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3 層のセーフティネットから

4層のセーフティネットへ

埋 橋 孝 文

はじめに―自己紹介を兼ねて

私は、20 年ほど前から、社会保障の国際比

較を研究しています。この分野は、日本では評

価が低い分野でした。研究を始めるにあたって

は 「イロモノ、キワモノ、光リモノからの出、

発」と言っていたのですが、最近は注目される

ようになっています。

国際比較研究の第 1ステージは、明治維新や

戦後のように、先進国の制度や事例、思想、技

術は優れたものだということを前提にして、日

本に導入する段階です。それを「キャッチアッ

プ（追いつき型）のプロセス」と言います。こ

の段階が過ぎると、他国間比較を通して、自国

の特徴や位置づけを探る、第 2ステージに入り

ます。他の国を鏡のようにして、私の研究も、

この第 2ステージに留まっていると思っていま

すが、研究を通して、これからの日本を考える

政策論に寄与していきたいと考えています。

日本では、多くの国を横に並べて比較すると

いうより、1 つの国を深く掘り下げるほうが、

オーソドックスな研究です。しかし、横に並べ

て比較するのもかなり重要な姿勢です。今日は、

国際的な比較を通して、日本のセーフティネッ

トの構造を明らかにしていたいと考えています。

労働の品格

ご存じだと思いますが、2005 年に数学者の

藤原正彦氏が『国家の品格 （新潮新書）を書』

いて、爆発的に売れました。その翌年には、内

閣府の元役人で、昭和女子大学長の坂東眞理子

』 。氏が『女性の品格 （PHP 新書）を書きました

これも爆発的に売れて、昭和女子大学では坂東

眞理子記念基金を設け、女性研究者や女子学生

の研究助成・奨学金制度が発足しています。そ

こで、次に続くのは、やっぱり「労働の品格」

ではないかと勝手に思っていますが、現在のと

ころ、まだ誰も書いていません。テレビでは

「派遣の品格」という番組がありましたが。

「労働の品格」を問うものとしては、ILO

（国際労働機関）が 1999 年に「ディーセン

ト・ワーク」を提唱しました 「ディーセント。

decent」というのは 「人間らしい」とか「見、

苦しくない」という意味です。ILO のディーセ

ント・ワークの 1番めの柱は、職場や労働の現

場における権利の保障です。2 番めは、雇用の

機会がなかったら、権利も絵に描いた餅だろう

ということで、働く場の提供。3 番めは、社会

保護（社会保障）です。多様な事故と脆弱性に

対する保障を提供すること。したがって職場あ

るいは雇用だけではなしに、その国の社会保障

制度のあり方も、ディーセント・ワークに大き

な影響を及ぼすものとして重視されています。

4 番めは社会的対話の促進です。これは ILO な

らではの視点で、政労使と 3者で構成し、職場

あるいは企業、地域あるいは国段階での対話を

重視します。

こうした考え方は、大変、重要ではないかと
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思っていた矢先に、雇用関係が悪化しました。

しかし、ディーセント・ワークの考え方を、そ

れぞれの国で、どのように具体化するかという

点は、まだまだ明らかにされていません。ILO

は、ワールドバンクや IMF（国際通貨基金 、O）

ECD（経済開発協力機構）などの国際機関と比

べて劣勢です。それを変える概念が、ディーセ

ント・ワークですが、ILO は、OECD などのよう

にランク付けすることに強い抵抗があります。

しかし、日本は 2については強いけど 1が弱い

とか、イギリスと比べてどうかとかいうような

国際比較することで、ディーセント・ワークへ

の関心を高めることにつながるのではないかと

思っています。

連合総研の社会政策プロジェクト

連合総研では、2007 年に「参加保障・社会

連帯型の新しい社会政策・雇用政策の大綱に関

する研究会」を立ち上げました。私は主査で、

来年春にはミネルバ書房から報告書が出版され

ることになっています。

連合総研は、これまでにいくつかのプロジェ

クトを作りましたが、大方が、専門分野の人だ

けで議論していました。今回、労働と社会保障

と財政は、それぞれ密接な関係にあるため、そ

れぞれの専門家が一緒にプロジェクトに参加し、

連携を念頭において議論しています。また、新

しい制度を提案する場合は、税制の裏づけを試

算することも、プロジェクトの共通の認識にな

っています。さらに、提案する新しい制度が、

連合に加入する組合員にとっては負担増になっ

たり、犠牲を強いる可能性がありますが、それ

もタブー視しないことを前提としています。

新たなセーフティネットの創設

湯浅誠さんが書かれた『反貧困 （岩波新』

書）では、日本のセーフティネットは 3層から

なっていると指摘されています。1 層めのセー

フティネットが雇用。雇用機会は大きなセーフ

ティネットです。2 層めが、年金、医療、介護、

雇用保険、労災補償などの社会保険。3 層めは、

生活保護のセーフティネットです。しかし、日

本の場合、2 層めの年金や医療、雇用保険など

の社会保険制度を適用される層と、3 層めの生

活保護制度が適用される層との間の距離が、非

常に広いのが特徴です、その「谷間」あるいは

「狭間」にワーキング・プアの人たちがいるわ

けです。私たちのプロジェクトは、この谷間に

注目して、新しい制度の提案を考えています。

次ページの図の左側は、従来のセーフティネ

ットの構造です。まず、日常レベルでの労働規

制やルール、社会サービスがある。次に、社会

保険というセーフティネットがあります。最後

に生活保護がある。生活保護からこぼれ落ちれ

ば 「あらゆる制度からこぼれ落ちた層」とい、

うことになります。先ほど言ったとおり、社会

保険と生活保護との間の距離が、日本の場合、

大変広い。そこで、生活保護に陥る前に、新た

な制度を導入することを考えたのが、右側の改

革案です。

改革の柱は、まず「最低賃金」の引き上げで

す。最低賃金などを設けて規制することを「事

前的」な労働規制と言いますが、この「事前

的」な労働規制のいいところは、財源を必要と

しないことです。反面、規制によって雇用に影

響が出ることは注意が必要です。次には「社会

保険の適用範囲拡大」です。例えば雇用保険は、

この 4月 1日に改正されましたが、週所定労働

時間 20 時間以上、6 カ月以上の雇用見込みが

ある人しか加入できません。それまでは 1年以

上の雇用見込みが必要でした。少し拡大しまし

たが、短期間の雇用の場合は、加入できないこ

とになります。

次に 「社会手当」の創設です。働いていて、

所得はあるけれども充分ではない人に、医療や

家賃、失業手当を扶助し、足りない分を補うと
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「4層のセーフティネット」の参考図

（従来） （本研究での改革案）

《日常レベル》…… 規制・ルール､社会サービス

　　労働市場政策 ― 最低賃金､雇用､解雇規制

      　　　　　　　労働時間（育児・介護休暇等）

      　　　　　　　職業紹介・教育訓練　など

    社会サービス ― 医療､介護､保育､住宅､相談 など

《リスク対応》……

社会保障―年金､医療､介護､雇用保険､労災補償

社会手当 ― 医療扶助､家賃補助､失業扶助 など

社会サービス ― 医療､介護､保育､住宅､

　　　　　　職業紹介､教育訓練､相談 など

給付つき税額控除

　　＊ このブロックは新たな制度として導入

最後の拠り所（基礎的セーフティネット）》

　　　…… 生活保護

あらゆる制度から ＊改革の柱　　・最低賃金（事前的労働規制）

こぼれ落ちる層 　　　　　　　・社会保険の適用範囲拡大

　　　　　　　・社会手当の創設

　　　　　　　・給付つき税額控除（事後的所得保障）

*矢印の意味

再び日常生活に戻す

　　　　　　　・社会サービス（就労支援サービス､地域での相談等）

実際にリスクが発生したときに、どの制度で受け止めるか

日常レベルでの
規制・ルール
社会サービス

社会保険

生活保護

いう制度です 「給付つき税額控除」というの。

は 「事後的」な所得保障です。現在の所得税、

は、配偶者控除や扶養控除、基礎控除もそうで

すが、所得控除制度をとっています。収入から

所得控除を引いて残ったものが課税所得です。

それに税率をかけて、税金を計算します。ただ

し、住宅をローンで購入したとき、最終的な税

金から控除される制度があります。それが税額

控除です。それに対して「給付つき税額控除」

は、税金を 10 万円として、税額控除が 15万円

あったら、日本では税金がゼロになりますが、

その差額の 5万円を給付する制度です。一定基

準以下の所得の人に、税額分を給付する制度で

す。いわゆる所得再分配制度で、事後的な所得

保障です。また、就労支援サービスや地域での

相談事業など 「社会サービス」の充実も図り、

ます。

こうした「隙間 「谷間」を埋めるために、」
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「ワーキング・プア」の狭義と広義の定義

就業中　B

被就業（労働能力あり）
Y

労働能力なし
Z

労働能力なし
X

公
的
貧
困
線

ボーダーライン層　C
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア

（
広
義

）
Ａ
Ｂ
Ｃ

ワーキング・プア（狭義）
A

これまでの 3層のセーフティネットから、もう

1 層加えて 4 層とすることが 1 つの柱となって

います。

様々な「ワーキング・プア」の定義

他の国の制度をお話しする前に 「ワーキン、

グ・プア」の定義が人によって異なっています

ので、ここで整理しておきたいと思います。

「ワーキング・プア」という言葉は、学術用

語ではないため、内容はまちまちです。一般的

な意味で使われることが多く、これは「狭義」

には、働いていても貧しい、しかもその貧しさ

が半端じゃなく生活保護基準以下にある、とい

の意味で使われることが多い。都留文科大学の

後藤道夫さんは「フルタイムで働いても公的貧

困線を下回る所得しか得られない層」と定義し

ています。この定義は、さらに狭義になります。

しかし、働いても貧しいという意味だったら、

上図の「就業中〈Ｂ 」も含まれるし、公的貧〉

困線をわずかに上回る「ボーダーライン層

〈Ｃ 」も含まれます。公的貧困線を下回って〉

いるにもかかわらず、生活保護が適用されない

層がどれくらいいるかということを検討してい

くときには 〈Ａ〉が重要になります。、

しかし、今日の問題を考えるためには、非正

規労働者で所得がかなり低い人も含めて考える

ほうが、実態に即しているのではないかと思い

ます。特に社会保障を考えるときには、働いて

はいても貧しく、生活に余裕がないという層と

して〈Ａ+Ｂ+Ｃ〉全部を含めるほうがいいので

はないでしょうか。

セーフティネットの国際比較

では、他の国では「谷間 「狭間」をどうい」

う制度が埋めているのかを、OECD から出てい

る“Benefits and Wages 2007”(『図表でみる

世界の最低生活保障－ OECD 給付・賃金インデ

ィケータ』明石書店）と、OECD の税に関する

資料“Taxing Wage 2006-2007”の 2つを使っ

てお話します。

失業保険・失業扶助

日本の失業保険は、受給期間が短いという特

徴があります。OECD の加盟国は 30 カ国ですが、

そのうち資料が不十分な国を除いた 28 カ国中

最下位です。ただし、失業保険の給付水準を示

す所得代替率は、平均です。また、日本にはな

い「失業扶助」は、税を財源として、ヨーロッ

パ 12 カ国にあります。生活保護と同様、個人

の資産を調査しますが、生活保護ほど厳格では

ない。したがって、社会保障は、失業保険 →

失業扶助 → 生活保護という順番になっていま

す。失業扶助の特徴は、失業保険の給付期間が

終了した後に、受給が始まることです。長期失
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業者のセーフティネットになっている。また、

学校を卒業しても就業に就けなかったり、就業

期間が短すぎるために失業保険に加入していな

かった場合も、失業扶助が受けられます。

公的扶助（生活保護）

公的扶助、日本の生活保護の国際比較をみて

みます。まず、公的扶助のうち生活扶助につい

。ては、28 カ国中 8位と、かなり高い水準です

医療、住宅、介護、教育などカテゴリー別に扶

助があるのは、日本、フィンランド、韓国、ス

ロバキアの 4カ国です。基本は生活扶助ですが、

ニーズに合わせていろいろな扶助が設けられて

います。韓国では、葬祭扶助というのもありま

す。4 カ国の中でも日本がもっとも体系的です。

したがって、こうしたカテゴリー別付加給付を

生活扶助に加えると、OECD の中で日本はトッ

プになると思います。私が 1999 年に調査した

ときにも、そうでした。

ただし、国際比較する場合は、それぞれの国

がもつ社会的背景を把握する必要があります。

公的扶助受給者の構成を見ると、高齢者の割合

が高いのは、オーストリア（79 ％ 、オースト）

ラリア（49 ％ 、日本（43 ％、カナダ（36）

％）の順です。ヨーロッパの多くの国では、年

金制度が充実し、高齢者の貧困問題はクリアし

たと言ってもいい段階にあります。多くの国で

生活保護受給者の割合が高いのは、シングルマ

ザー、失業者です。シングルマザーというのは

母子家庭の母親で、働く能力がある人です。も

ちろん子供が小さかったり何人もいる場合には

働けませんが、子育ての環境を整えれば、働け

る。失業者も、働ける場所がないために失業し

ている人です。反面、日本は、高齢者（43

％ 、疾病者（43 ％）と、稼働できない人で 86）

％を占めています。

また、成人世帯員の勤労収入と可処分所得の

関係では、生活保護を受給しているときには、

生活保護の算定に子どもの数が入っているため、

子ども数が多いほど可処分所得が多くなります。

ところが、生活保護を受給していない世帯は、

子供が 1人いようが 2人いようが、子供がいな

くても、可処分所得は同じになります。これに

は、税金面での問題や、児童手当が少ないなど、

いろいろな問題があると思いますが、これを根

拠に、厚生労働省は、生活保護の母子加算をな

くしていきました。生活保護の受給者は、子供

の数によって所得に差があり、生活保護を外れ

るとその差がないため、生活保護のいろいろな

加算を廃止したのです。

若年失業者給付

「職業歴のない 20 歳の失業者」が、給付を

受けることができるかどうかを調べたデータが

、あります。20 歳というのは、特に意味はなく

職業歴のない、保険に加入したことのない若者

の代表として選ばれただけです。その結果、11

カ国で給付をもらえることがわかりました。ベ

ルギー、デンマーク、ルクセンブルクでは失業

保険が給付されます。それ以外のオーストラリ

ア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイル

ランド、ニュージーランド、スウェーデン、イ

ギリスの 8カ国では、失業扶助がもらえます。

その他の国は、日本も含めて、最低限の職業歴

と加入期間が必要です。

住宅給付

住宅給付については、28 カ国中 21 カ国で、

低所得者に対する「一般的な住宅給付」があり

ます 「一般的な住宅給付」とは、家賃補助の。

ことです。この種の制度がないのは、ベルギー、

カナダ、日本、韓国、ルクセンブルク、スロバ

キア、スイスの 7カ国。給付のある国では、実

は、昔からあったわけではない。イギリスでは

サッチャー政権以降、公営賃貸住宅が民営化や

払い下げなどによってどんどん縮小されました。

住宅のセーフティネットが、公営住宅方式がな

くなることで手薄になっていきました。と同時
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に、80 年代以降、ヨーロッパでは高い失業率

を経験します。そうした中で生まれてきたのが、

この「家賃補助」です。この「家賃補助」は、

「基準家賃」を設けるのが一般的です。

所得税

日本では、所得税の課税最低限がかなり高い

というイメージを、皆さんは持っておられるの

ではないでしょうか。しかし実は、OECD の 28

カ国中では真ん中くらいです。思っておられる

ほど高いものではありません。しかも、日本の

ような所得控除制度をとっている国は、韓国、

ルクセンブルク、スロバキア、スペイン、スイ

スの 5カ国しかありません。イタリアは、2007

、年度の税制改正でやめました。他の 22 カ国は

所得控除制度ではなく、配偶者控除や扶養控除

を税額から直接引く、税額控除制度をとってい

ます。

所得控除と税額控除の違いのひとつは、所得

控除方式では、課税最低限以下の人には恩恵が

及ばないということです。所得が課税所得水準

にない人には、税金がゼロというだけです。も

うひとつは、所得控除制度は逆進的だというこ

とです。例えば、配偶者控除などの所得控除額

が 30 万円あるとした場合、税率が 30 ％の高額

所得者は、税金が 9万円減ります。しかし税率

が 10 ％の所得の少ない人は、3 万円しか減り

ません。高額所得者の方が、納める税金の減る

率が大きくなります。税額控除制度は、90 年

代から、アメリカ、イギリスを始めとして各国

に広がっていて、日本の研究者の間でも、注目

が集まっています。

「給付つき税額控除」は、多くの場合、子ど

ものいる勤労貧困世帯を対象に給付されていま

す。ただし 「就業している」という条件が付、

いています。アメリカでは、総控除額の 80 ％

が給付されています。このアメリカの税額控除

の金額は、右上図のように所得が増えていくに

したがって増えていきます。ある段階から、税

アメリカの｢給付つき税額控除｣標準モデル

額控除の金額は一定で変わらない状況になりま

す。さらに稼得所得が増えると、徐々に税額控

除が減っていく。増額局面では、働いて所得が

増えれば、もらえる税金も増えるため、就労を

刺激する制度になっています。

法定最低賃金

次に法定最低賃金を見てみます。法定最低賃

金制度のある 20 カ国のうち、最低賃金の（平

均賃金に対する）割合は、韓国（25 ％ 、トル）

コ（27％ 、日本は（28％）で、日本は低いほ）

うから 3 番目です。高いのは、アイルランド

（53 ％ 、オーストラリア・ニュージーランド）

（48 ％ 、フランス（47 ％ 。他の多くの国が） ）

35 ～ 40 ％です。

すべり台社会に「安全ストッパー」を

最後に、日本の特徴をまとめてみると、まず

公的扶助（生活保護）受給者の所得は、高いと

いう特徴があります。失業保険受給者の所得は

中程度です。しかし、失業保険受給期間を終了

した後で、生活保護を受給していない人の所得

は、かなり低い結果になっています。つまり、

公的扶助（生活保護）を受けている場合には高

く、失業保険を受給している限りは、中程度で

す。ただし、期間は短い。それに比べて、失業

保険を受給できない層や、受給期間を過ぎても

生活保護の給付を受けていない層の可処分所得

税額控除

　増額局面

　　稼得所得

　　　　一定局面

　　　　　　減額局面
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は、すごく低いということです。

それはなぜかというと、社会保険と公的扶助

の間にある、生活保障機能を担う「社会手当」

や「 給付つき）税額控除制度」といった制度（

が不在だからです。住宅や家賃補助、あるいは

家族手当、若年失業者手当などが無いために、

生活保護を受けない限り、貧困に陥っている。

湯浅誠さんが、日本を「すべり台社会」と表現

しましたが、社宅に入っていた非正規労働者が、

職を失うと同時に住む家を失うという 「安全、

ストッパー」のきかない、すべり台社会」の危

うさを示しているのではないかと思います。

そういう意味で、社会保険と生活保護の谷間

を埋める新たなセーフティネットとして 「社、

会手当」や「給付つき税額控除」の導入が必要

です。

セーフティネットの張り方には、いろいろあ

ります。オランダでは、ワークシェアリングを

導入しました 「短時間正規労働者」という概。

念を新たにつくり、時間の長短に関係なく、同

じ正規労働者として、社会保険の加入対象とし

ています。さらに、稼働能力のある人は、原則

として生活保護の適用から除外しました。その

ため、非保護世帯数は 0.23 ％と、国際的にみ

て著しく少なっています。

日本では、ワーキング・プア層が、正規労働

者と生活保護受給者の狭間に多数、存在してい

ます。しかし、彼らを対象とした所得補償制度

はありません。とりわけ、ヨーロッパで、この

20 ～ 30 年間、試行錯誤を経て制度化された、

若年失業者給付や家賃補助などの社会手当制度

や、税額控除制度がないことが、日本の特徴で

す。今後、連合のプロジェクトは、財源に配慮

しながら、4 層のセーフティネットをどうデザ

インするかを課題に、改革案をまとめていきた

いと思います。

（うずはし たかふみ・同志社大学社会学部教授）

＊ この原稿は、5 月 11 日の総会記念講演で話された

内容をもとに編集し、収録しました。
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