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 本田 おはようございます。東京大学大学院教育学研究科教授の本田由紀と申します。

皆さん、数日間にわたる研修、大変お疲れさまです。最終日にあたる今日、これから非常

に重苦しいお話を、しかも長い時間にわたってお聞きいただくことになり、やや申し訳な

く感じております。 

 今日のお話は、具体的な個別の支援を細々とどのようにしていくことが有効かというこ

とよりも、社会構造の問題という、かなりマクロなところに照準を当てて内容を作ってお

ります。そのような全体構造の中で、個別の困難、あるいは支援がどう位置付くのかとい

う広い視野を持って、日ごろの活動に取り組んでいただければという思いから、このよう

な内容でお話しさせていただきます。 

 最初に、困難を抱える子ども、若者支援というところからすると、ちょっと遠回りに感

じられるかもしれませんが、日本社会の変容について、時間の都合上ここでは戦後に焦点

を当てまして、第二次世界大戦以降、この日本社会が一体どのような歩みを遂げてきたか

についてお示しします。私たちが立っているこの時間の流れの突端、現在の日本がどのよ

うな社会なのかを振り返るようなパートを一番最初に設けました。 

 次の図は、今言った戦後日本の歩みというか、これまでの変化の概要をとらえるために

作ったものです。横軸に 1965年くらいからの時間の流れをとり、縦軸にパーセンテージ、

そして実数で万人の単位になっていますが、ここに書いてあるような政府統計などの社会

資料からわかる推移を一度に書き込んでみたものです。 

 ２本の赤い点線が縦に刺さっていますが、これは戦後の日本社会を時期区分した場合、

その境界線に当たると思われるところです。この赤い縦線のところで何が起こったのか。

左側は 1970年代の前半で石油危機、オイルショックが起きた時期であり、右は 1990年代

の初め、すなわちバブルが崩壊した時点に当たります。 

 このように戦後の日本社会を３つに区切っているわけですけれども、この３つの時期は

すぐ後のスライドの経済成長率の推移と完全に対応しております。この図は既にご覧にな

ったことがあると思いますが、日本は、特に 1960 年代から 1970 年代の初めまで、平均

9.1%という非常に高い経済成長率を続けた時期がありました。文字どおり高度経済成長期

だったわけです。しかし 1974 年のオイルショックの翌年にガクッと落ちて経済成長率は

－0.5%にまで下がります。その後にやや回復して、この程度の成長率を続けるわけですが、

ここをならすと平均 4.2%という成長率になります。この 4.2%というのは、高度成長期の

9.1%に比べると半分以下にはなっていますが、現在から振り返れば非常に高いというか、



 2

かなり十分な経済成長を達成できていた時期が 1970年後半から 1980年代にかけてあった

わけです。ただし後でも申し上げますが、この安定的な経済成長を確保する上で、高度経

済成長が終わった後の 1970年代後半から 1980年代は、日本において様々な無理が既に生

じ始めていた時期でもありました。 

 その後 1990 年代初頭にバブル経済が崩壊をして、またガクッと下がります。その後は

上がり下がりはありますが、現在に至るまで平均すると 0.9%です。1%にも達しない、ほ

ぼゼロに近いような、マイナス成長の年も珍しくないような、そういう時期に私たちは足

を踏み入れて 20 年がたとうとしています。経済がもう成長しない、富が膨らまない、そ

ういう時期に私たちはもう 20年にわたる長い間、生きているわけです。 

 非常に目立つのはこの 2008 年のリーマンショックです。リーマンショックでここまで

下がります。2009年にやや回復して、回復してきたと思ったらまた東日本大震災で大打撃

を受けて、今ここまで来ています。今、これをアベノミクスといったかたちで、ググッと

回復させていくことを使命に掲げて現政権は動いているわけです。 

 この長期にわたる低迷があり、そしてリーマンショックの影響でも分かるように、かつ

てよりもずっと日本経済は世界経済に深く組み込まれてしまっている。このことからも、

一国の努力でできる部分ももちろんあるとは思いますが、たとえば安定成長期のころのよ

うに安定的に高い水準に維持することがどこまで可能かは、かなり厳しいのではないかと

考えています。経済成長しないほうがいいというわけではもちろんありませんが、仮に経

済成長がなかなか難しいとしても、成長しない中でこの社会をどのように成り立たせてい

くのかを、私たちは真剣に考えなければいけない、そういう時期に来ているのではないか

と考えています。 

 先ほどのグラフに戻りますが、今見た経済成長率のグラフに照らし合わせると、非常に

連動するかたちで様々な指標が動いています。オイルショック前後における様々なグラフ

の折れ曲がり方よりも、バブル経済崩壊の前後における様々な諸指標の動きのほうが、屈

折がはっきりしていることが一見して分かると思います。ここに書いてあるものの非常に

多くが、ここ以降、鎌首をもたげるようなかたちでグッと折れ曲がって増えているという

ことが把握できます。 

 非常に印象的で最もはっきり増えているのは、黄緑色の細い棒グラフで示している完全

失業者数です。他にも増えているものをいくつか挙げると、この真ん中の上がっている青

色の線は非正規雇用者比率です。この下のほうで上がっている灰色の線は貯蓄非保有者世
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帯比率、すなわち貯金が全くない世帯の比率です。そしてもう１つはこの下のほうで上が

っているピンクの太い棒グラフの１番目にある生活保護世帯数です。 

 生活保護に関してはここ数年、毎回のように過去最大と言われるような報道が続いてい

ます。特に再び自民党政権になってから、今、法律の改正も含めて世の中の話題が集中し

ているところなので、皆さんもよくご存じかと思います。春の国会の最終日に時間切れで

廃案になった生活保護法の改正及び生活困窮者自立支援法が、今回の国会に再提出され、

おそらく通ってしまうのではないかと言われています。後でもう一度お話ししますが、こ

れに関しては非常に難しいものがあります。今、様々な報道やインターネットなどを通じ

ていろいろな議論に手が届くようになっていますが、見渡していただけば、この生活困窮

者自立支援法に対する反対意見もまた強くあることも、皆さんはご存じかと思います。こ

のあたりを私たちがどう乗り越えていけるかというのが今、非常に喫緊な課題になってい

ると考えております。 

 失業者が増えている、非正規が増えている、貯金非保有世帯が増えている、そして生活

保護が増えている。これらのことが何を意味しているかというと、仕事がない、仕事があ

っても不安定な仕事である、そして仕事がなかったり不安定であったり低賃金であるがゆ

えに貯金が持てない家庭が増えている、であるがゆえに生活保護が増えているということ

が、この図からはっきりと現れています。要するに、私たちの生活を成り立たせるための

最も基本的な土台である仕事、収入、貯金といったものがない人々が増えてきている。そ

してそういう人々が生活保護に何とかすがって生きざるを得なくなっている。そういう状

況が回遊されるどころかどんどん進行している。この 20 年間にどんどん歯止めがなく進

行している状況が生じていることが、このグラフからお分かりいただけると思います。 

 もう１本気になるグラフがあります。それは上のほうに上がっている赤い折れ線で、こ

れは大学・短大進学率です。このように生活の基盤がぼろぼろと崩壊してきているような

時期であるにもかかわらず、というかそれであるがゆえに、何とか子どもたちの将来を少

しでも確かなものにしようという家庭の切なる思いから大学・短大進学率が増えています。

この大学進学率の増加の背景には、新規高卒者に対する求人がバブル経済の崩壊後に激減

したことや、あるいは文科省が 1990 年代に大学入学定員の規制を緩めたことなど、いろ

いろなことがないまぜになっています。 

 この結果、何が起こっているかというと、これも後でお話ししますが、膨れ上がった大

学の出口においてボトルネックのような状態が起きています。大学生は膨れ上がっている
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けれども、これまで大学卒の人が就いてきたような仕事がそれに応じて増えているわけで

はありません。そういう中で競うように少しでもましな仕事にありつこうとして、そこに

日本独特の新規学卒一括採用のプロセスの問題点も加わって、今、大学生の就活生の中に

は非常に苦しい思いをする人がいます。たとえば就活鬱、就活自殺も繰り返し報道されて

いるところですが、そういう状況が生じています。 

 ただ同時に、実はこの２つの矢印の話とも絡むのですが、ここ数年、去年より今年、今

年より来年と、新規学卒者の就職状況が、少なくとも正社員になれた比率だけで見ると改

善されているように見えます。それは今、団塊世代が定年退職の時期を迎え、労働市場か

ら大量に出ていること、そしてそれを補充するための新規学卒者の採用が少し活性化して

いるからです。そういう時点に今、あります。 

 このような戦後日本において、大変人口規模の大きい２つの世代が存在します。ぼこぼ

こっと、その生まれ年だけ人口が多いという世代が大きく２つあるわけですが、彼らがど

のようなライフコースをこれまで歩んできたかを書き込んだものです。この人口規模の多

い世代の１つは言うまでもなく団塊世代であり、もう１つは団塊世代の子どもたちも含ま

れるところの団塊ジュニア世代に当たります。 

 まず団塊世代の方たちのライフコースです。生まれたのは第二次世界大戦が終わってほ

っとしたころ、そこでたくさん子どもが生まれたということですから、1947 年から 1950

年くらいまで、ここが団塊世代の人たちが大量に生まれた時点に当たります。今、仮に 1947

年生まれとすると、この団塊世代の方たちが高校を卒業されたのが 1965 年ということに

なります。当時、四年制大学への進学率は今よりもずっと低かったのですが、この世代の

中で大学まで進学された方の場合、1969年に大学を出たことになります。 

 この世代はグラフで見ると飛び抜けて人口規模が大きい世代です。これだけの人口規模

ですから、もし当時が高度経済成長期でなかったとしたら、教育機関を卒業した時点で大

量の人余りというか失業が生じていたはずでした。しかし彼らが中学を含め高校や大学を

出た時期は、先ほどの経済成長率でお見せしたとおり高度経済成長期であり、日本中に様々

な会社や工場やお店などがどんどんできていました。むしろ当時の最大の社会問題は人手

不足でした。求人難のほうだったんです。事業を広げたくても人手が足りないということ

が新聞の見出しに踊っていた、そういう時期でした。 

 そういう時期に、この大量の団塊世代が学校を卒業して世の中に出てきました。それは

産業界にとっては願ってもないことであり、またこの世代にとっても願ってもないことで
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した。それで何が起きたかというと、中卒者、高卒者、大学卒業者を出口で待ち構えるよ

うに、産業界がさらうように自分のところに入れていった。つまり、そういう状況でなけ

れば大量失業が起きていた社会でした。就職するという点ではスムーズに就職できていた

のがこの団塊世代の特徴です。 

 むろん、彼らの中には、たとえば中卒というまだ若い時点で東北から集団就職で親御さ

んと離れて東京まで就職したとか、九州から名古屋あたりに就職したとか、そういうつら

く寂しい思いをして就職した方もいます。また就職したといっても、どういう企業に就職

できたか、その規模や業種などによって、当時から非常に過酷な働き方をしていた方がい

たことは確かです。しかしそれでも仕事に就くこと自体はそれほど難しくはなかったとい

うことが確認されるわけです。 

 そして彼らが 20 代のうちにオイルショックが起きます。オイルショックが起きた後の

4.2%の安定成長期において、この団塊世代は 20 代後半、30 代、40 代前半という、まさ

に文字どおりの働き盛りの壮年期を迎えていったわけです。安定成長期を支えていたのは

団塊世代であったことは確かですが、先ほどもちょっと言いましたように、この安定成長

期というのはそれまでの非常に活発だった高度成長期と違って、無理に無理を重ねながら

成長をたたき出すような時期でした。それは人々の働き方にもいろいろなしわ寄せとなっ

て現れていました。たとえば会社人間とか社畜とかいう言葉が生まれたのもこの時期です。

そういう中で会社に対して全身全霊の投入が求められたのもこの時期だったわけです。そ

れを主に担っていたのが団塊世代の方たちだった。 

 団塊世代の方たちが 40 代半ばになってバブル経済が崩壊し、その後、この世代の方た

ちは 40代後半から 50代になります。そして 2007年に 60 歳で定年されるかと思ったら

ここで定年が延長になり、2012年に 65歳を迎えて、今、労働市場から出ていこうという

方たちです。 

 この団塊世代が 50 歳になった時期というのが、先ほども言ったように成長しない、平

均して 0.9%ぐらいの成長率しか達成できない時期でした。ここで彼らが 50代という、日

本の雇用環境のもとでは最も人件費、賃金が高くなる世代を迎えていたということ、これ

が不幸な偶然の１つです。団塊世代がここで大量に存在していたことが日本の企業や日本

の経済にとって１つの大きな重しとなり、長期の停滞の１つの理由になっていたと検証す

る労働経済学者もいます。中にはリストラにあったり、きつい思いをされながら、多くの

方は何とかそれを乗り越えて、今、定年を迎えています。これが団塊世代の方たちの人生
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です。 

 ではそれに対して、その子ども世代も含まれる団塊ジュニア世代がどういうライフコー

スかを見直してみます。団塊ジュニア世代は 1970 年代前半に生まれた人たちです。仮に

1972 年生まれとすると、この 1972 年生まれというのは、実はちょうど端境期というか、

前の時代の名残りにぎりぎり間に合った人たちが含まれています。というのも、1972年生

まれの人たちが高校を卒業したのが 1990 年です。まさにバブル経済の絶頂期に高卒で就

職活動をしていたわけです。この時期というのは、これから若年人口が減っていくことや、

極めて景気が活況を迎えていたことから、企業は大卒であれ高卒であれ非常に大量採用を

していました。大卒の場合、今からすれば信じられないほどの大盤振る舞いというか、先

輩からステーキをおごってもらったり、内定式でハワイに連れて行ってもらったり、そう

いうもてはやされ方をしながら就職していたのがこの時期でした。 

 この 1972 年生まれ世代は、高卒者であればぎりぎりそれに間に合っていました。しか

しこの 1972年の同じ世代が 4年制大学にまで進学していれば、彼らが卒業するのは 1994

年です。1994年というと、既にバブル経済のあおりが新規学卒労働市場にはっきり現れて

いる時期です。ちょうどこの 1972年生まれで大学を出た方たちというのは、就職氷河期、

ジョブ氷河期、あるいはロストジェネレーションと言われたりもしますが、この後、苦汁

をなめる若者たちの１番最初の世代であったと言えます。むしろ高卒で就職していたほう

が、非常に大きな会社の工場などに入ることができ、学歴が高い人のほうが非常に苦しい

思いをしていた、それがこの団塊ジュニア世代です。 

 この 1972 年生まれが端境期、ぎりぎり間に合った人たちがいる世代であるということ

は何を意味しているかというと、1972 年よりも後に生まれた人たち、1973 年とか 1974

年とかそれよりも後、年齢で言えば今 41 歳ぐらいからそれより若い人たちは、その全て

の人が高校や大学を出て歩み入っていった社会は、このように基盤の底が抜け始めた世の

中でした。膨らまない経済、少なくなるポストといったところに足を踏み入れていること

が分かると思います。 

 何であえてこのようなことを、こんな図まで作ってお話ししているかというと、最近は

少し収まっていますが、1990年代後半から 2005年ないし 2006年に一番激しかったかと

思いますが、若者の間でフリーターであるとか、あるいは 2000 年代に入るとニートとい

う言葉が若者の現状を指す言葉としてマスメディアなどで広がるわけです。「フリーターが

増えておる」「ニートというのも増えているようだ」「どうも今の若者はなっとらん」とい
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うような言われ方をすることが一時期、非常に強くありました。 

 特にフリーターは「ちゃんと働こうとしない」「少ししか働かない」「親に甘えている」

「パラサイトシングルである」というような批判をされていました。ニートになると、仕

事をしておらず、探してもいないというのが日本独特のニートの定義です。「仕事もしてい

ないどころか仕事を探してもいない奴らが若者の中にいる」「とことん劣化してやがる」と

いったようなことで、「若者は本当に駄目だ。たたき直さなくてはいけない」「自衛隊に入

れて中東に送ればしっかりして帰ってくるはずだ」というようなことが当時の保守系の議

員の中からも聞かれたりもしていた、そういう時期がありました。 

 そういう主に年長の方たち、高齢の方たちからの若者に対する批判に対して、私はここ

のグラフであるような状況を把握しており、またそれ以前の 1990 年代からの若者の労働

市場の状況を大きなサンプルの調査で把握することをしていましたので、到底、今起きて

いるような事態が若者の心根で説明できるようなことだとは全く思いませんでした。甘え

だとか無気力だとか根気がないということだけで、このようなマクロな事象が説明できる

わけがないということで、大変腹が立つ思いで見ていたわけです。『「ニート」って言うな！』

という本を、志を同じくする人たちと書いたりしました。 

 団塊の世代を含めて、それよりもお年寄りの方たちにこのような図を示して申し上げた

かったのは、確かにまだ貧しかった日本の中でご苦労されて、それを支えてこられたかも

しれません。しかしお年寄りの方たちが生きてこられた、壮年期を過ごしてこられた日本

社会というのは、まだ経済全体が上げ潮の時期だったのです。それで努力が報われたよう

に思っていらっしゃるのも、ご自身の努力もあったかもしれませんが、実のところ社会全

体がそういう状況の中にあり、その中で努力が報われた面があったのだと。それに対して

今の若者たちがどんどん生み出され、吐き出されていく社会というのは、今、こういう状

態になっています。これを若者の内面だけで説明するようなことはやめていただきたい。

そんな話ではなく、もっと大きな構造の変化の中に人々が飲み込まれて生きているという

ことをお伝えしたくて、このようなグラフを作っています。 

 このような３段階の変化を日本の社会は遂げてきたわけです。細かく見れば１、２、３

ですけれども、ここの境目の変化が非常にはっきりしており、ざっくり見れば１、２と、

この前後で非常に大きな変化が起きていることを理解いただきたいと思います。 

 それで今、申しましたバブル経済の崩壊の前と後では、日本社会のかたちと言っていい

ようなものが、もう既に変わっています。どのようなかたちがどのようなかたちに変わっ
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たかを模式図で、次の２枚のスライドで説明したいと思います。 

 まずこちらのモデル図は、戦後日本型循環モデルという名前をつけて私がいろいろなと

ころで使っている図です。これがバブル崩壊前の日本社会の基本的なかたちです。戦後日

本型という名前をつけていますが、日本の社会のかたちというのは、世界的に見ても非常

に独特で固有の循環モデルをしています。何が日本固有かというと、家族と教育と仕事と

いう３つの別々の社会領域の間に、ある社会領域のアウトプットを次の社会領域にインプ

ットとして注ぎ込むような一方向的な矢印が、このように非常に強固で緊密に成り立って

いたということが戦後日本型循環モデルの特徴です。 

 これを日本型と呼んでいるのは、この３つの矢印の具体的な中身が、いずれも日本的、

日本独特、日本固有と、そういう名前で呼ばれ、認識されていることからも裏付けられま

す。他の社会と何が違うのか。ちょっと今日はグラフを省いておりますが、教育機会の拡

大、たとえば高校教育やその後の大学教育の拡大のタイミングとスピード、そして第一次

産業がすっと減って第二次、第三次、つまり雇用されて働くような現代的な産業が拡大し

たタイミングとスピード、そして拡大家族ではなく核家族を中心として夫婦２人と子ども

がだいたい２人からなるような、いわゆる近代家族と言われる家族が普及したタイミング

とスピード、これが戦後日本の 1960 年代において極めて驚くほど同じタイミングとスピ

ードで合致しています。つまり日本においては、その独特な歴史的経緯の中で、現在ある

ようなかたちでの家族や教育や仕事というものは、一つの同じ時期にねじり合うようなか

たちでいっぺんに成長しました。このタイミングとスピードが極めて一致していたという

ことが、この３つの間に、他の国では見られないようながっちりしたタッグを形成してし

まうことになったと解釈することができます。 

 他の先進諸国のこれまでの家族や教育や仕事の変容というか発達過程のタイミングとス

ピードをたどってみると、そのタイミングとスピードがガチャガチャしていて一致してい

ません。たとえば最も早くから近代化を開始した国であるイギリスの例で見ると、まず仕

事の世界で工場労働、第二次産業が発達して、その後を追い上げるように第三次産業が発

達するわけですが、第一次産業の少なさといいますか、第二次、第三次を合計した比率が

かなり早い時期からずっと高かったわけです。そしてその中で労働者階級が形成されてい

ったわけですが、それにずっと遅れるかたちで中等教育の機会がだんだんと普及していき

ます。というようにタイムラグが随分大きいわけです。そうすると社会領域の普及、発達

のタイミングとスピードにラグがあって、ガチャガチャと跛行的に発達してきている場合
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には、そのガチャガチャしたところを埋めるために、政府がその隙間を補うための諸政策

を講じなければならないという事態が起こってきていました。 

 しかし日本はこの３領域の間の関係が非常に緊密だったがゆえに、あそこに書いてある

ように、政府による公共事業などの産業政策によって、何とか仕事の領域が日本全国にあ

まねく存在するようなそば支えをしていれば、あとはこの３領域の循環で社会がもってし

まっているような、成り立ってしまっているようなところがありました。これが非常に独

特な戦後日本のかたちです。 

 もう少し言葉を添えて詳しく説明します。たとえば教育から仕事に向かうこの矢印、新

規労働力と書いています。この矢印の内実はこの吹き出しで書いてあります。新規学卒一

括採用と書いてありますが、これは世界的に見ても非常に珍しい、教育から仕事への飛び

移り方です。 

 今、改めて新規学卒一括採用が何かをざっと振り返ると、新規学卒一括採用というのは

高校であれ大学であれ、若者が教育期間に在学している間から就職活動を行うことです。

間からといっても卒業よりもずっと前になるわけです。大学生であれば１年以上も前から

就職活動を始めます。１年以上も前に内定を既に取っていることが珍しくありません。高

校でも半年かそれ以上くらい前から就職活動を始めるわけです。まだ卒業までずいぶん、

半年とか１年とか長い期間がある段階で、もう既に内定、つまり卒業した後にどこの企業

に勤めるかという確約みたいなものを取っています。 

 その確約を取る際には、その個々の若者が属している教育機関が非常に熱心に手助けを

します。高校であれば就職指導の先生であるとか、大学であればキャリアセンターと呼ば

れるような専任の部門がいろいろと手助けをしています。推薦状を出すことを含めて、内

定を取るまでの組織的な手助けが非常に手厚くなされています。 

 その結果、内定が取れれば最終年度の最終月、３月に卒業式に出て、次の４月１日、年

度替わりとともに入社式に出て、ぱっと身分が変わるわけです。生徒、学生という身分を

年度の終わりまで持っていて、日が変わって４月１日にいきなり職員、社員へと身分が変

わります。時間的に全くと言っていいほど隙間がありません。この隙間をなくしているの

が、ずっと早くから内定が取れていたということなわけです。取っておいてぱたっと変え

る、これが新規学卒一括採用の特徴になります。 

 この時間的な隙間のなさの裏面にぴったりと張り付いているのは、多くの場合、教育機

関で学んだことと、その後に仕事としてやることの間の内容の対応関係が非常に希薄であ
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るということで、これが新規学卒一括採用の大きな特徴です。このようなやり方は、日本

でずっと生きていれば普通のような気がしますが、世界標準からは大きくかけ離れていま

す。 

 この世界標準とどのように違うかを比喩で表現するために、私は日本の新規学卒一括採

用に対して「赤ちゃん受け渡しモデル」と呼んだことがあります。「赤ちゃん受け渡しモデ

ル」というのは、教育機関が、職業人としては全然一人前ではない、赤ちゃんに等しい若

者を大事に抱っこしてお世話をしている。それを年度替わりとともに、腕と腕を触れ合わ

んばかりに、今度は会社に「お願いしますよ」と言って抱っこで受け渡して、「はい、分か

りました。引き取りました。あとは会社の中で大事に育てますからご安心ください」とな

るわけです。非常に脆弱な存在としての若者を、組織と組織が腕を接して受け渡すという

のが日本の新規学卒一括採用のモデルです。 

 それに対して諸外国、世界標準が比喩でどのように表現できるのかというと、これは「棒

高跳びモデル」と言えると思います。何が「棒高跳びモデル」なのかというと、教育機関

はバーを飛ぶための棒としての専門的な知識やスキル、職業に役立つような知識やスキル

を若者に受け渡し、伝授するわけです。若者はそのもらった知識やスキルを用いて仕事の

世界に飛び込んでいく、これが世界標準のやり方です。 

 この「棒高跳びモデル」の場合が日本と何が違ってくるかというと、まずは１つのエピ

ソードでお話しすると分かりやすいかと思います。私はシンガポールの政府の方と若者の

就職について話し合ったことがあるのですが、日本のモデルを説明するとシンガポールの

方は「信じられない」「あり得ない」「シンガポールではそんなことは不可能だ」と言いま

した。なぜ不可能かというと、シンガポールでは教育機関の最後の試験ですね、全ての課

業、大学であれば卒業研究や卒業論文なども終えた、その最後の試験の結果を持って、「私

はこの分野のことをここまで、このような成績で、こう学んできました」と。それをその

個人が誰かという証明として、それを持って、それを名刺がわりとしていろんな仕事に、

卒業後に三々五々応募していくというのがシンガポールのやり方です。「なぜ日本では、そ

ういう教育課程を終えてもいない、その当人が誰かも分からないような段階で内定や就職

活動ができるのか」と、逆に問い返された覚えがあります。 

 つまり今、言ったように、学んだことを棒高跳びの棒とするので、その後の時間的な隙

間は結構あります。海外でもあまり間を置かずに就職する場合ももちろんありますが、数

カ月の間、たとえば「卒業まで一生懸命勉強してきたので旅行でも行くか」「一休みするか」
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という期間があっても構わなくて、それぞれが個人としていろいろな企業に応募していく

というのが世界標準になります。しかし日本はそれと全く違います。これが新規学卒一括

採用の独特さになるわけです。 

 何でこのような腕と腕が触れ合わんばかりに若者を譲り渡すようなモデルが成立したか

というと、その背景は先ほど説明した高度経済成長期における人手不足というのが、非常

に重要な原因というか背景になっていました。とにかく頭数が、人手がほしかった。最後

まで何を学ぶかということはあまり気にしている暇がなく、とにかく人手を確保しておき

たかった。だから卒業前に確保しておいて、卒業とともに会社に出ていくというようなこ

とが一気に普及した、それが高度経済成長期だったわけです。そういう、高い若年労働者

需要が卒業時点での若者を待ち構えていたということが、学んだ内容などは深く問わない

ような新規学卒一括採用の背景にありました。 

 この新規学卒一括採用という矢印に乗っかって就職していれば、多くの人は、特に男性

の場合は大半が正社員、一応は正社員という身分になることができていました。というか

仕事に就くというのはほぼ正社員と理解されていたわけです。もちろん先ほど言ったよう

に企業規模や業種によって、賃金水準やどこまで昇進できるかというようなことには差が

ありました。しかしそれでも正社員という身分になること自体は男性にとっては難しいこ

とではありませんでした。繰り返し「男性にとっては」と言っているのは、これまで日本

の女性というのは労働市場において一貫して非常に厳しい差別に遭遇してきたということ

を申し上げておきたいからです。それは今なお続いております。労働力としては不十分な

存在として女性は定義されてきましたが、男性の場合は正社員になることができました。

一度正社員という身分を確保することができれば、いわゆる日本的雇用慣行のもと、長期

安定的な雇用と年功的に上がっていく賃金をほぼ確実に見込むことができていました。 

 ただしここで思うのは、このような日本的雇用慣行と呼ばれるようなものは、定年があ

るわけですから終身雇用というほどではないわけです。しかし、なかなか首にはなりにく

い、させにくいといったような長期安定的雇用や、どんどん上がっていく賃金が存在して

いた背景には、実のところ先ほどのグラフでお示ししたような、経済自体が増えていた、

膨らんでいた状況のもと確保されていたものにすぎなかったと私は考えています。勤続年

数とともに賃金が上がっていったことは、会社自体が大きくなり増えていった収益が還元

されていたことの現れです。 

 1980年代の日本においては「日本的雇用慣行は素晴らしい」「これが Japan as No.1の
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秘密なんだ」みたいなことで、日本人自身も、あるいは海外からも称賛されていました。

しかしそれは実のところ、魔法のような秘密でも何でもなく、歴史的経緯の中でたまたま

生じていただけのことだったと私は考えています。これはいとも簡単にその後の 1990 年

代以降に若いほうの世代からガラガラと崩れているわけで、日本的と言って威張れるほど

のものだったのかと思ったりもするわけです。とにかく当時においては成り立っていまし

た。 

 この２つの見込みに基づいて、なかなか仕事は失わずに賃金が増えていくわけですから、

将来に関してはかなり確実であるという展望が描けていたわけです。その展望に基づいて

結婚して家族を作り、子どもも作ることができていました。それで主な働き手としての父

親が、だんだん上がっていくこの年功賃金を家族にどんどん持ち帰ります。そして家族の

主な支え手としての妻、母がその賃金を受け取って、１つは様々な消費行動によって家族

生活を豊かにしていく役割を熱心に担っていきました。 

 消費行動というのは、たとえば高度経済成長期に普及した三種の神器とか新三種の神器

とか言われるような家電などを買いそろえることです。それでまずは家事などが少し楽に

なっていった面がありますし、住環境そのものが快適になっていった面がありました。ク

ーラーとかテレビとか洗濯機とか冷蔵庫とか、そういう今の家庭であればどこにでも大体

あるようなものがどんどん普及していったのが、この 1960年代、1970年代だったわけで

す。また家電のみならず、たとえば車を初めて持つとか、いいものに買い替えるとか。あ

るいは家そのものも、まずは団地に住めてうれしかったものが、今度は団地から一戸建て

に住み替えるとか。このように、住まいに関する様々な物的環境をどんどん整えていくよ

うな役割を、母親、妻は熱心に担っていきました。 

 しかし母親の役割はそれだけではありませんでした。消費行動だけではなくてもう１つ、

あるいは家庭の中の女性の役割としてそれ以上に重要な役割は、次世代である子どもの教

育の責任を担うということだったわけです。ここに矢印があって教育費、教育意欲と書か

れています。後でデータでもお示ししますが、日本の家族は教育に対する支出が非常に多

いです。その表裏一体となっているのは、日本の政府、自治体に税金として吸い上げられ

て学校教育に公的な支出として投入される額は、日本はあきれるほどに低水準であるとい

うことです。OECD諸国の中で最低と言ってもいいような水準です。 

 学校教育に対して税金から支払われるお金が少ない分、日本の家族はまず１つ、学校教

育を支えるためのいろいろなお金を払ってきました。給食費や修学旅行、様々な学習に必
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要な教材を買いそろえるためのお金はどんどん徴収されます。今は高校無償化とか、それ

をやめるとかいったことが話題になっていますが、学費が無償化されていたとしても、高

校段階でかかるお金は公立であってもかなり高いです。びっくりするようなお金がどんど

ん取られます。そういう状況で「またこんなに取られるの」みたいな思いをしながら払っ

てきたのが日本の家族だったわけです。 

 単に学校教育にお金を徴収されるだけでなく、日本の家族にとって非常に高額の負担に

なっていたのは学校外教育です。つまりお稽古事や塾や予備校といったものです。これが

大変高額で、そういうものさえ購入して子どもたちの教育達成を上げようとしてきたのが

日本の家族です。 

 なぜそのような行動をとったかというと、今申しましたように、日本の政府や自治体は

学校教育に対してきちんとコストを注いでいません。これは今なお続く構造ですが、１学

級あたりの生徒数は先進諸国に比べて多いわけです。教員１人が１学級で大勢の人数を相

手にして、そこに対して効率的に授業をしたように見せるためには一斉授業をしたほうが

いいわけです。35人以上、時には 40 人を超えるような児童がひしめいている中で、個別

の指導なんてできないので一斉授業になるわけです。いかにして関心をひきつけ黒板に向

かわせるかということが授業のノウハウになるわけです。当然、そのような中では雑な授

業になりますし、子どもたちからのアクティブな学習参加も希薄になります。あるいは一

斉ですからきちんと相手をしてもらえず、その周辺でこぼれていく子どもたちが当然出る

わけです。 

 学校で達成されるべき学力を補うために学習塾に行かせる。あるいはこんな雑な授業を

超えたもっと質の高い個別的な指導を受けさせたいという思いから、より高水準の勉強内

容をやってくれるような塾に入れるということを日本の家庭はやってきたわけです。ここ

には内閣府の方はいらっしゃるのかな。政府のある種の怠慢というか怠ってきた部分を、

ある意味「わが子だけは」というエゴによって補ってきたのが日本の家族なわけです。 

 費用を投入するだけでなく、「うちの子には何とか勉強ができようになって」という意欲

が母親たちにはあったわけです。教育ママとここに書いてありますが、教育ママという言

葉は 1960 年ごろから日本のマスメディアに繰り返し登場して、非常に教育意欲が高い日

本の母親を揶揄したような、ちょっとあざけるような記事が繰り返し出てきます。子ども

の宿題をかわりにやってやるとか、先生に付け届けをして「うちの子をよろしく」みたい

なことを言うとか、あるいは塾に非常に熱心に送り迎えをするとか、そういう母親の戯画
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のようなことが繰り返し言われてきたわけです。 

 そのように注目されるほど 1960年代、1970年代、そして 1980年代にかけても、日本

の母親は子どもの教育に対して非常に熱心でした。なぜそのようなことが起きていったの

かということも続けて後で申し上げます。たとえば 1960 年代をモデルにした、あるいは

あのころに作られた国民的アニメのようなものに出てくる母親像を思い浮かべていただけ

ればと思います。『ちびまるこちゃん』であれ『ドラえもん』であれ、「のび太、宿題はや

ったの？」「まるこ、勉強してるの？」「起きなさい」「朝ご飯食べてしっかり行くのよ」「遅

刻しちゃだめだよ」「忘れ物はないの？」というかたちで、子供が学校教育できちんとした

振る舞いができるように後ろから追い立てるような役割が日本の母親の典型でした。もし

かしてこの中にお母様方がいらっしゃるかもしれませんが、いつの間にかそのように振る

舞ってしまっている。それが日本の母親の子供に対するプロトタイプだったわけです。母

親は費用だけでなく意欲を注ぎ込んできました。 

 そのように何がアウトプットとして出てきて、何が次の領域に対してインプットとして

注がれるのかを、この矢印の中身は書いています。この循環というのは実のところ、単な

る平面でいつまでも回り続けているだけではありません。手前に向かって三角錐状に出っ

張ってくるような。「こういう循環が回っているうちに日本社会はどんどん豊かになれるよ

ね。みんなどんどん幸せになれるよね」という、自分の世代は無理でも次の世代は一歩も

っと高い地位になって、もっと豊かになって、もっと幸せになれるはずだという、そうい

う思いが、これが手前に向かって出てくるような三角錐としての循環を回していました。 

 たとえば、先ほど教育ママと言いましたが、この教育ママについてはマスメディアで揶

揄されるだけではありません。1960年代の日本の母親の教育熱心さの度合いと、家族の収

入や親の学歴によってどれほど違いがあるかについてきちんとした社会調査で調べた研究

がありました。その結果を見ると、家族背景による母親の教育熱心度に違いはありません

でした。つまりどういうことかというと、中卒のお母さんであれば「自分は中卒で悔しか

ったから子どもは高卒にしたい」。高卒のお母さんであれば「自分は高卒で悔しかったから

せめて大卒までは行かせたい」。大卒の親であれば「もうちょっといい大学に行かせたい」。

このような成長ムードの中、高度経済成長、安定成長で成長していき、だんだんみんなの

地位が上がっていくというモデルの中で、自分の世代で果たせなかったことを次世代に委

ねる、自分の代理人として子どもにもう一歩先に行ってもらうというような、そういう世

代間の役割分担関係が成立していたがゆえに、日本の母親たちはご本人がどういう立場で
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あっても子どもにもう一歩上に行ってもらいたいという気持ち自体は共有されており、全

員が全員、教育熱心でした。こういうことを含めて成長を前提としたモデルであったとい

うことを確認しておきたいわけです。 

 そしてこういう状況の中、この緊密な循環があったので、先ほど言ったように政府は仕

事の領域には気を配っていました。しかし政府から教育へ、あるいは政府から家族へ、様々

なかたちで支えるといったようなことは極力抑えられ、住宅手当や子どもに対する諸手当

などは非常に抑制されてきた。もう既に小さな政府だったわけです。 

 このようにお話しすると、とてもよいモデルのように感じられるかもしれません。とて

も効率的ではないかと。小さな政府で済んでいて、財政支出を抑制することができていて、

それで循環が回っているのだから、そのころの日本はよいモデルだったと思われるかもし

れませんが、違います。というのは、この循環が成立した途端、この循環自体を原因とす

るような様々な問題が、日本の中にあふれるように起きていたことも同時に思い出す必要

があります。 

 というのも、この矢印があまりにも太く堅牢に成立したことによって、比喩で言えば、

この矢印がそれぞれ生えている根元の社会領域の栄養分を吸い取って枯らしてしまうよう

な、これのみが太い幹として育っていくような、そういう現象が起きました。さらに言い

換えれば、この循環が自己運動化してしまって、それぞれの領域が空洞化、形骸化してい

くということが起きていました。 

 具体的に言うと、教育と仕事の関係に関しては、とにかくいい成績を取って、少しでも

いい高校や大学に入って、その先にあるいい会社に入る、そういうこちらの仕事の世界だ

けをにらんだ学習動機が教育の社会を支配していたわけです。いわゆる外発的動機付けと

言われるような学習動機があり、しかもお互いの激しい競争が当然生じるわけですが、そ

れがこの矢印によって生み出されていました。その結果、1960 年代の末から 1970 年代、

1980年代ぐらいには、日本ではいわゆる教育問題と呼ばれるもの、たとえば受験競争の激

化や早期化、その中で落ちこぼれと言われる子どもがどんどんできてくる、あるいはスト

レスによる不登校も現れてきました。校内暴力といった生徒からの暴力も指摘されるよう

になりました。このような圧力釜状態のような、ストレスと競争でひしめくような教育の

状況の中で、それを何とか押し込めるための管理教育と言われるものが激しくなっていま

した。特にそれが一番強くなっていたのが 1980年代初めくらいだと思います。 

 今から考えると思い出しにくいかもしれませんが、たとえば 1980 年代初めに校門圧死
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事件が起きたことをご記憶の方もいらっしゃると思います。朝の遅刻管理を厳しくするが

ゆえに、子どもたちが駆け込んでくる目の前でガラガラと鉄の校門を教員が閉めるわけで

す。そこに飛び込もうとした女子生徒が首を挟まれて亡くなったというようなこともあり

ました。制服や髪型に対する管理も、今はむしろ驚くほど緩くなっていますが、当時はも

のすごく厳しいものでした。そのような圧力釜状態の教育があり、そこで様々な諸問題が

生み出されていました。 

 仕事の社会でも、日本の働く男たちは、妻と子どもを養うためには死んでも仕事を失う

わけにいかない立場に置かれていました。なぜなら家族を支えているのは、ほぼ賃金のみ

だからです。そして、よほどのことをしなければ首にはなりにくいという事情もありまし

たが、その事情が少し揺らぐのがやはりオイルショック後です。それまでの「サラリーマ

ンは気楽な稼業ときたもんだ」というような、ある意味のんきだった高度経済成長期のサ

ラリーマンの世界とは様変わりを見せることになりました。 

 もう一度、最初のグラフに目をやっていただくと、オイルショック後に既に少し失業率

が上がっています。やはり経済成長率が低くなったので、企業としては外に出したい人た

ちも増えてきたわけです。その兆しがはっきりしたときに、実は産業界と政府の間に１つ

の契約に近いものが結ばれます。それは何かというと、今その廃止がどうのこうのという

ことが話題になっている雇用調整助成金という制度です。これは大震災の際にもかなり多

額のものが使われた仕組みです。雇用調整助成金というのはご存じのように、本来であれ

ば会社都合で解雇したいような、それほどの経営状況にある企業に対して、賃金を政府が

肩代わりするから解雇しないでください、一応雇い続けてくださいと、それが雇用調整助

成金です。その政府からの助成金によって何とかぎりぎり社員を雇い続ける、本当は解雇

したいにもかかわらず、それをせずに中に置いておくといったようなことが安定成長期に

広がりました。 

 解雇はしなくても、このようにきつくて厳しい状況だから「言われたことはやってもら

うよ」というような締め付けが強くなります。それで何が起こったかというと、社員間の

業績達成競争をあおるような仕組みが会社の中で強くなりました。また高度経済成長期よ

りも一層、たとえば単身赴任であるとか、成長がぱっとしない部門は切り捨てて他の部門

にごそっと人を移すといったことが起き始めます。そういう、やはり圧力釜状態が高まっ

ていった日本の会社の中で「首になりたくなければ言われたことは聞け」と、これまでや

ったこともない仕事を命じられたり、時にはコンプライアンスに反するような仕事を命じ
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られたり、あるいは大事なはずの家族から離れて単身赴任を命じられても、「文句を言うな」

「首になりたくなければ会社の人事に従え」といったような圧力が強くなるわけです。 

 職を失うわけにはいきませんので、組織に言われたことを受け入れて働かなければいけ

ないような状況が、1970年代後半から 1980年にかけてどんどん強くなっていました。そ

の中で、先ほども言ったような社畜とか会社人間とか、あるいはローマ字で書かれて世界

に流通してしまっている日本語ですが、過労死（Karoshi）ということが言われるように

なってきた、これも 1980 年代です。それぐらいのプレッシャーの中で仕事をせざるを得

なくなっていたのが当時の働く、主に男性たちです。そのように仕事の世界に関する問題

も、多々、指摘されるようになっていきました。 

 同時に家族もです。そもそも家族はこの循環の一部品としてしっかり組み込まれていま

す。公的な社会とは関係のない、プライベートで親密なほっとする場という家族の定義付

けというか機能は、日本ではずっと低いままで、今なお機能不全のまま来ていると指摘さ

れています。何せお父さんは仕事が長期間で忙しい、子どもたちは勉強や塾が長期間で忙

しい。それぞれ子どもや父親は仕事や教育の世界に専従するような状況が起きているわけ

です。何とか家族の専従者として持ちこたえているのは母親です。しかしそれぞれが長時

間住んでいる世界が違い、関心事やエネルギーを投入している事柄が違うので、家族とし

ての親密な関係性や他のことを忘れての余暇のようなものは、これまで十分に達成されて

こなかったことは繰り返し指摘されています。 

 これについては様々なエピソードがありますが、時間がありませんので、ごくかいつま

んでお話しします。この問題状況を非常にリアルに伝えてくれるものとして、フィクショ

ンとして作られたもの、当時の社会を描いた様々な小説やドラマ、映画などを思い出して

いただければと思います。たとえば『岸辺のアルバム』とか、あるいは『家族ゲーム』で

す。『家族ゲーム』は最近、嵐の桜井翔ちゃんが主演でリニューアルされてドラマになりま

したが、あれはもともと 1980 年代前半に作られた松田優作さんが出ていた映画だったわ

けです。当時、人々の間に非常に訴求力を持っていたフィクションは、必ずと言っていい

ほど、バラバラになっていった家族、仕事人間である父親、子どもを教育に向けて駆り立

てる母親、その中で非常に虚しい思いをして、時には逸脱的になっていく子どもたちを描

いていました。これが、日本のこの状況をある種、結晶のように凝縮させていたフィクシ

ョンと考えることができます。もちろんフィクションはフィクションですから、現実とは

やや乖離があることは分かった上で申し上げています。しかしそれが世の中の人々にもの
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すごい説得力を持って読まれた、ベストセラーになったということは、それほど凝縮され

てはいなくても、それが日本の中でリアリティを持って広がっていたことの証左であると

いうことは言えると思います。 

 今、何を力説しているかというと、このモデルは一見、非常に効率的には見えます。け

れどもこの循環そのものが、この矢印があまりにも太くて堅牢になったことによって、何

のために学ぶのか、何にために一生かけて働くのか、自分がやっている仕事の社会的な意

味や自分にとってのやりがいが何なのか、あるいは何のために人と愛し合って連れ添って

住むのかといったような、家族、教育、仕事といったようなそれぞれの社会領域の最もコ

アな本質が見失われたままになりました。とにかくいい仕事に就くために勉強する、家族

を支えるために何を言われても、嫌な仕事でも受け入れて働く、とにかく組み込まれた部

品として通過点のように家族が成り立っているというような状況が、バブル経済崩壊前に

おいてすら、日本はそういう問題状況に埋め込まれていたということを思い出す必要があ

ります。 

 何ゆえこのようなことをあえて言っているかというと、今、何かというと「昔はよかっ

たね」的な言説がすぐに出てきます。『三丁目の夕日』であるとか、「あのころは貧しい中

でみんな絆もあって頑張ったね」とか。本当かよ。そういうノスタルジックな思いが、日

本社会をこれから先に向かわせることの足かせになっているという思いが強くあります。 

 今、若者の中にも終身雇用であるとか、あるいは男は仕事、女は家庭のような規範がむ

しろクククッと増えてきたりしています。なぜ増えてきているかについてはいろいろな諸

説があります。今、このような生き方というものがどんどん希少になっていて、希少価値

が出てきているがゆえに望ましいとみなされるという説もあります。あるいは今の若者の

親世代が、ちょうどこの最後の時期に一応滑り込んで、1980年代にその恩恵を最後に受け

た世代であって、自分の一生を正当化するために子どもに同じように生きてくれることを

望んでいる、そのプレッシャーを子どもが受けているという説もあり、なかなかしっかり

検証するのは難しいです。しかし事実、20 代の若者の間で長期雇用がいいという意識は

1990年代を通じて下がってきたのですが、また上がり始めています。これは何だ。これは

私たちの社会を先に行けなくします。その問題点、ネガティブな面が忘れ去られ、ポジテ

ィブな面のみが歪んだかたちで思い出されるような。このモデルにとらわれていては、私

たちはこれからの社会を新しく構築していくことができません。その弊害があるがゆえに

当時の問題点を申し上げています。 
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 このように効率的ではあるけれども問題含みの戦後日本型循環モデルは、1990年代のバ

ブル経済の崩壊を経て、既にかたちをすっかり変えています。 

 最初にかたちを変えたのは仕事の世界でした。バブルが崩壊し、高収入の団塊世代が企

業の上のほうにどっかりと座っている中で、日本の企業は 1990 年代以降、正社員を新規

学卒者から新しく採用する余力を非常に失います。バブル経済崩壊以降の日本の企業は、

正社員の新規採用をして長期採用をするかわりに、非正規社員を活用して事業内容を何と

かその場しのぎのかたちで維持するような選択をとってきたわけです。また正社員も、こ

れまでのように正社員になれば社員研修もあり賃金も上がっていき、ボーナスなんてあっ

て当たり前という正社員ではありません。一応正社員という名前は与えておくけれども、

それはサービス残業をさせるためだけの呼び名であって、これまでの正社員とは処遇が全

く違うような、周辺的正社員という呼び名で呼んだり、また名ばかり正社員とか言われた

りもしますけれども、そういう働き方も今、生じてきています。 

 このように仕事の世界が 1990 年代以降に変化をした際に、もともとこの３つの領域は

太い矢印でつながれていたので、１つの領域が大きく変化すれば、その変化は他領域にも

直に及びます。言うまでもなく、このように仕事が変化すれば、教育を終えたからといっ

て正社員になることが前提といった状況ではなくなっています。就職活動をしても安定し

た仕事に就けない、非正規の仕事にしか就けない、あるいは仕事そのものに就けない若者

が非常に増えてきています。そして仕事に就いたからといって、このように仕事の世界が

何層にも分かれ格差化が進んでいるとともに、経済が成長しない中で、全体として賃金水

準の目減りが起きてきています。政権が賃金を上げてくれと産業界に懇願、懇請せざるを

得ないほどの状況が起きています。 

 今日は省いておりますが、先進諸国の賃金水準の動向を国際比較して推移を描いたグラ

フを見ると明らかですが、他の国では失業が多いなどのいろいろな苦労を抱えながらも賃

金水準そのものは割と堅調に伸びている。しかし日本は 1990 年代以降、その中で唯一下

がっています。このように格差化しつつ全体として低下するような状況の中で、もはや家

族を作れるほどの賃金を手に入れることのできない若者が増えてきています。 

 このように社会構造のかたちが変化しているにもかかわらず、かつての「男が働いて妻

子を養うもんだよね」というような、いわゆる性別役割分業観がまだ強固に残っています。

その中で、働いて妻子を養うことができない賃金水準の男性は結婚相手とは確実にみなさ

れない、一人前の男性とみなされないような状況が起きています。一方で女性も、かつて
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のモデルで労働市場において非常に差別的に扱われてきた上に、このように厳しい状況が

起こり、むしろそれを苛烈に被っています。女性の中の非正規比率は非常に上がってきて

います。女性の労働条件も悪化する中で、女性が配偶者に対して雇用の安定や一定の賃金

水準を求めてしまうのは仕方がないことではありますが、その要求を満たすことができな

い男性が増えてきています。それゆえ家族が作れない。つまり晩婚化や非婚化、そして何

とか結婚できても子どもは無理で、「どうやってこれで子どもを作ってやっていけるの？」

みたいなことが少子化の背景にあったりもするわけです。このように家族を作ることがで

きない若者が増えてきています。 

 何とか家族を作って、これまでと同様に子どもたちに費用や意欲を注ぎ込むことができ

ている層もあります。比較的ゆとりがある家族は、かつてよりも一層熱心に子どもに対し

てあれこれケアをして、非常に手をかけるようになっています。かつてなかったような塾

もたくさん現れてきています。逆上がりの塾であるとか、理科の実験の塾であるとか、そ

ういうこれまでの受験塾とは違うようなところにまで全方位的に手当てをして、子どもた

ちを何とか辛うじて残っている、かつてどおりの矢印のほうに入れるような振る舞いを見

せる家庭も一方では現れてきています。 

 かたや子どもに何かしてあげたくても親自体が疲弊しているとか、生活をやりくりする

のに精いっぱいで、子どもに対して投入する資源がカツカツであるとか、ないような家庭

も増えてきています。これも後でかなり時間を割いて説明します。 

 そのように家族を支えているほぼ唯一の土台であるところの賃金水準の格差化と地盤沈

下の中で、家族の中に諸資源の格差化と地盤沈下が起きてきています。そしてそれが次世

代である子どもに何をしてあげられるかというところに、格差化と全体としての低下が起

きています。それが今、連動してしまっているわけです。 

 今なお、政府は教育に対する支出を締め付けています。その結果、たとえば小学校、中

学校、高校の教室の中で何が起きているかというと、今なお多数の子どもたちがひしめい

ています。多数の子どもたちの中には、もう２学年、３学年先のことを塾で習っていて学

校なんて休憩にすぎないとか、全く学習意欲が持てないような子たちがいます。その一方

で、逆に家族がすごく荒れている、両親がずっと仲が悪くて DVももしかしたらあって、

離婚でもめている、あるいは離婚した場合もある。そのように家族自体が非常に不安定化

している。関係性の面でも、経済的にも非常に困窮している中で、もう勉強なんかに気持

ちが向かわない。給食で何とか栄養をつないで、おなかを満たすために学校に来ているけ
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れども、服は破れていたり洗えていなかったり、すごい臭いを発していたりする。明らか

に授業に参加できていないような子どもたちが両極として存在しています。もう、どちら

も学習意欲が持てません。中ほどの子たちも一定程度いるわけですが、そのような格差化

と全体として学習意欲が低下傾向にある中で、授業をもたせていくことが、学校の先生に

とって大きな負担になっています。 

 このように今、この元どおりの矢印もありますけれども、もう矢印の体をなしていない、

資源のアウトプットを次の領域のインプットとして注ぎ込めないようなボロボロの矢印が、

大きく生じてしまっています。ある意味腐った丸木橋状態の矢印ですから、そこから事情

によって落ちてしまう個人も出てきて当然なわけです。 

 先ほどの図にはなかったこの黒い粒々は、家族の支えもなく、十分な教育も受けること

もできず、仕事にもちゃんと就くことができず、１人で孤独にさすらっているような、若

年ホームレスであるとかネットカフェ難民であるとかです。それのみならず、ホームレス

にはまだなっていないけれど、たとえば非正規の仕事、また正規の仕事であってもそうで

すが、死にそうな思い、明日どうなるんだろうという思いで生きているような若者です。

若者だけに限りません。全ての年代層でそういう人たちが増えてきています。そういうこ

とをこの黒い粒々は表しています。 

 このような中で政府は何をしているかというと、もともと希薄であったセーフティーネ

ットの最後のよりどころであったはずの生活保護水準を、この８月１日に、子どもがいる

家庭ほど切り下げ幅が大きいかたちで切り下げてしまいました。今度、今の国会に提出さ

れている生活保護法の改正では、あのように不安定化している家族間の扶養の義務を明記

し、最後のよりどころ、セーフティーネットであった生活保護でさえ切ろうとする、はじ

こうとする動きが見えてきているわけです。もともと真空に近かったこの循環の周囲から、

一層空気が抜き取られていくような動きが見えてきています。それも全て財政難であるこ

とや、自助努力を旨として経済再生とか活性化を図ろうとする政府の方針が現れているわ

けですが、その中で手当てというのがありません。 

 困窮者自立支援法が、この黒い粒々の方に対してなされる手当のような位置付けではあ

るのですが、それは生活保護法の改正と組み合わされて、同時に法案として提出されてい

ます。あくまでバーターのように提出されているということは、そのセーフティーネット

が希薄化されて、その以前のところで生活保護を受けさせないために、この黒い個人を就

労に向けて強く後押しし、生活の安定を受けさせない。そのような、水際ではなくて沖合
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作戦と言われたりしますが、とにかく生活保護から人々を引き離すための作戦という位置

付けをされてしまっている面があります。これが大変苦々しいところです。これについて

も後でもう１回述べますが、今はこのような状況にあるわけです。 

 このような状況の中で、私たちはこのどこかを担いながら生きているわけです。ここま

では戦後日本の歩みということで、現在に至るまでどのようなことが起きているかを説明

しました。当然、困難を抱えた子ども、若者が、この黒い粒のようなかたちで生み出され

ている場合が非常に多いわけです。 

 それで子ども、若者のことに話を移しますと、困難を抱える子ども、若者が実際に抱え

ている困難の中身とはどのようなものかということです。これも非常に多様な困難があり

得ますので、そのどれかだけに着目したり、全てをどれかだけで語ったりすることは間違

っています。その要因や困難の多様性をしっかり踏まえて、それに応じた対処をする必要

があると考えています。 

 分けますと１つは出身家庭の経済的な困窮です。それによって様々な機会が奪われてい

る子どもがいます。その場合、その子自身は心身の障害や疾病などを持っていない場合も

ありますし、精神的にも問題を抱えていない場合もありますが、とにかく出身家庭の保護

者の方の状況が厳しいがゆえに、いろいろなチャンスが閉ざされているケースです。これ

が１番上です。 

 ２つ目が障害、疾病などのケースです。これは主に個人の心と体に関する困難に由来す

るものです。たとえばお金には困窮していない、ある程度安定した裕福な家庭であっても、

本人が障害や、生まれ持っての、あるいは後天的な疾病を抱えるような場合も十分に困難

と認識すべきだと思います。 

 そして上の２つがない、たとえばご家庭がすごく貧困なわけでも、本人が障害や疾病を

もともと抱えてもいなかったけれど、学校や職場での関係性の中でひどい思いをし、打ち

のめされ、それを原因として、そこから先の人生が歩めなくなる場合があります。 

 つまりこの３つ、ここに書いてあるものはそれぞれ一定程度、他の２つがなくても、こ

の１つがあれば成り立つといったように、独立したものとして考える必要があります。た

だし、実際には重複したかたちで現れることも珍しくありません。このうちの２つが該当

して１つは違うとか、あるいは３つ全部該当してしまうということが連動して起きがちだ

という事実があります。 

 たとえば一番上の出身家庭が非常に困窮していた場合、子どもたちに対して手当てをす
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ることができないので学校の中でいじめられたりするわけです。また、身なりが整ってい

ないとか、普通の多くの子どもたちが持っているような、たとえば 3DSであるとか、そう

いうものや共通の話題がないような子は、当然関係性の中で疎外されます。そうしてあま

りにも関係性が阻害されていくと、たとえば鬱などの疾病を発症することにもなりがちで

す。このように、この３つは非常に連動したかたちで起きがちです。特に一番上の要因が

他の要因を誘発することは結構あると思います。 

 それで、どのようなかたちで生じていても、つまりこの３要因が１つで生じていても、

２つ３つと重なって生じていても、いずれも本人は社会から排除されます。かなり容易に、

「もうあなたの居場所はない」というような対処をされてしまうことになりがちです。 

 では、社会的排除が具体的にどのようなかたちで現れているかというと、言うまでもな

く、ここに書いてあるような個別具体的ないろいろな問題事象として現れてくるわけです。

いずれも、これらの要因の１つあるいは複数によって本人が非常につらいとか、生きてい

く道を失ってしまうような状態であると言うことができます。 

 ちなみに社会的排除については、昨年の９月に内閣府の社会的排除リスク調査チームと

いうところが社会的排除のパターンを整理したものがあります。先ほどの１つ前のスライ

ドとかなり重なってはいます。たとえば１が生まれつきの本人の持つ「生きづらさ」、発達

障害などということで、先ほどの私の２つ目にかなり近くなっています。「家庭環境に様々

な問題が内包されており」というのは、ここでは貧困には限定していませんが、家庭に着

目したのが先ほどの私の１つ目に当たります。それで３番目が関係性です。学校や職場な

ど、家庭以外を含むような関係性の問題ということで出しています。先ほどのスライドは、

これを見ずに別途に作ったものですが、非常に符合する面が大きいと思っています。 

 今、ざっとお話ししてきましたが、ここから先はその裏付けとなるデータの説明です。

時間もありませんし、論点の部分とそれを裏付けるデータを組み合わせて皆さんにお配り

していますので、駆け足で確認していくだけにとどめたいと思います。 

 まずは子どもの貧困率です。子どもの貧困率は、この上のグラフが大人１人の場合の貧

困率で、下がそれぞれの大人が２人以上など、書いてあるとおりの貧困率です。こちらが

左軸で、こちらが右軸であることにご注意ください。大人が１人の場合の貧困率が日本は

極めて高いこと、これが特徴です。皆さんもご存じだとは思いますが、「男が働いて妻子を

食わすもんだよね」という男性稼ぎ手モデルが強固である日本において、母子家庭という

のはその稼ぎ手を欠いた家庭です。お母さんは頑張って何とか稼ごうとしている度合いが
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高いのも日本の特徴です。それでも女性が差別されがちな労働市場において非常につらい

思いをしていることが、日本の母子家庭を追い込んでいる背景としてあると思います。と

にかくこの大人１人の多くは母親が１人の場合ですが、そこにおける貧困率は非常に高い

です。それ以外においても日本の子どもの貧困率はじわじわと増加を遂げてきているとい

うことが、このグラフに現れています。 

 国際比較で見ても、今や日本は貧困率の成績が悪い国に成り下がっています。一時、日

本は１億総中流社会とか平等社会と言われたことがありました。しかし今、日本はここに

あり、この順位は数字が大きいほど悪いことを意味しているわけですが、日本は他の諸国

と比べても貧困率が高い国になっています。いろいろな他のグラフで見ても、世帯別に見

たときの世帯の生活の苦しさを見ると、全体に比べて母子世帯の苦しさは非常に強いもの

になっています。児童のいる世帯でも大変苦しい、やや苦しいということが全世帯と比べ

ると少し多くなっています。 

 こうした家庭の経済状況は、子どもの様々な状況に、とてもはっきりした影響を及ぼし

ています。ロング・アームズ・オブ・ファミリーという言い方を社会学ではしたりしてお

り、やはりこれまでも様々な検証が行われていますが、どのような検証においても、ほぼ

家族のロング・アームズ、長い腕、この子どもに対する長い腕というのは明らかに、繰り

返し、繰り返し確認されています。 

 たとえばこれは、家庭の経済状況による子どもの全国学力テストの結果です。この低い

ほうと高いほうでは非常にはっきりした、20%ぐらいの差が開いていることが分かります。 

 次の図を見ても、これもはっきりしたグラフですが、最初のほうで申し上げたように、

日本の高等教育は大変学費が高いです。なぜ高いかというと、ここも政府が教育に対して

きちんと支出してこなかったことの現れではあるのですが、私立の教育機関が非常に多く、

その経営上の理由から学費が高くなっています。そうなると、当然ですが家庭の収入によ

って４年制大学に進学できるかどうかにこれほどの差があります。 

 今、４年制大学が 1990 年代に広がって入試選抜の厳しさ自体はきつくなくなっていま

す。特に裾野の下のほうになればなるほど、AO とか推薦とか、非常に楽に入れる大学も

あるので、大学を選ばなければ学力によって入学が難しいことは生じない結果になってい

ます。しかしかわりに強く反映されているのが経済力です。学費を払えるかどうかで大き

な差がついています。 

 それで、かなりきつい中で一応、子どもが奨学金などを辛うじて受けられたので大学に



 25

進学させるという判断をする家庭も増えてきてはいます。しかし、これもご存じだと思い

ますが、今、奨学金が大問題になっています。厳しい中で奨学金を受けながら大学を卒業

しても、その先に就職できない若者が増えている、あるいは就職できても定収入などで奨

学金を返すことが本当に難しい、無理という若者が増えています。その中で、奨学金の取

り立てが大きな負担として肩にのしかかるようになっています。これはもう奨学金という

よりも悪徳ローン、悪徳金融業者のようなかたちになってしまっているのではないかとい

うことです。これに関しても去年、今年あたりに奨学金問題についての運動が非常に高ま

っていることは、皆さんもどこかで聞かれたことがあると思います。 

 次の図は阿部彩さんが整理したものですが、家庭の貧困が、いろいろな途中の経路を経

由して、子どもの状況に反映されているということをまとめて書いてくださっているもの

です。栄養、医療へのアクセス、家庭環境、親のストレス、学習資源の不足、住居問題、

近隣、住む地域ですね、親の収入状況といった、いろいろな途中経路を経由して、さまざ

まな子どもの単一ではない、多様なアウトカムを阻害する方向に流れ込んでしまっていま

す。 

 これも阿部彩さんによる研究の結果です。子どもの時期に貧困であったことが、その後

の人生にどれぐらいの影響を及ぼすかを統計的な処理をして、何倍か分かるように統計的

に分析してくださった結果です。たとえば 15 歳時の経済状況が普通である人を１とした

場合に、15歳時に経済状況が苦しい、やや苦しいという家庭に生きていた場合に、それが

その後の人生において食料の困窮や衣服の困窮や自信抑制などに遭遇する確率がどれくら

い上がるかを何倍というかたちで示したものです。これによると食料困窮であれば３倍超、

衣服の困窮であれば 3.5倍、自信抑制であれば３倍ぐらい困難に陥る確率が高くなること

を示しています。15歳の家庭の状況がその後の人生に非常にはっきりと反映されています。

これは学歴ですが、15 歳時の経済状況が普通だった人に比べて、学歴が低くなる確率は、

経済状況が苦しかった場合は４倍以上になります。それからこれも同じように読んでいた

だければいいのですが、その影響の長さです。早い期間で消滅するとかではなく、その後

の長い期間、持続することも証明されています。 

 次は児童虐待の増加についてです。これは内閣府の白書からとってきたものです。ただ

これに関しては読むときにちょっと留保が必要なグラフではあります。ご存じかもしれま

せんが、この児童虐待は社会の虐待に対する意識が高くなれば、見つけ出されたり通報さ

れたりが増えていきます。これが現実の数を反映したものなのか、それとも社会の気付き
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のようなものが増えている反映なのか、はっきり仕分けをして示すことができません。そ

れでも通報が増えているということは確かです。 

 不登校も 1990年代にぐんと増えて、その後、高止まりするような状態を示しています。 

 次は昨年の３月に出た雇用戦略対話の資料で、まだ民主政権のもとでの資料です。これ

は上のほうに文字でまとめてありますが、単に卒業時の就職率で示すのではなく、ある世

代が中卒、高卒、大卒で、それぞれの教育機関の中退者なども含めてどのように流れてい

ったかということを全部積算するかたちで把握しています。下の丸の２行目に書いてある

ように、高卒の３人に２人、大卒の２人に１人が円滑に接続できていません。どこかの段

階で、たとえば中退であるとかあるいは非進学であるとかいうかたちでこぼれ落ちてしま

っています。１回就職しても早期に離職してしまう人などもここに加算されていますけれ

ども、円滑な接続ができていない状況があることが分かります。 

 次に失業率の高さも、2000年ぐらいに比べるとわずかに若年層で改善があるように見え

ますが、1980年ごろに比べると明らかに上昇しています。若者の非正規雇用の比率は明ら

かに上昇しています。また、無業者については必ずしもものすごくはっきり増えているわ

けではないのですが、その中で高齢無業者や中年無業者、35歳から 44 歳を若者と呼んで

いいかどうか分からないので中年と呼んでいますが、それらの世代の無業者が増えてきて

いることが指摘されています。 

 次に引きこもりです。引きこもりが日本全体で何人いるかを正確に把握することは非常

に難しいことではあるのですが、これも内閣府が実施した調査結果です。サンプルサイズ

がそれほど多くはないので参考資料という扱いになりますが、貴重なデータなので今日持

ってきました。引きこもりは不登校が原因である場合が多いと認識されがちなのですが、

この調査結果によると職場になじめなかったとか、就職活動がうまくいかなかったという

ように、仕事絡みで引きこもりになったケースがかなり多いことが示されています。不登

校の場合、その場に行くのがつらくても教室に座り続けているとか、あるいはとりあえず

ぎりぎりの成績さえ取っていれば、生徒、学生は一応その教育機関にとってはお客さん、

顧客であり、しかも日本の教育機関は割とそのあたりが緩いので、強制的に外に出したり

はしません。ただ、それで何とか卒業までたどり着けたとしも、やはり職場、仕事という

のは賃金を支払うので、賃金に見合うかそれ以上の働きをしろというプレッシャーが極め

て高いです。また人間に対する選別の目もすごくきつくなります。そこにおいて仕事に就

けないとか、あるいは１回何とか入ったけれどあまりの厳しさに、これも後でお話ししま
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すがブラック企業と言われる企業も増えてきている中で、到底やっていけないという理由

で引きこもる。日本においては仕事をして稼いでなんぼみたいなところが特に男性に関し

ては強いので、仕事がうまくいかない自分に対してとても自己否定的になって、自罰する

ようなかたちで引きこもるケースも非常に多いことが、ここからうかがい知ることができ

ます。 

 このように様々な多元的な困難に若者は遭遇しているわけです。では、何でこうなって

いるのか。最初の日本社会の歩みのところで概要についてはお話ししましたが、データな

どで改めて整理してみたのがこのスライドです。 

 １つはやはり政策の問題があると思います。これは否定することができません。社会保

障の面でも、教育あるいは雇用の面でも日本の政府が責任、機能をきちんと果たしてきて

いない面があります。内閣府の方はいらっしゃるでしょうか。私が何をどこまで口走って

いいのか分からないですが、明らかに特記すべき、どうやっても隠すことができない問題

であると思います。 

 それは確かですが、何もかも政策で動かすことができるわけではありません。政策だけ

でなくもう１つ重要なのは、今、直前に指摘したような、日本の労働市場における様々な

雇用慣行、労働慣行です。これが子どもというより若者ですが、仕事に就かなければなら

ない年齢層に達した若者に対してものすごく過酷な状況をもたらしています。 

 これに手を付けない限り、この困難を抱える人々が生み出され続けることは明らかです。

この、政策と労働市場という２つの点についてデータを示しながら次のセクションでお話

ししていこうと思います。政策の問題、その次に労働市場の問題とセクションが分かれて

いますが、さすがに疲れてきましたので少し休憩を挟ませていただきます。 

（休憩） 

 本田 政策について非常に希薄であったことはこれまでもお話をしましたが、駆け足で

データをお示ししていきたいと思います。 

 これは国際比較で家族関係社会支出の対 GDP 比を比較したものです。アメリカも非常

に低いですが、日本もそれと並んで非常に少ない国の１つであることが分かります。また

日本で目立つのが、再分配後にむしろ相対的貧困率が上昇するような、そういう税などの

構造を持っていることも大問題だと思います。そして先ほどからずっとお話ししている教

育への公的支出の少なさです。この黄色いところが日本ですが、他国と見比べると非常に

少ない国であることが分かります。 
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 次に奨学金政策です。このグラフは非常に印象的ですが、日本はぴょんと１つ飛び抜け

ています。こちらが奨学金の受給割合で、あちらが国立のみ取り出した授業料レベルです。

奨学金の受給割合も低く、国立の授業料は高い。私立の場合はもっと高くなります。これ

は OECDで取ったものですが、数年間同じ図を作り続けていますので、数年間で見るとち

ょっとずつ受給割合が増えてはいるようで、日本は少し右に動いています。しかし右に動

いたことは解決になっていません。その奨学金が貸与になっていて、しかも利子がつく有

利子貸与のかたちの奨学金が多いので、先ほども言ったようにそれが大きな負債になって

のしかかっている面があることが分かります。 

 この次のグラフは、もう少し教育内容に関わるところを２枚つけておきました。単に教

育を受ける面での金銭的な手当てが政策的に薄いだけでなく、教育内容、何を教えるかに

ついても日本は非常に問題があります。 

 これは科学を学ぶことにどういう意義があるのかについて、いくつかの項目で国際機関

が示したものですが、日本は明らかに一番下をはうように低くなっています。OECD平均

よりずっと低いです。この問題は根が深く、私がすごく気にしている問題ではあるのです

が、やはり今なお、成績を取ってその先に進むための学習という意味が強いということや、

一斉授業になっていることなどの諸要因が絡んで、科学の本質的な意義を子どもに伝えら

れないまま来てしまっています。 

 同様に大学教育もやはり学ぶことが若者に対して力付けになっていません。この場合は

特に際立っていますが、職業における大学知識の活用率は非常に低くなっています。これ

は大学側の問題と雇用側の問題の両方が絡んでいます。労働市場の問題はこの後でお話し

しますので、ここでは大学側のお話をします。私も大学人ではありますが、やはり日本の

大学においては、これまでのような教育と仕事とのかみ合わせ、新規学卒一括採用でつな

がれて、学ぶ内容の意義については大して要求されてこなかった時期がずっと長く続きま

した。しかし今、そういう状態ではなくなってきている現在に至っても、大学教育が若者

に対して十分な教育を行うことができているかというと、やはり疑問があります。 

 特に戦後、日本において大学進学率が増える中で一番膨らんできたのが社会科学系もし

くは人文科学系です。そういう社会科学系の授業では１教室 300人、500人というような

小中高とは桁違いの多人数の、ある意味雑で手薄い教育しかできていません。また私立が

多いがゆえに、そのようなマスプロ的な教育によって、ようやく経営を持たせている面も

あるわけですが、そういうことが大学教育の意義の低さの一因になっている面があります。 
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 それから最近、拡充されていると言われている若年就労支援。たとえば今も政府は若者

サポートステーションを増やすという方針を示していますが、それも実際に若者にどこま

でアウトリーチできているかというと非常に不安というか、足りていない面があります。 

 これは私が入っているプロジェクトですけれど、日本教育学会の特別課題研究として実

施した若者調査において、無業の若者がいろんなものをどれほど利用しているかを示した

ものです。情報誌やネットを見ることは手軽でやりやすいことではあります。しかし、た

とえば地域の支援機関の利用、あるいは合同会社説明会を自治体が開催したりする例もあ

るのですが、それらへの参加、公的なものを含む教育訓練や資格取得、職場体験やボラン

ティア、これもサポートステーションでこのような機会を提供している場合もありますが、

その利用は非常に少ないです。このような公的な支援にたどり着いている若者がとても少

ない。増えてきているようでもアウトリーチが全然できていない状況にあります。 

 社会保障政策、教育政策、若者支援政策、いろいろな面で必要性がうたわれていますが、

どれも問題があるまま、希薄なままで来ていることがいずれのスライドからも確認できる

と思います。 

 政策的な拡充が必要なのは言うまでもありませんが、非常にそこで難しい問題として、

労働市場において、もう慣例として全国津々浦々の職場、会社で根付いてしまっている労

働市場の問題もあります。これについて少し詳しく説明したのが次のスライドになります。 

 もちろん正社員比率は減ってきていて、非正社員比率が増えてきているので、非正社員

を何とか正社員にしなければならないというような政策が打たれがちです。そういう政策

を私は「突っ込んどけ雇用政策」と呼んでいます。少し言葉は悪いですが、「とにかく正社

員にしておけばいい」「正社員と名がつく仕事に突っ込んでおけば、そこで政策の責任は終

わりである」という認識が今なお強いので、かなり苛立ちを込めて「それは突っ込んどけ

雇用政策にすぎない」と言ったりしています。何で私が「突っ込んどけ政策」と言って非

難するかというと、突っ込んだ先の問題に対してどれほど認識してもらっているのか、心

もとない面があるからです。 

 これについては現政権になってから、ブラック企業に対して、にわかに対策が必要な事

柄として言われ始めております。つまり正社員として突っ込んだ先がブラック企業である

可能性に、今ようやく少し目が向いてきた面があります。ただそのブラック企業に対して

対策が進むかについては、その代表例とも言われ、ブラック企業大賞を受賞している企業

の代表が政権党の議員になっているような現状の中で、やはり心もとなさはずっと続いて



 30

います。 

 このブラック企業が生み出される背景ですが、実のところ日本の正社員の働き方そのも

のに、いくらでもブラック企業が出てきてしまう根源があるということを、赤字、青字で

書いています。「ジョブなきメンバーシップ」が何のことか、括弧書きで説明を付け足して

います。日本の正社員は「どういう職務をどれほどの分量で担当するために雇われます」

というジョブに関する契約性が非常に希薄です。書面でそういう契約が交わされない場合

もとても多く、契約が交わされてそこに何か書かれていたとしても、それは採用された後

にいくらでも変更して構わないような扱いになってしまっています。「ジョブなき」という

のは職務の曖昧さということですが、逆に「ある組織のメンバーだよね。一員だよね」「一

員であるからには全身全霊投入してもらって、言われたことは何でもやってもらうからね」

といったような、そういう定義付けが非常に強く、組織への所属の強さははっきりありま

す。 

 このようにジョブに関する契約性が非常に希薄である、ないに等しい、というのが世界

標準と比べたときの日本の特徴です。このような国は他にありません。他の国は大体ジョ

ブベースです。こういう内容の仕事を、こういう分量でやってもらう、そういう契約がな

いときに、働く側にとってどれだけ歯止めのない不利が生じるかということを他の国では

十分に分かっているから、ジョブに対する契約性をきちんとさせているのですが、日本に

はそれがありません。 

 ないことによって何が生じているかというと、１つは最初に書いたように強固な参入障

壁です。これは人を正社員として採用する際の基準が、メンバーに入れてあげていいかど

うかということになりがちで、その際に様々な面で差別が生じます。差別の１つはたとえ

ば女性に対するものです。女性に対する労働市場の差別というのは、女性は出産や育児の

時期を人生のうちで持たなければならない。それによってフルのメンバーとして、全エネ

ルギーを投入してもらう存在として女性はやはりそぐわない、不十分であるというような

見方がされがちということです。これが女性の採用差別につながっています。 

 もう１つ大きいのは経歴差別です。経歴差別は具体的に言うと、いわゆる履歴書の空白

と呼ばれるような、これまで非正規や無業の期間を持っているとか、あるいは一定の長さ

があった人に対して、企業は非常に低く見ます。採用に躊躇します。「いや、そういう人は

うちにちゃんと根付いて、企業に献身的にやってもらえるか分からないんだよね。自由が

好きなんじゃないの」みたいなことを採用する側はおっしゃるわけですが、これまでの経
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歴からこの人をメンバーに入れてあげていいかどうかという判断を下してしまう。これは

やはり世界標準からすると全て採用差別として訴訟などに際して非常に不利になることで

はあるのですが、日本の企業の中では続いてしまっているところがあります。 

 この参入障壁としての採用差別を乗り越えて何とか正社員になれたからといって、ハッ

ピーかといえば全くそうではありません。先ほど言ったように、職務の定義と契約性が希

薄であるがゆえに、どこまでも仕事が増えていくことに対する歯止めがないわけです。そ

れによって過重労働、長時間労働がいとも簡単に、もう恒常的に発生してしまう、そうい

う体質を日本の企業は持ってしまっているわけです。「悪いけどさあ」「人手が足りないか

らさあ」、あるいは「君、期待しているからさあ」といった文言のもと、「これもお願いね」

「できるよね」「やんなきゃいけないんだ」というようなことが上司との間で簡単に口約束

で発生してしまいます。比較的優秀であったり、真面目であったり、責任感が強い人に対

して、特にそれが起きてきます。そういう人ほど過重労働によって使いつぶされ、過労死、

過労鬱といったことに導かれてしまうことが起きてしまいます。 

 一方、非正社員は正社員とは全く逆で、強固なメンバーシップはほぼありません。有期

雇用契約の場合がほとんどで、ある一定期間で切るために非正規社員を雇っているわけで

すからメンバーシップは希薄です。ジョブあるいはもっと細分化されたタスクの場合も多

いですが、何をやってもらうかは逆にはっきりしている場合が多いです。しかしこのメン

バーシップの薄さがゆえに非常に問題が生じています。不安定雇用と賃金が低いことです。

切るための要員ですから教育訓練というのは非常に手薄いです。 

 このように正社員と非正社員は、「ジョブなきメンバーシップ」と「メンバーシップなき

ジョブ」ですから、全く逆なんです。全く逆というのは、どちらも非常に偏った働き方で

あるということです。その偏りがいずれも働く側にとって非常に過酷です。全然、質は違

います。きつすぎて、負担が重すぎてしんどいのか、あるいは大変不安定で、いつ仕事が

なくなるか分からないし収入も低いといったようなきつさなのか、きつさの内容は違いま

すが、いずれも厳しい状態に置かれてしまっているのが日本の職場の状況です。 

 働かせる側からすると、資源制約の中でこの正社員、非違社員を適宜組み合わせます。

どこまでも責任を担わせて、いろいろなことをさせられる正社員と、いつでも取り替え、

減らしたり増やしたりできるような非正社員を組み合わせると、何とか当座の仕事はする

ことができるわけです。しかしそれは働く側にとって極めて過酷なことになっています。 

 また、このように正反対の、真逆の正社員、非正社員ですが、これらの悪いとこ取りを
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するようなかたちで、法律も人権も何もかも踏みにじるような働かせ方をする企業が増え

てきています。たとえば正社員で過重負担はあるけれども雇用は不安定である、すぐに切

られてしまうとかいう状況も生じています。あるいは非正社員のはずなのに、賃金は低い

ままで「あれ？」と思うような重要で広範囲の仕事までさせられることが今、起きていま

す。その状況を今、ブラック企業という言葉で指摘されるようになっています。 

 あとは今、申し上げたことの根拠をいろいろなデータで示しています。正社員、非正社

員の賃金格差、それ以前に男性、女性の賃金格差もひどいのですが、そういう状況があり

ます。教育訓練を受けさせてもらえるチャンスが正社員と非正社員で明らかに違いがある

とか、長時間労働が日本においていかにはなはだしいかとか、その中で、正社員の中で心

身を病む、特に精神を病む若い人たちが今、グッと増えてきています。青いほうのグラフ

が脳・心臓疾患で赤いほうが精神疾患です。脳・心臓疾患はやはり疾病の性質上、中年の

方に多いのですが、精神障害のほぼ半数が 30 代以下です。体が比較的丈夫な分、精神の

ほうにつらさを全部抱え込んでしまうのが若い人たちの状況です。 

 ブラック企業についての認識の高まりですが、様々な本が出たり、映画が作られたりも

しています。その中でたとえばこのような分析も示されています。先ほど、悪いところ取

りと言いました。無限の指揮命令のもとに置かれおり、高度の柔軟性も要求されてはいる

けれども、雇用の保障や企業福祉の対象になっていたのが従来の正規雇用でした。指揮命

令に関しては何もかもさせられるほどの無限の指揮命令権を雇う側が持っているわけでは

ないけれども、かわりに低賃金で不安定雇用だったのが従来の非正社員。それがそれぞれ

悪いところを取るようなかたちで、雇用保障をはぎ取られ低賃金、不安的雇用になりつつ、

無限の指揮命令はされるというような働かされ方をされる若者が増えてきていることを図

式的に示したものです。 

 実際に違法な処遇をされている若者がどれほどいるかというのを NPO の調査結果とし

て示したのが次です。大体、ほぼ半数の若者が何らかの違法な処遇を職場で経験していま

す。第１位が残業代不払いです。サービス残業を要求されるということですが、「残業代は

定額だからさ」「残業代は基本給に組み込まれているから、うちはつかないんだよ」みたい

なことを言う雇用者が後を絶たないわけですが、残業代が支払われません。第２位は有給

休暇を取らせてもらえないことです。「休みたいんです」と言ったら「何言ってんだ、ばか

やろう」「そんなものは都市伝説だ」みたいなことを言われ、休みすら取らせてもらえない。

あるいは「辞めたいんです」と言っても「馬鹿野郎」みたいなことを言われて辞めさせて
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すらもらえないようなブラック企業も出てきています。 

 その中で、このような違法な処遇を受けた若者に対して「じゃあ、そのときにどうしま

したか？」と聞くと、７割から８割ぐらいの若者は泣き寝入りをしています。何もしなか

った比率がこのくらいに達しています。「なぜ何もしませんでしたか？」と聞くと、「変え

られると思わなかった」とか、あるいは「何か言うと職場の雰囲気が悪くなると思った」

とか「人間関係がまずくなると思った」とか、過剰な気遣いみたいなものを示しながら過

酷な状況に耐えている若者が多くなってしまっているわけです。 

 そもそも「これこれこういう事柄が違反であって、それは是正すべきであって、是正し

たいと思ったときにはこういう方法があるよ」といったような、そういう教育を受ける機

会が今の若者はほぼないに等しいです。であるがゆえに「もう仕方がない」「こんな会社に

入ってしまった俺（私）が悪いんだ」「どうしてもきつくなったら辞めればいい」みたいな

ところで耐え忍んでしまっているのが今の若者の現状です。 

 次は無業者の状況です。よくニートに関して働く意欲が低いとされたりしたこともあり

ますが、実は無業の若者の大変多くが、先ほどの引きこもりのデータにもありましたが、

これまでに働いた経験を持っています。その中で、どうして１回働いたのに辞めたのかを

聞くと、健康上の理由とか労働時間の不満が高くなっています。つまり相当の過酷な労働

をさせられ、もう続けられない、もう自分にはこれは耐えられないという気持ちで辞める

若者が、その後にくじけて、打ちひしがれてしまって無業になるようなケースがかなりの

比重を占めていることがうかがわれます。 

 無業の若者に「これから働く上で何が困難になっていますか？」と聞いたとき、この点

線が平均ですが、それを超えているものは肯定する度合いが高くなっている項目になりま

す。多く飛び出しているのが、自分の能力や適性が分からないとか、能力に自信がない、

人間関係に自信がないといったように一体自分が何をできるか分からないというところが、

かなり飛び出すかたちで肯定されています。肯定というのはそう答える率が高くなってい

るということです。 

 これも根深い問題であって、日本の社会、日本の教育とか採用の仕方は非常に曖昧な基

準です。先ほど言いましたようにメンバーとして採用してあげていいかどうかのような、

フィーリング重視、人柄重視と言われるような採用になっているがゆえに、「自分はこれこ

れこういう仕事ができる人間です」といったような輪郭ある証明を持つチャンスが日本の

若者はとても少ないです。 
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 これは日本経団連の調査結果ですが、採用基準の上位に来ているのがコミュニケーショ

ン能力とか主体性とか協調性とか、何をもってあるのかないのかがはっきりしない、そう

いう、採用する側の非常に恣意的な、好き嫌いと言っていいような判断基準によるものが

非常に増えています。これも上がってきていることが分かります。そういう採用基準にな

っているがゆえに、若者にとっては自分がどういうところであれば力を発揮できるか、こ

の分野であれば自分は仕事がやっていけるはずだといったような手がかりや見込みをなか

なか持てなくなっているということが大きな問題です。実際にこのような曖昧な採用をし

ていることがミスマッチによる離職をももたらしているのですが、企業側はそれをなかな

か変えようとしないということが今なお続いています。 

 以上に見てきたように、政策面でも労働市場面でも非常に問題だらけで、このような中

で困難を抱えてしまっている子どもや若者に一体何ができるのか、何が必要なのかという

ことを、かなり大きな視野で考えていく必要があると思います。 

 これからお話しすることは、かなり理念的なモデルで、あくまで方向性にすぎません。

これを具体化していくのはそんなに簡単にできることではありません。しかし何も目指す

方向もなく、弥縫的に、場当たり的に手当てをしているだけでは、それが全体的として整

合性がなかったり、うまく回らないものにもなっていくと思われます。非常にざっくりと

したモデルではありますが、このような社会を実現していくことを考えていく必要がある

のではないかということで今、お示ししようと思っているわけです。 

 過去の戦後日本型循環モデルは一見、効率的でしたが様々な問題を含んでいました。そ

の戦後日本型循環モデルさえ、今、機能しなくなっています。それはこれまでに２枚の模

式図でお示ししたところです。では、かつての戦後日本型循環モデルに戻るのでもなく、

しかしこのままではサステナブルな社会ではないことは明らかであるとすれば、どういう

社会を目指していくのかというのがこの図です。 

 先ほどの戦後日本型循環モデルとの大きな違いは、矢印が一方向ではなく両方向になっ

ていることです。この両方向になっているということは、お互いがお互いを支え合うとい

うこともありますし、お互いがバランスを取った連携関係をとっていくという意味でもあ

り、いろいろな意味を込めて双方向の矢印を描いているわけです。 

 たとえば具体的にいくつか示してみます。これまで教育と仕事の関係は、教育はどんど

ん卒業生を送り出せば「赤ちゃん受け渡しモデル」で正社員として引き取ってもらえて、

あとは企業で面倒を見てくれるはずだといったような、そういう関係性がこれまでは成り
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立っていました。今、送り出しさえうまくいかなくなっている状況の下で、どのように双

方向的な関係が必要になっているかというと、１つはこれまでなくて済んできたような、

日本では非常に希薄であるところの職業的意義を、私は鍛え直していく必要があるとこれ

まで強く主張してきました。 

 職業的意義について説明し始めるとかなり時間が必要になってしまい、今日はそこにつ

いて踏み込んだ説明を持ってきてはおりません。教育の職業的意義は２つの側面がありま

す。１つは職業教育といわれるような、職業人としてきちんと力を発揮してもらうための

何らかの仕事分野に関する知識やスキルをしっかり伝えていくことが職業的意義の１つの

側面です。有能な職業人にできるだけなってもらう、そのための教育を行うというのが１

つです。 

 今、その方向だけでは仕事の世界が非常に荒れておりますので、有能になろう、職場か

らの要請に応えようとすると、その要請があまりに過剰で無限定であるがゆえに、むしろ

そこで働く側がつぶれてしまうような状況が起きてしまいます。それは先ほど説明しまし

た。そういう日本の仕事の構造があるということは申し上げました。 

 それに対し、非常に不法、違法、あるいは不合理である職場の要請に対して、きちんと

合法的に生産的なノーを言えるような態度とやり方、このようにすればいいという手法を

伝えていく教育です。たとえば具体的には労働法に関する教育や労働者の権利についての

教育などです。それを私は小中高のどの段階でも組み込んでおく必要があると思いますし、

特にこれから社会に出る子たちが多くなる高校や大学においては、労働者として何ができ

るか、どういう対処があり得るかという教育をもっと組み込んでいく必要があると思って

います。 

 これについても今、運動や動きをしているところで、昨日もある高校で労働法の授業を

やって事前事後でデータを取って効果を確認するようなこともやっています。また今、ブ

ラック企業対策プロジェクトというものをいくつかの NPO や弁護士の協力のもとに進ん

でいます。私はそのプロジェクトの教育班の１人として、いかにしてちゃんと実効性のあ

る労働法教育をカリキュラムとして実施していけるかについて運動を今、進めているとこ

ろです。 

 労働法の、法律の項目を覚えるような教育をしても仕方ありません。必要なのは考え方

というか、１番基本的な対処のノウハウです。たとえば会社の言うことをまるっきり信じ

てはいけないとか、言いなりになってはならないとか、おかしいと思ったら証拠を取って
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おく。いろいろな証拠の取り方があって、メモや録音などの様々なやり方があるわけです

が、それが実際に相手と交渉していくときにものすごく大きな力になるということ。ある

いは自分が悪いと絶対に思わないで、風邪をひいてしんどい時にお医者さんに行くように、

労働に関してもまず専門家に状況を伝えてアドバイスをもらう。とにかく自分で抱え込ま

ないこと。迷惑がかかると思って文句を言わないことそのものが、迷惑な状況をはびこら

せるほうに加担していること。そういう考え方を伝えるような教育をもっと広げていきた

いと思っています。つまり有能な職業人になるための教育であると共に、ちゃんとその職

場の問題を是正していく若者になってもらうための教育の職業的意義をどう作っていける

か。 

 それで有能な職業人になってもらうための教育に関しては、産業界との対話が必要です。

これについても私は今、進めているところです。固く凝り固まったような職業教育ではな

く、今の産業界のニーズにある程度答えながら、それを学校教育の中でどこまで引き受け

てやっていけるかについての対話や連携、協力関係を作っていく必要があり、それについ

ても今、取り組んでいるところです。そういう学校教育の中での職業的意義をカリキュラ

ムとか授業案、授業内容のレベルで整備していく必要が、今、急いで起こっているところ

です。 

 リカレント教育というのは人の流れとして行ったり来たりすることです。他の先進諸国

では、１回仕事に就いて、もう１回教育を受けてまた仕事に就くようなことがかなり普通

になっていて相当広がっています。日本は高卒とか大卒とかで１度教育機関を離れると、

なかなかもう１度ある程度の期間をかけて何かを学ぶことは、モデルとしても非常に少な

いし、その実効性も確保されていない面があります。この流れを作っていく必要がありま

す。そのためにも教育の職業的意義が必要になってきているという面もあります。こうい

う双方向関係を構築していく必要があります。 

 仕事と家庭については、やはり１番大きいのはワークライフバランスを打ち立てていく

ことです。それに基づいて男性も女性も働ける土壌を作っていくことです。 

 それで１頭立ての馬車よりも、夫と妻も両方が働いている２頭立ての馬車のほうが、今

の賃金水準が格差化して低下している状況の下では、リスクヘッジという点でもやはり稼

ぎ手が２人いたほうがいいです。女性に対する労働市場における差別みたいなものも当然

撤廃されていく必要があるということを、ワークライフバランスには含んでいます。その

場合の同一労働同一賃金というのは、ある仕事をした場合には、その価値に対して正規で
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あろうが非正規であろうが同じだけの処遇というか報酬が払われるべきだということです。

これもヨーロッパではもう当たり前のことですが、日本では実現されていません。 

 そのためには実のところ、あそこに書いてあるようなジョブ型正社員と呼ばれる、「メン

バーなんだから何でもやってよね」「何でも言われたことはやってもらわないと困るよ」と

いったメンバーシップ型の正社員ではなく、「ある範囲のジョブをしっかり担うために雇わ

れます」といったジョブの輪郭の明確な正社員のなり方を作り出す必要があると、私も考

えていますし、現政権になってからにわかに動きが加速しているところではあります。 

 しかしこれに対しても、皆さんご存じかもしれませんが反対運動も多いです。反対者が

危惧しているのは、ジョブ型正社員が、単に解雇をし易くするためだけの言い訳として導

入される恐れがあるのではないかというところで、非常に反対や批判の声などが出されて

います。しかし解雇のためではなく、女性も安心して働けるような、あるいは過重労働に

巻き込まれないための働き方としてのジョブ型正社員、こちらの意義からは推進していく

価値が十分にあると私は思っています。 

 ただし、ある企業の中でジョブがばっさりなくなったりした場合には、残念ですがその

企業の中で全く違うジョブに就いて雇用を継続することは期待できません。その意味では

確かにこれまでの、どんな仕事でもしながら雇用を確保するメンバーシップ型正社員に比

べて、ジョブ型正社員の場合はジョブがなくなった場合には続けられないという点では、

継続性が少し弱くなることはやむを得ないことだと思っています。しかし企業のやりたい

放題にやってはならないというルール性をしっかりしていけば、ジョブ型正社員は推進す

る必要があると私自身は思っています。それはこのワークライフバランスのためにも必要

です。 

 家族と教育の関係についても、これまでは一方的に家族が費用や意欲の面で教育を後ろ

からお支えする働きを一生懸命に果たしてきました。しかし先ほども説明したように、今、

家族の中では、家族の持っている諸資源、時間的な資源、経済的な資源、文化的な資源な

どに大差がついて全体的に低減しているとすれば、もう教育を支える力が持てない家族も

たくさん出てきているわけです。そういう困窮した家族の中で辛い状況に置かれている子

どもが、学校にはとりあえず休息のためかもしれませんが来ていたりするわけです。もし

学校のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門職の方はもちろ

んですが、学校に非常にたくさんいる教員たちがその子どもたちの状況から家族の困窮に

鋭く気付き、その家族の状況を様々な他の社会サービスにつなげていくような、地域のハ
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ブとしての役割を果たしていただければ、これほどひどいことにならなかったであろうと

思われるような子どもや若者がたくさん出てきているわけです。 

 しかし今は、善意ある先生ほど、たとえば破れた服を着ていたり臭いが激しいような子

どもに対して「これうちの子のお古なんだけど着る？」「あんパンあるけど、おなかすいて

いるみたいだから食べる？」「遠足の費用は先生がお財布から出すよ」というように、生徒

の差別感を助長しないという理由の下に、善意によってもみ消してしまっているようなと

ころがあります。目立たないように目立たないように、個別の対処で対処できたかのよう

に誤魔化してしまっている。しかしそれはごまかしにすぎませんし、子どもの背後にある

家族の困窮には当然至りません。 

 もう本当に時間もないのでエピソードを話している場合ではないのですが、つい最近見

た産婦人科の方の報告の中で、もう臨月に近い、つまり出産間近な状態で破水までしてい

る状態で運び込まれた女子高校生がいたそうです。実際、出産するわけですが、驚くこと

にその子自身が妊娠に気付いておらず、その子は学校には通い続けていたのですが、周り

の子も先生も、多少おなかが出てきたなという感じが絶対にあったはずなのに気付いてい

なかったそうです。その子の家庭は破綻しています。両親の仲が悪く、どちらも別々にい

なくなってしまっているような状況の中で何とか辛うじて生きてきた子です。当然、身な

りもかなり悪く、臭いも激しいと書いてありました。そんな状況で妊娠していることに学

校の教員も周りの生徒も気付かない。「何だ、これは」という怒りを込めた産婦人科医の方

からのレポートがありました。 

 生活に困窮している子は生徒集団の中でも疎外されがちなので、もとから無視されてい

たり村八分になっていたかもしれず、みんな気付いていたかもしれず、また気付いていた

けれど面倒臭いことになりそうだから無視していたという面もあるかもしれません。しか

しそういう学校教育でいいのかということがあります。教員が気づいていて、もっと早く

その子をお医者さんに連れて行くこともできたでしょうし、そこまで生活がひどくなる前

に、その子に対して対処ができていたはずですが、それが機能していないことがあります。 

 学校の教員は、学力テストも今、公表することにもなってきたりするようですが、学力

を上げろ上げろという政府からの締め付けの中で、手が掛かりそうな子に構っている余地

がないことも事実上、起きていると思います。そういう中で切り捨てられ、無視されがち

な子どもたちに対して、むしろ学校側がきちんとした手当てを施すことができるような、

こちら向きの矢印をどう厚くしていくかが、すごく大事な状況になっていると思います。 
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 先ほどの一方向的な矢印は三角錐型に成長する、より良い明日というようにせり出して

いくような前提の中で循環が回っていったわけですが、この双方向的な矢印のモデルはも

っと定常的なものです。つまり三角錐型にせり出していかない状態でも、定常的なバラン

ス関係、社会の均衡状態が確保できるようなことを想定しています。 

 しかし、この家族、教育、仕事という３領域間の関係性だけで、社会はもうもたなくな

っています。この双方向矢印が整備されたとしても、そこからこぼれる人はこれからもや

はり出続けると考えられます。そうすると、人が死におびえなくていいぐらいのセーフテ

ィーネットは敷いてほしいと思います。日本ではそういうセーフティーネットすらありま

せん。 

 ここ数年、餓死とか孤立死、生活保護を受けないでやせ細った状態で発見されるといっ

たような報告が後を絶ちません。家族ぐるみの餓死といった報道も繰り返しされています。

たとえばお年寄りの親御さんが、中年になった障害を持たれているお子さんの世話をして

いた家庭において、親御さんが高齢もあって突然死されたような場合に、世話をしてもら

うこともできなくなって中年期に達している子世代も同じく餓死せざるをえないというよ

うなこともあるわけです。生活保護の窓口ではじかれた人が「おにぎりを食べたい」と書

き残して亡くなった例も北九州でありました。 

 つまり今、日本では死の恐怖におびえなくていいセーフティーネットはないのです。そ

れぐらいは敷くのが政府の責任です。現状の生活保護ですら不十分です。その捕捉率は他

国に比べて非常に低いです。そのような状況の中で、いっそうそれを切り下げたりしてい

てよいのでしょうか。他のいろいろなところに財政を注入しなければいけないのは確かだ

としても、それほど大きな割合ではない生活保護水準を切り下げてよいのかというところ

が非常に疑問に思っているところです。 

 ただ生活保護水準を切り下げないと同時に、どんどん苦しい人をセーフティーネットで

受け止めているだけでは、このセーフティーネットという布団さえ破れてきかねません。

つまり財政的に維持できなくなる可能性が高くなります。であれるとすれば２枚目の布団

としてのアクティベーション、これも日本では他国に比べてとても希薄ですが、ここも拡

充していく必要があります。アクティベーションというのは、アクティブになってもらう

という意味でのアクティベーションです。 

 まずセーフティーネットで一度、現在の生活に心配がないぐらいの程度で受け止めます。

そしてもう１回、活力を発揮してもらって、少子高齢化が進むこの中で、いろいろなとこ
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ろでこれから人手不足が進むと思います。その中で、その方にできる範囲でいいので社会

の維持に力を貸してもらいたいという方向に、たとえば訓練であるとかいろいろな体験を

通じてできることを探してもらいたいというのがアクティベーションです。この２枚布団

を整備していくことが、これからの社会を考える上ではどうしても必要になってくると思

います。 

 今はセーフティーネットを切り下げるための言い訳としての困窮者自立支援法が導入さ

れているわけですが、この布団は２枚ないともたない布団なんです。アクティベーション

だけで、現在の生活や精神の安定も確保しないで、「とにかく就労しろ」「とにかく活動し

ろ」というように、『北風と太陽』というイソップの逸話がありますが、その北風型の後ろ

から突き飛ばすかたちのアクティベーションを試みても、それは実際のところ有効ではあ

りません。むしろいったん、安定を得た上で太陽型の力を発揮してもらうアクティベーシ

ョンを導入していかないと、その有効性さえ疑わしいと考えているところです。 

 このアクティベーションに関しては、数年前から民主党政権の下でパーソナル・サポー

ト・サービスがモデル事業として導入され、これの全国展開というかたちで今、困窮者自

立支援のための相互相談窓口が作られようとしています。そのパーソナル・サポート・サ

ービスは当時内閣府の参与だった湯浅誠さんのリーダーシップのもとに導入された、これ

までの支援を１つ踏み越えたかたちでの支援になります。 

 何が違うかというと、これまでの諸支援はいろいろ窓口が別だったりして「こういう人

はこちらへ、こういう人はこちらへと」「ここはうちの管轄ではないのであちらに行ってく

ださい」「あっちに行ってご自分で説明してください」ということが結構あったのですが、

パーソナル・サポート・サービスは寄り添い支援です。つまりどんな方が来られたとして

も次に回すということで終わらないで、回して完全にそこで受け取ってもらってうまくい

く場合は寄り添いを打ち切ることもありますが、多くの場合は一度リファーした後もずっ

と見守り続ける。そこでうまくいっているかどうか連絡を取り続け、気持ちなども継続的

に聞きながら見守り続ける。同行などもいろいろなところにします。困難を抱えている方

は多重的な困難を抱えている場合が多いので、医療的な手当てや公的、債務整理などの司

法的な手当て、就労支援など、一度に多方面の支援が必要な場合もあるのですが、そうい

う場合は寄り添っていっていろいろなところに付き添う。そして当人に代わって説明した

り状況を伝えたり、どういう対処が最も望ましいかをその窓口と話し合ったりする。そう

いう役割を担うのがパーソナルサポーターなわけです。 
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 そのパーソナル・サポート・サービスの理念としてここに１、２、３、４、５と書いて

あります。本人ととことん向き合い、本人の個別的な状況に合うようにオーダーメイドで

困難に即した支援のプランを立てます。そして継続的支援というのはどこかで切らない、

ずっと寄り添い続ける、その方が本当に必要なくなるまで寄り添い続けます。困難が極度

に達してからようやく受けられるような対処ではなく、１番ぎりぎりのところに陥る前に

予防的な支援も行います。 

 そして本人に対して支援するだけではなく、先ほどから申しているように、多くの場合

は家族の影響がとても大きいです。家族自体が荒れている、家族の中で苛められているよ

うな場合もあります。そういう場合には家族に対する介入も辞さない。これは難しいこと

です。私はパーソナル・サポート・サービスの評価委員でもあったので、データを取って

調べたりもしたのですが、懸命に努力しているパーソナル・サポート・サービスにおいて

も、家族への介入というのが１番難しいです。でも努力はします。家族だけではなくて近

隣であるとか、その方の職場であるとか関わっている他の組織に対しても介入を止めない

のがパーソナル・サポート・サービスの理念です。 

 それで運営方針を詳しく書いてありますが、これを全国展開させていこうとしたものが、

まずは生活支援戦略と呼ばれる構想です。その中に包括的かつ伴走型の支援、パーソナル・

サポート・サービスを典型とするような支援が組み込まれています。その全体の中で生活

困窮状態からの脱却をしていく必要があるということです。これは 2013 年１月に社保審

の特別部会の報告書として作られています。出たのは１月ですが、この方向性が組み立て

られていたのは民主政権の下でした。つまりパーソナル・サポート・サービスの拡大、発

展ということで考えられていた面があります。それがその後の自民に引き継がれて、生活

困窮者自立支援として法案化されようとしているわけです。 

 その中に一層の支援事業ということで、全ての自治体においてやることが前提として組

み込まれています。ただし、自治体自身がこれを担うのか、あるいは自治体の中にある

NPO などの民間に委託するかに関しては、自治体によって条件が異なるので様々になっ

てこざるをえない面があります。 

 このように全国展開にしていくことを厚生労働省はじめ政府は言っているのですが、ち

ょっとまだ地域のムラが大きすぎます。とても熱心だったり NPO が多い地域と、こうい

う意識すら希薄であるような地域とありますので、少し早いかもしれないという気持ちは

あります。しかし拡充する方向で導入することそのものには私は否定的ではありません。
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しかし、繰り返し言いますが、これはセーフティーネットに対してプラスアルファのアク

ティベーションとして実施されるべきであり、セーフティーネットの代替的なものとして

実施された場合には、むしろ害悪があるのではないかと考えています。 

 ちょっとこれは飛ばしますけれども、たとえば新潟県三条市ではこの若者総合サポート

システムを教育委員会の中に作り出しています。教育委員会の中にあるということがミソ

です。教育委員会というのは多くの場合、かなり壁が高くて若者支援となかなかタッグを

組めないところもあるのですが、教育委員会の内部にこういう窓口を作ることによって、

学校教育機関の協力を得やすくなることを三条市としては工夫しているようです。つまり

いろいろな自治体でそれぞれの工夫の下に動き始めているということをお伝えしておきま

す。 

 これは内閣府の社会的排除のパターンに応じて多様な支援が必要だということが、ここ

にある報告書の中に書かれています。ちょっとそれを私なりに整理してみたのが次のモデ

ル図です。困難を抱える子どもや若者に対する支援ということで、ちょっとこれも詰め込

みすぎの感もあるのですが、一応全体像を描いておいたほうがむしろ役に立つかと思って

作った絵です。 

 支援には少なくともこの４つの面が必要だろうと考えています。この大きな楕円の上半

分が彼らの現在の生をまず保証することです。今、生きていられるようにすることが現在

です。それを踏まえてこれから先に、将来に向かっていけるようにすることです。上がセ

ーフティーネットにあたり、下がアクティベーションにあたります。 

 セーフティーネットも２つの面があります。物質的に餓死しないように、住処があるよ

うに生活を保障する面です。しかし単に住処や物を与えるだけで人は生きていけません。

ホームレスの方を施設に収容しても、そこでむしろ孤立を強く感じ、仲間がいるからと元

の公園や路上に戻っていくケースが非常に多いことも、皆さんはご存じかと思います。こ

ちらを物質的に保証するだけでは人間はだめなわけです。彼らに対して居場所や人間関係、

「あなたの存在を認めます、受け入れます」。支援する、される上下関係ではなく、仲間と

して受け入れる、その承認の側面がどうしても不可欠です。この両面によって物質的、内

面的、また形而上的、形而下的と言ってもいいかもしれませんが、それによってまず現在

の生を確保して、それに基づいて将来に向かっていってもらう必要があります。 

 この将来に向かう際にも２つの側面が必要です。これは先ほど職業的意義に関して２つ

の面が必要だ、合わせていく方向ときちんとノーと言える方向と両方が必要だと言いまし
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たが、それに該当しています。 

 １つは教育訓練やスキルアップによって何らかの仕事ができるような有能さを身につけ

てもらうということが必要です。もう１つは今ある社会状況の諸問題を変えていくための

抵抗と言うと少し言葉が悪いかもしれませんが、是正していく活動に携わっていくことで

す。それは今ない支援の一端を埋めていくことであったり、今ない法律をきちんと作って

いく、そのための要求の運動であったり、いろいろな面があります。こういう面を欠き、

とにかく従順に今の社会や職場の要請に従う人間になってもらうためだけのアクティベー

ションであれば、それはむしろその個人にとって弊害さえあるかもしれません。また使い

つぶされるかもしれません。こちらの周囲を変えるパワーを欠いてほしくないと私は考え

ています。それによってうまくいけば社会につながっていってもらう。 

 非常に欲張りなことを申し上げていますので、これが必ずしも１つの組織とか場所にお

いて全部の面を抱えていくことはないとしても、ある地域単位においてはこれらの機能が

全部確保できるような方向を理想的には目指していくべきだと思っています。 

 これは飛ばします。支援者と対象間の関係も１つではなくて、アクティベーションやセ

ーフティーネットの場面やテーマによって関係性はいろいろ異なるので、そこを組み合わ

せるかたちで支援が成されるべきだと思っています。 

 最後に申し上げておきたいのは、先ほどもちょっと言いましたけれども、支援となると

支援をする、される、という上下を含んだ関係になります。支援される側になることが彼

らの自尊心を損なってしまうことも起きがちです。それをなくしていくためには「これは

支援ではなく、同じように生きる人間として、いつ同じ苦しい目に遭うかもしれない人間

同士の関係として、仲間同士支え合う。たまたま自分は支える側にあるけれども、これは

巡り巡ったり、あるいは時間が変われば自分も支えられる側になるんだ」という、互酬性

というか、双方向的な矢印のイメージですが、そういう発想が支援する側にはやはり必要

だと思います。 

 それで個別支援ではなくて、なぜこのような苦しい人がどういう構造から生み出されて

いるのかという、その後ろに思いをはせない支援というのもやはり有害だと思います。と

にかく炊き出しをして当座のおなかを満たしてもらう。それはそれで重要なんですけれど

も、なぜこのように飢えた人がこの炊き出しに集まって来るのか。炊き出しで何とかしよ

うと思っても、そこでどんどんその人たちが増えてきて炊き出しすら維持できなくなる。

であるとすれば、炊き出しの背後にある、彼らがそうなってしまっていることに介入して
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いくような発想を支援、全ての支援の立場にある方には持っていただきたい。ソーシャル

ワークの発想だと思います。必ずしもソーシャルワークの発想を持ってくださっている方

ばかりではないということもいろいろなレポートで聞いておりますので、そういう考えに

踏み込んでいただければと思います。 

 最後に質疑応答をと思っておりましたが、時間の関係でご質問をお受けすることができ

なくなってしまいました。実は私はこの後も予定があって、終わったら走っていかなけれ

ばなりませんので、時間を延長することもできません。大変申し訳ないのですが、以上で

私の話を終わることにしたいと思います。以上です。お疲れさまです。 

 司会 ありがとうございました。 


