地域とみなされる市町村・過疎地域とみなされる区域のある

市町村の合計です。 

2  過疎地域とみなされる区域のある市町村の人口・面積は、その市町村の全体の人口・面積でなく、過疎

地域とみなされる区域の人口・面積を集計しています。 

 このように過疎地域は日本に多く存在し、全国的な問題である。そして、国土の半分以上

という広大な土地の中に日本人口の 1割に満たない人数しか暮らしていないという事実か

ら、いかに日本において過疎が深刻か分かる。また過疎物語（kaso-net）によれば、過疎

市町村は、大部分が農山漁村地域であるため、国土の保全・水源のかん養・自然環境の保持・

地球温暖化の防止などの多面的機能を発揮して、国民生活にとって重要な役割を果たしてい

る。しかし、過疎市町村では、若者が流出するとともに高齢化が進んでいる。さらに、地域

の主産業だった農林水産業の停滞や、商店や事業所などの閉鎖といった産業経済の停滞傾向

も見られる。そして、生活に必要な下水道や情報通信施設などの住民の生活基盤もまだ都市

地域に比べ格差を残しているものが多い。つまり、過疎の最大原因は過疎地域で生活できる

一定の収入が確保できなくなったことである。こうした過疎地域への対策として、過疎法に

基づいて税制措置・資金の貸付等の金融優遇・高齢者の福祉充実や地方振興といった行政の

施策などが行われている。しかし、依然として過疎問題について厳しい状況が続いている。 

 

第２節 過疎が地方地域で引き起こす問題 

 では、過疎が引き起こす問題は何か。それは、過疎地域に住む人々の生活が苦しいことで

ある。例えば、高齢者の移動手段がなくなってきている。バスや電車などの交通機関では、

利用者が少ないため運営しても採算が合わない。そのため交通機関が過疎地域から撤退して

いき、山道などでの高齢者の足がなくなってしまう。そうなってしまうと、日常の買い物で

すらなかなかしにくい。さらに病気や怪我をしても、病院は人が少ない山間よりも都市にあ

ることが多く、通院は大変な労力と費用を要してしまう。これは、病院にかかることが若者

より多い高齢者にとっては重い負担である。また、過疎は高齢者だけの問題ではない。こど

も達にとっても大きな問題である。具体的には、生徒の数が少ないため学校が廃校されて家
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から遠く離れた都市部の学校に通わざるをえなくなることがある。他にも、働き手が少ない

ため地域で産業が発達せず、子供は成人したら働きに都市部へいってしまう。 

こうして人が減っていくことや産業の不振から、その地方の税収が落ち込んで行政サービ

スの低下をまねいてしまう。そしてより暮らしにくい場所となり、更に人口が減少するとい

う負の連鎖におちいるのである。このように、過疎が引き起こす問題はその地域に住む人々

の生活が苦しいことである。 

 

第３節 過疎問題に対してベーシック・インカムによる解決 

 そこで、過疎地域に住む人々の生活が苦しいという問題をベーシック・インカムで解決で

きるか検討する。 

 初めに、ベーシック・インカムについて定義する。パリースによると「政治共同体によっ

て、そのすべての成員に対して個人ベースで、資力調査や就労要請なしに、支払われる所得」

とベーシック・インカムは定義されている。具体的な性質としては、 

①現物支給ではなく現金支給で支払われ、それによって可能となる消費ないし投資の性質ま

たはタイミングに関して何の制限も設けない。②一回限りではなく定期的に給付される。 

③国家またはそれに準ずるものによって支払われ、州政府などの国民国家内部の一般政治構

成単位のレベルで支払われ財源手当てされる可能性もある。④成員には、子供・年金受給者

が含まれ、外国人などの非市民も条件によっては支給される。被収容者は拘留が不当なもの

であったと判明しない限り除外される。⑤当該社会の個々のメンバー各々に対し、その所属

する世帯のタイプに関わらず均等な額を支給する。⑥所得に関係なく普遍的に給付されるた

め、資力調査を行わない。ということがあげられる(パリース 2008)。ベーシック・インカ

ムは財源の不安や勤労意欲減退の可能性などの批判もあるが、貧困や少子化対策・社会保障

制度の簡素化・生き方の自由の幅を広げるなどといった効果があり、注目されている制度で

ある。 

 では、ベーシック・インカムによる過疎問題解決の可能性を考える。まず、過疎がすすん

でいる地域の大部分は農山漁村地域のため、都市に比べて生活費用が安くてすむ。例えば、

そういった地域では第一次産業が主なため、食料品は自ら収穫したものであったり、商品も

輸送コストがかかっていないため買主が安価で購入できるときが多い。また地価が低いため、

仮に住居を購入したり賃借しても安くすむ。このように生活費が低くおさえられる農山漁村

地域においては、最低限度の生活を保障する程度の比較的少額な給付であっても生活の助け

になると考えられる。そのため、高額ではないが確実で定期的な給付をするベーシック・イ

ンカムが、効果的に過疎地域に住む人達の生活を支えるであろう。過疎地域の住人の暮らし
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が楽になると、生活苦からその地域から出ていかざるをえなかった人たちが残ることができ、

人口減少を緩和できる。他にも、ベーシック・インカムは個人単位での給付のため、子供を

増やしても金銭的負担が増えにくいという利点をもつ。世帯ではなく個人に給付されるため、

子供が多いほど世帯としてベーシック・インカム合計金額が高くなる。これにより、収入の

為に複数の子供を持てない状況を改善して少子化対策になりうる。このことは、橋本努も指

摘している。 

このように、ベーシック・インカムの導入によって子供を産みやすくなり、少子・高齢化

が深刻な過疎地域において大きな効果をもつと考えられる。また、そうして子供が増えると

地域に労働力がつく。そうすると、後継者に悩む農漁業や地元企業の担い手ができる。更に、

労働力がつくと地価が安い地域に工場を作る企業がでてくる可能性がある。このことは、工

場立地における立地地点選定に際して事業者が重視した立地地点選定理由を、経済産業省経

済産業政策局が調査した結果からも分かる。新設立地に当たって事業者が最も重視した項目

に対する回答103件中、14件が「地価」で10件が「人材・労働力の確保」であった。つま

り、全回答の４件に１件は「地価」か「人材・労働力の確保」を事業者が重視しているとい

う回答をしたということだ。この結果をうけて経済産業省経済産業政策局は、[地価]は例年

上位であるが、[人材・労働力の確保]も重視されてきていると述べている(平成２２年上期

（１～６月）における工場立地動向調査について（速報） 経済産業省経済産業政策局)。

このようにして地域に工場が作られると、雇用がうまれて働き手が地元に残り、人口の流出

を抑えることができる。また、地域が活性化すると人々の移動が増えて交通機関が必要とな

り、これが高齢者の足としても機能する。こうして地元の産業が活性化することや人口が増

えることで地域の税収が上昇し、行政サービスの向上も見込まれる。 

以上のようにして、過疎が深刻だったときよりも暮らしやすくなり、過疎地域に住む人々

の生活が苦しいという問題をベーシック・インカムが解決するだろう。 

 

第４節 主張への批判・批判の妥当性 

 しかし、上記主張には批判が考えられる。まず、都市よりも地方の方が生活費が高くつく

という反論がある。確かに、地方だと生産場から遠いことが多いため商品の輸送コストが都

市より余計にかかりそうである。さらに都市では商店同士が価格競争が行われて、商品の値

段が地方より安くなっているかもしれない。こう考えると、逆に都市より地方の方が生活費

が高くなると思われる。けれども、総務省統計局が平成19年度に行った全国物価 

調査結果をみると、都道府県別の物価水準は（全国平均＝100とする）東京都が108.5と最

も高く、次いで神奈川県（104.8）、京都府（102.8）などとなっている。なお、この３都
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府県のほかに全国平均を上回っているのは、大阪府と兵庫県で合わせて５都府県となってい

る。また、最も低いのは沖縄県（91.9）で、次いで群馬県（94.7）、宮崎県（94.9）など

となっている。なお、最も高い東京都は最も低い沖縄県に比べて18.1％も高くなっている。 

 つまり、東京などといったいわゆる都市の物価が高く、地方は都市に比べて低いというこ

とが分かる。 

 
＜都道府県別の物価水準＞ 

１位 東京都  108.5 

２位 神奈川県 104.8 

３位 京都府  102.8 

４位 大阪府  102.0 

５位 兵庫県  100.1 

――――――――――― 

４３位 愛媛県 95.7 

４３位 熊本県  95.7 

４５位 宮崎県 94.9 

４６位 群馬県 94.7 

４７位 沖縄県 91.9 

(平成 19年度全国物価調査 総務省統計局 ) 

 

 また、第３節で地価や食費が都市に比べて安いことも示した。つまり、上記データや第３

節で述べたことから、都市よりも物価が低い地方の方が生活費が低く抑えられるといえ、都

市よりも地方の方が生活費が高くつくという批判は不合理である。 

次に、ベーシック・インカムで出生率が上がらないのではないかという意見がある。思う

に、子供を産まない理由は経済的な理由だけでなく、育児の忙しさや辛さ、妊娠・出産時の

負担などといった精神的・肉体的原因もある。そうだとすると、金銭の給付では出産へのイ

ンセンティブにあまりならないとも考えられる。しかし、下記資料によると、「子育てや教

育にお金がかかりすぎるから」という経済的原因が、理想の子ども数を持たないと答えた人

の６割を超えている。金銭的な理由だけでなく、そのほかの社会的理由などが合わさって理

想の子ども数を持たない結果に至っていると思われるが、主要な原因であると考えられる。 

 

理想の子ども数を持たない理由（％） 
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子育てや教育にお金がかかりすぎるから                              62.9 

家が狭いから                                                      14.6 

自分の仕事に差し支えるから                                        17.1 

子どもがのびのび育つ社会環境ではないから                          20.4 

自分や夫婦の生活を大切にしたいから                                11.5 

高齢で生むのはいやだから                                          33.2 

これ以上、育児の心理的・肉体的負担に耐えられないから              21.8 

健康上の理由から                                                  19.7 

欲しいけれどできないから                                          15.7 

夫の家事・育児への協力が得られないから                            12.1 

夫が望まないから                                                   7.2 

一番末の子が夫の定年退職までに成人してほしいから                   9.6 

その他                                                             5.6 

資： 国立社会保障・人口問題研究所「第 12回出生動向基本調査」（2002（平成 14）年） 

注： 予定子ども数が理想子ども数を下回る夫婦を対象。総数には 25歳未満を含む。理由不詳を除く。 

 (平成 16年版 少子化社会白書（概要）内閣府) 

 

 このように金銭を直接給付することで、経済的原因による子供を持たないということ防ぐ

効果が期待できる。さらに第３節で述べたようにベーシック・インカムは個人給付のため、

子供が増えることによる経済的負担を軽減することができる。つまり、ベーシック・インカ

ムの導入によって子供を産みやすくなると考えられ、出生率が上がらないという批判は妥当

でない。 

よって、ベーシック・インカムは、日本の過疎問題を解決する。 
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ベーシック・インカムと中絶 
新宮愛 

 

はじめに 

 本章は中絶減少のためにベーシック・インカムを導入すべきであると主張するものではな

く、ベーシック・インカムが導入されればその付随的な効果として、中絶がどれほど減少す

るのかを検証するものである。また減少の程度によって、ベーシック・インカムが間接的な

少子化対策として機能しうるのか否かも検討する。 

 

第１節 日本における人工妊娠中絶の状況と法律関係 

１—１、人工妊娠中絶件数の推移 

 日本において年に一体どれほどの中絶が行われているか。厚生労働省の衛生行政報告例に

よると平成２１年度のその総数は２２３,４０５件である。傾向としては、昭和３０年度の

総数が１,１７０,１４３件であり各年度で発表されている中絶の件数の中では最も多く、そ

れ以降は徐々に減少傾向にある。ただし、近年の少子化社会の流れから、出生数もほぼ減少

傾向にあることも事実である。したがって単に件数のみを見るのではなく、出生数との割合

を比較してみる。下記の表は総妊娠数(中絶数＋出生数＋死産数)に占める中絶数の割合を示

したものである。 

 

年次 総妊娠数 中絶数 出生数 死産数 中絶比 

1955(昭 30) 3,084,100 1,170,143 1,730,692 183,265 37.9% 

1985(昭 60) 2,050,713 550,127 1,431,577 69,009 26.8% 

1993(平 5) 1,620,179 386,807 1,188,282 45,090 23.9% 

1998(平 10) 1,575,355 333,220 1,203,147 38,988 21.2% 

2003(平 15) 1,478,771 319,831 1,123,610 35,330 21.6% 

2004(平 16) 1,446,759 301,673 1,110,721 34,365 20.9% 

2005(平 17) 1,383,475 289,127 1,062,530 31,818 20.9% 

2006(平 18) 1,399,937 276,352 1,092,674 30,911 19.7% 

2007(平 19) 1,375,803 256,672 1,089,818 29,313 18.7% 

2008(平 20) 1,361,659 242,326 1,091,156 28,177 17.8% 

2009(平 21) 1,320,445 223,405 1,070,035 27,005 16.9% 
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  厚生労働省衛生行政報告例、国立社会保障人口問題研究所人口統計資料集より著者作成 

 

 このようにみると中絶数の件数の減少とともに総妊娠数に占める割合も徐々に減少して

いることがわかる。しかしこの件数と割合をみて少ないといえるだろうか。減少していると

はいえ、未だに年間約２０万人以上もの胎児の生命が奪われているのである。 

 

１－２、刑法と母体保護法 

 まず日本において中絶に関する法的な規定がどのようなものであるかをみてみよう。 

中絶は刑法上違法である。刑法上は「中絶」は第２１２条から第２１６条により自己堕胎罪、

同意堕胎及び同致死傷罪、業務上堕胎及び同致死傷罪、不同意堕胎罪、不同意堕胎致死傷罪

のいずれかとして処罰される。刑法には一定の条件下での中絶許容規定は存在しない。 

つまり日本では原則として中絶は禁止されているのである。ではなぜ前述したほどの中絶が

行われているのか。それは特別法として母体保護法が存在し、ある一定の条件下であれば中

絶が認められているからである。 

 そもそも中絶とはなにか。我々が一般的に使用している「中絶」という言葉は人工妊娠中

絶を意味する。母体保護法第２条２項によれば、「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外にお

いて、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排

出すること」と定義されている。（以下本章でいう中絶はこの定義の人工妊娠中絶を指す。）

また母体保護法によって人工妊娠中絶が認められているのは次の２つに該当する者に対し

てのみである。ひとつは「妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健

康を著しく害するおそれのあるもの」(母体保護法第１４条１項)。もうひとつは「暴行もし

くは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したも

の」(同法第１４条２項)である。人工妊娠中絶は医師であれば誰でも行うことができるので

はなく、都道府県単位の医師会の指定を受けた「指定医師」しか行うことは許されない。ま

た本人と配偶者の同意が必要である。ただし、後者がしれないとき、意思表示できないとき、

亡くなったときは本人の同意だけで足りるとされている。現在、人工妊娠中絶が認められる

のは妊娠２２週未満である。佐藤考道によれば、「従来は妊娠３０週から３２週頃の早産児

でも呼吸障害が大きな問題となりその多くが死亡したが、医学の進歩によって現在では妊娠

２２週頃まで早期の早産児が救命される可能性がでてきている」(佐藤 2006:107)。このよ

うに医学の進歩に伴い、胎児が母体外でその生命を保続することのできない時期が今後さら

に徐々に短くなっていく可能性もあるだろう。それにより中絶が認められる期間も短くなっ

ていくことが予想される。 
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 では実際に中絶をする女性たちはどのような理由から中絶を選択したのだろうか。母体保

護法第２５条により指定医師は人工妊娠中絶を行った場合には、その理由を付記して都道府

県知事へ届けなければならない。しかし付記する理由は母体保護法第１４条１項の身体的理

由によるものか、経済的理由によるものか、同条２項によるものかの３種類で、詳細な理由

まで記すことが義務付けられてはいない。具体的かつ詳細な理由は不明だが、大久保美保に

よれば「経済的理由による中絶がほとんどで、『妊婦の身体的理由による中絶』は中絶数全

体の極々少数にすぎない」(大久保 2006:127)という。では経済的な保障が行き渡ればどれ

ほどの中絶が減るのだろうか。 

 

第２節 ベーシック・インカムによる中絶の減少 

２－１、ベーシック・インカム 

 経済的な保障が行き渡った状況とはなにか。それはベーシック・インカムが導入された状

況である。ベーシック・インカムとは「個人に対して、どのような状況におかれているかに

関わらず無条件に給付される金銭」である。ベーシック・インカムは新しい社会保障の一種

であり、貧困の解消がその主たる効果といえる。無条件に個人に対して定期的に支払われる

金銭がベーシック・インカムなのである。またベーシック・インカムの特徴や利点としては、 

個人に対する現金給付であるために個人が自由に遣えること、資力調査や稼働能力調査がな

く万人に支払われるために給付漏れすることや受給の際の恥辱感がないことや、制度自体が

単純性が高くわかりやすいこと、などが挙げられる(山森 2010:22-25)。 

 ベーシック・インカム導入によって、社会的には必要な仕事だが低賃金の仕事の場合は、

従事する人が減少するかもしれない。しかしそれによってその仕事の需要が高まり高賃金に

なれば従事希望者が増加するかもしれない。ほんの一例にすぎないが、このようにベーシッ

ク・インカム導入により社会的な問題が自然と解決される場合がある。 

 中絶の問題もベーシック・インカムによって解決されうるのか。なお本章ではベーシッ

ク・インカムによって国民全てに最低限の基本所得が与えられていると仮定して以下中絶件

数の減少や少子化を検討していく。そのためベーシック・インカムの財源をどこに求めるか

や、支給額の基準をどの程度に設定するかなどについては言及しない。 

 

２－２、なぜベーシック・インカムなのか 

 ここではいくつかの出産・育児に関する制度とベーシック・インカムを比較してみる。 

 まず、出産育児一時金については平成２３年１月現在で支給額は原則４２万円である。た

だし支給額については、緊急の少子化対策として現在４２万円に引き上げられており、今後
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もとの３８万円に減額される可能性がある。この制度は出産費用の負担を軽減するためだけ

のものである。出産したあとについての制度では、子ども手当が挙げられる。これは部分的

なベーシック・インカムと言えるが、支給対象は０歳から中学校卒業までの子どもで、現在

ひとりにつき月額１万３千円が年３回に分けて支給される制度である。出産育児一時金も子

ども手当も現金給付である点でベーシック・インカムと共通するが、どちらも申請が必要で

あること、また受給者が対象となりうるか審査があることが大きく異なる点である。 

 次に出産・育児と直接関わるものではないが、生活保護とはどのような違いがあるかを比

較してみる。生活保護は世帯を単位として支給される。生活保護を受けるにはまず申請が必

要となり、次いで受給者としての要件を満たすかの審査を経て、厚生労働大臣が定める基準

の最低生活費に満たない額が支給される。またその基準は、人数や住む地域・年齢によって

異なり複雑である。これに対しベーシック・インカムは、世帯ではなく個人に対して、同額

を、一切の調査なく支給する点で、単純でわかりやすく透明性が高い。また全員に等しく支

給されるために、国から保護されているという恥辱感がないのも大きな違いである。 

 

２－３、中絶選択における経済的理由の真実 

 ベーシック・インカムは、母体保護法第１４条１項の経済的理由によってなされる人工妊

娠中絶全てを解決できるのだろうか。その答えは否である。なぜなら中絶選択の理由が実に

さまざまなものを含んでいるからである。下記に示す木村好秀らによる都内 S 病院におけ

る 1985年から 1998年までの中絶実施女性の意識調査によれば、経済的理由とされる中に

は、純粋な意味での経済的理由のほかに、未婚であることや、職業上の理由、さらには単に

産みたくないからという経済的理由に含めてよいのか疑問に思わせるものまで含まれてい

るのである。 
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リプロヘルスインフォメーションセンターホームページより抜粋 

 

前節で述べたように日本は、刑法により中絶が原則禁止されている中で、母体保護法により

例外的に中絶が許容されているという構成をとっている。しかし甲斐克則によれば「法実務

上も堕胎罪の適用は激減し、最近では刑法の規定は空文化しているとすらいわれている。原

則と例外の関係が逆転したといえる」(甲斐 2006:82)。このように中絶の実際は、期間の

制約を除けば、いかなる理由のものであってもそのほとんどが認められていることになろう。

そしてさらにそのほとんどが母体保護法第１４条１項の経済的理由の名の下にカバーされ

ていることになる。 

 

２－４、ベーシック・インカムによって救われる胎児 

 ではベーシック・インカムによって金銭的な困難が解消されれば、どれほどの数の人工妊

娠中絶が減るのだろうか。ここでは２つのアンケート調査から検討していく。なお、第１節

でも述べたように、中絶を選択する際に詳細な理由は記されず、中絶経験者のみを対象とし

た全国的な統計は著者が調べた限りでは存在しなかった。したがって２つの調査結果をもと

にそれぞれ数値を割り出していくこととする。ひとつは先に示した木村好秀らによる都内 S

病院における 1985年から 1998年までの中絶実施女性の意識調査より、もうひとつは日本

家族計画協会家族計画研究センター所長北村邦夫による「男女の生活と意識に関する調査」

より２つ検討する。まず木村好秀らによる調査によれば純粋な意味での経済的理由による中

絶選択者は、未婚女性で６３名(総数２１３名のうち２９．６％)、既婚女性で６４名(総数

４０６名のうち１６．０％）である。これより全体の割合を計算すると２０．５％(総数６
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１９名のうち１２７名)となる。厚生労働省衛生行政報告例による平成２１年度の中絶件数

に当てはめると４５,７９８件である。次に北村邦夫の調査では５歳階級別の純粋な意味で

の経済的理由から中絶を選択した女性の割合が報告されていたので、その割合をもとに平成

２１年度の中絶件数に当てはめたものが下記の表である。 

 

 

 中絶件数 経済的理由による％ 該当件数 

20歳未満 21,192 不明  

20～24歳 50,627 28.6％ 14,479 

25～29歳 47,952 18.8％  9,014 

30～34歳 45,152 29.4％ 13,274 

35～39歳 40,917  7.7％  3,150 

40～44歳 16,247 12.5％  2,030 

45～49歳  1,274  5.4％     68 

50歳以上     27  不明  

不詳     17   

合計数 223,405 18.8％ 42,015 

            
          厚生労働省衛生行政報告例・男女の生活と意識に関する調査より著者作成 

 

 この調査のよると、他の理由としては「相手と結婚していない」「相手との将来を描けな

い」「自分の仕事・学業を中断したくない」「身体が妊娠・出産に耐えられない」「これ以上

子どもは欲しくない」「育児していく自信がない」などが挙げられている。上記の表から平

成２１年度の純粋な意味での経済的理由による中絶件数は４２，０１５件(全体の１８．

８％)となる。この２つの結果の平均値をとると４３，９０６件となり全体の１９．７％に

あたる。このようにベーシック・インカムによって４万人以上の胎児の生命が救われること

になる。 

 

第３節 

３－１、女性の自己決定権と中絶 

 前節で見たようにベーシック・インカムで救えるであろう胎児の数は約４万人となる。で
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は経済的理由として行なわれる他の中絶は果たして認めてよいものなのだろうか。これを否

定する立場からは、生命を軽視するものだとして母体保護法第１４条１項の経済的理由を削

除すべきであるという主張もなされており、また受精した瞬間から胎児に人権を認めるべき

との主張もある。しかし女性の自己決定権を認めるべきであるとの主張もそれ以上になされ

てきたといえる。 

 

妊娠は女性のからだのなかで起こることである。したがって妊娠・出産・中絶は女性 

の身体と生命そのものの問題である。その妊娠の当事者以外の者には、妊娠の継続も 

中断も強制する権利はない。この自明の事実が、胎児生命の尊重や中絶反対を訴える 

立場からは忘却されている。また胎児は、女性と対立する存在ではなく、その生命を 

全面的に女性に依存する存在であり、その成長も誕生も女性の体内の現象であり、女 

性自身そのものである。(三輪 2000:211-215) 

 

このように胎児の生命や人権は、女性の生命や人権と並べて考えるものではないといえよう。

仮に、胎児に人権を認めるとすれば、いつから認めるかという問題が浮上する。生命が宿る

最初の地点、つまり受精時とすればその瞬間に出産が強制され、女性の人権は失われること

になろう。胎児の生命や人権の保護を求める代わりに、女性の生命、人権が無視されてよい

という理論は成り立たない。また世界人権宣言では「すべての人は、生命、自由及び身体の

安全に対する権利を有する(第３条）」として自己の身体の安全に対する権利を認めている。

妊娠は女性の身体に明らかな変化を及ぼすものであるから、その変化を出産という手段でも

とに戻すのも、中絶という手段でもとに戻すのも、女性の身体の安全に対する権利行使なの

である。 

 

３－２、ベーシック・インカムの少子化対策としての機能 

 中絶に対するベーシック・インカムの影響はすでに前節で見てきたが、ベーシック・イン

カムによってまだ妊娠をしていない女性が子どもを持とうとする可能性について少し触れ

ておきたい。国立社会保障・人口問題研究所「第１３回出生動向基本調査」によると理想子

ども数と予定子ども数に差異が見られる。 
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その理由としては下記の表が同調査で示されている。 

     

 
この調査によれば理想とする子ども数を持てない最大の理由は「子育てや教育にお金がかか

りすぎるから」という経済的要因である。ベーシック・インカムが導入されれば経済的な要

因はある程度解消されるだろう。これにより理想子ども数と予定子ども数との差異が縮まる

可能性がある。 

 つまり少子化対策としてもベーシック・インカムが機能しうる可能性があることを示すも

のである。しかし上記の調査は複数回答であり、育児の心理的負担や社会環境も比較的大き
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な割合を占めていることから、ベーシック・インカムだけでは少子化対策として有効に機能

しうるとはいえない可能性のほうが高い。少子化対策としては、経済的な支援であるベーシ

ック・インカムと、託児所や保育所の増設などの子どもを受け入れる社会体制を整えるため

の政策等、社会的支援も同時に進められなければ効果的とはいえないだろう。 

 したがってベーシック・インカムの付随的効果としての中絶の減少や少子化対策としての

機能はそれほど大きくはないと考えられる。ただし、ベーシック・インカムによって救われ

る命もあるということだけは最後に述べておきたい。 
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