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『正規と非正規の分断』 
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序章 はじめに 
 
 
現在、日本の雇用・失業情勢は厳しさが残るものの、改善に拡がりが見られる。完全失

業率の推移を見ると、2002 年から 2003 年の間に 5％を越え過去最高値 5.4％を記録した。

しかし、2004 年以降低下の傾向が窺える。直近では、2005 年第Ⅲ期に 4.3％まで低下した

が、第Ⅳ期になると 4.5％と 0.2％だが上昇した。その後は 2006 年第Ⅰ期には再び減少し

て 4.2％となった。1994～97 年と 1999～2001 年の景気回復期には完全失業率は増加基調

であったが、今回の 2002 年以降の景気回復期では完全失業率は低下傾向が見られ、状況の

改善が窺える。（図表 1） 
 
図表 1 完全失業率の推移 

 

資料出所 総務省統計局「労働力調査」 

（注）データは四半期・季節調整値である。グラフのシャドーは景気後退期。 

 
一方、有効求人倍率の推移は、2002 年に 0.51 倍という低い水準にあったものが、その後

上昇を続け 2005 年末には 1.00 倍まで改善した。これは 1992 年以来実に 13 年ぶりの 1.00
倍台である。また、新規求人倍率も 2002 年から上昇している。2005 年第Ⅰ期には 1.40 倍、

第Ⅱ期には 1.46 倍、第Ⅲ期には 1.48 倍、第Ⅳ期には 1.52 倍と、新規求人市場の状況も着

実に改善が進んでいることがわかる。2006 年には、有効求人倍率、新規求人倍率ともに直

近 10 年で最も高い水準になっている。（次頁 図表 2） 
このように、現在の日本の雇用・失業情勢は、1990 年代初頭のバブル崩壊以降の低迷期

を脱したといえる。これは、不良債権の処理等バブル崩壊に伴う負の遺産の解消が進んだ

ことや雇用対策の効果によるところが大きいといえる。その中でも特に、雇用管理・人材

政策といった雇用対策に１０年前まではなかった変化が起きた。企業では雇用管理・人材

政策に関して、長期的な視野にたった人材育成よりも、即戦力を志向する傾向が高まって
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いる。そして、自社で育成する人材の絞り込みと、その他の人材の外部化が進んできた。 
 
図表 2 有効求人倍率・新規求人倍率の推移 

 
資料出所 厚生労働省「職業安定業務統計」 

（注）データは四半期・季節調整値である。グラフのシャドーは景気後退期。 

 
その結果、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員等の非正規雇用の雇用形態で働く人々

が存在するようになった。今、この非正規の雇用形態をめぐる状況が注目を集めている。 
2006 年１～3 月期の雇用形態別雇用者数は、正規の職員・従業員 3340 万人、非正規の職

員・従業員 1663 万人である。非正規の職員・従業員の内訳はパート・アルバイト 1121 万

人、派遣社員・契約社員・その他 542 万人となっている。今から約 10 年前の 1984 年には

正規の職員・従業員 3333 万人、非正規の職員・従業員 604 万人であった。正規雇用者の増

加はわずかであるが、非正規雇用者の増加は大きい。様々な雇用形態存在するということ

は、個々人の能力や嗜好に合わせて働ける社会として一定の評価はできる。しかし、この

まま非正規雇用者が増加することで、深刻な社会的な問題が起こると考えられる。例えば、

税収や貯蓄額、消費額、社会保険料納付額が減ることや、企業の人的資源が蓄積されない

ことが懸念される。また、晩婚化や非婚化から少子化が進むことなども予想される。 
そこで仮説として、 

「正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいるのではないか。」 
本稿の目的は、この仮説に対してひとつの答えを提示し、今後の展望を考察することであ

る。 
以下、本章第 1 節では正規・非正規の分断の現状について述べ、第 2 節では、さらに若

年層に的を絞って現状を捉えていく。そして第 3 節では賃金格差について延べ、第 4 節で

仮説の優位性を検討する。最後に終章にて今後の展望について述べていきたい。 
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本章 
 
 
第 1 節 正規・非正規の分断の現状 
 
先にも少し触れたが、日本では近年、「アルバイト」「パートタイム」「派遣社員」「契約

社員」といった、正社員以外の雇用形態、すなわち非正規雇用での就業が注目を集めてい

る。総務省統計局の「労働力調査」によると、２００６年１～３月期の役員を除く雇用者

５００２万人のうち、正規の職員・従業員数は３３４０万人である。それに対してパート・

アルバイト１１２１万人、派遣社員１２１万人、契約社員・嘱託・その他を合わせた非正

規の職員・従業員数は１６６３万人となっており、全体のおよそ３３％を占めている。長

期的な推移を見ると、１９８４年から２００６年第一期まで非正規の職員・従業員の比率

が減少したのは、１９９０－９１年（２０．２→１９．８％）と１９９３－９４年（２０．

８→２０．３％）の２度だけである。２２年間増加の一途をたどってきたと言えるだろう。

これは同時に正規雇用者の急速な減少をも意味する。（次頁 図表３） 
この正規雇用者の減少をベースに、他の面においても正規・非正規の分断がみられる。

厚生労働省の「雇用管理調査」に、「フリーターを正社員として採用する際の企業の評価」

についての調査がある。図表４がそのデータである。ここでは、おおよそ 60％の企業が「評

価にほとんど影響しない」としている。しかしながら、「プラスに評価する」としている企

業は 5％にも満たず非常に少ない反面、「マイナスに評価する」とする企業はその 6 倍ちか

い 30％程度も存在している。この結果は、フリーターとしての就業経験を評価しないだけ

でなく、それをマイナス評価する企業が一定数存在していることを示している。そしてフ

リーターは正社員になりにくいとも言えるのではないだろうか。 
それに加えて、（独）労働政策研究・研修機構の「人口減少社会における人事戦略と就業

意識に関する調査」によると、企業のフリーター・ニートに対する採用方針は、約 4 割の

企業が「正社員としても、非正規社員としても採用するつもりはない」としている。それ

に加え、「正社員として採用するつもりはないが、非正規社員としてなら採用する」企業が

２割強存在している。このことからも非正規雇用者は正規雇用者として採用されることが

厳しいことが窺える。 
 このように、現在の日本の雇用形態は多様化しており、また非正規の占める割合が大き

くなりつつあるのが現状である。 
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図表３ 雇用形態別雇用者数 
（単位 万人、％） 

年 
役員を除く

雇用者 
正規の職

員・従業員 

非正規の職員・従業員 

 
パート、アル

バイト 
派遣、契約、

その他 
1984 3936 3333(84.3) 604(15.3) 440(11.2) 164(4.2) 
1985 3999 3346(83.6) 655(16.4) 499(12.5) 156(3.9) 
1986 4056 3383(83.4) 673(16.6) 523(12.9) 150(3.7) 
1987 4048 3337(82.4) 711(17.6) 561(13.9) 150(3.7) 
1988 4132 3377(81.7) 755(18.3) 599(14.5) 156(3.8) 
1989 4269 3452(80.9) 817(19.1) 656(15.4) 161(3.9) 
1990 4369 3488(79.8) 881(20.2) 710(16.3) 171(3.6) 
1991 4536 3639(80.2) 897(19.8) 734(16.2) 163(3.8) 
1992 4664 3705(79.4) 958(20.5) 782(16.8) 176(3.9) 
1993 4743 3756(79.2) 986(20.8) 801(16.9) 185(3.6) 
1994 4776 3805(79.7) 971(20.3) 800(16.8) 171(3.6) 
1995 4780 3779(79.1) 1001(20.9) 825(17.3) 176(3.7) 
1996 4843 3800(78.5) 1043(21.5) 870(18.0) 173(3.6) 
1997 4963 3812(76.8) 1152(23.2) 945(19.0) 207(4.2) 
1998 4967 3794(76.4) 1173(23.6) 986(19.9) 187(3.8) 
1999 4913 3688(75.1) 1225(24.9) 1024(20.8) 201(4.1) 
2000 4903 3630(74.0) 1273(26.0) 1078(22.0) 195(4.0) 
2001 4999 3640(72.8) 1360(27.2) 1152(23.0) 208(4.2) 
2002 4891 3486(71.3) 1406(28.7) 1023(20.9) 383(7.8) 
2003 4941 3444(69.7) 1496(30.3) 1092(22.1) 404(8.2) 
2004 4934 3380(68.5) 1555(31.5) 1106(22.4) 449(9.1) 
2005 4923 3333(67.7) 1591(32.3) 1095(22.2) 496(10.1) 

2006 第Ⅰ期 5002 3340(66.8) 1663(33.2) 1121(22.4) 542(10.8) 
資料出所 総務省統計局「労働力調査特別調査」（2 月調査）（1984 年～ 2001 年）、「労働力調査（詳細

結果）」（2002～2005 年）（1～3 月平均） 

（注） １）（ ）内は役員を除く雇用者総数に対する割合である。 

２）2002 年に「パート・アルバイト」の数が減少し、「派遣社員, 契約社員･嘱託, その他」が大

きく増加している理由として、「労働力調査（詳細結果）」の調査票が以前の「労働力調査特別

調査」と異なっており、2001 年まで「パート」又は「アルバイト」と回答していたような人

が、2002 年には「契約社員・嘱託」と回答している可能性がある。 
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図表４ フリーターを正社員として採用するときの評価 

 

資料出所 厚生労働省 「雇用管理調査」 

  （注）フリーターの定義は、以下のとおり。 

2001 年 卒業後、常用雇用の就職をせず、短期間のパート・アルバイトなどを続けている若年者（35 歳

未満）。 

2004 年 15～34 歳の若年者（学生及び主婦を除く）のうち、勤め先における呼称がアルバイト又はパー

トである者（これまでアルバイト・パートを続けてきた者で無業の者を含む。）。 

 

図表５ フリーター・ニートの採用についての方針 
（単位 ％） 

 

資料出所 （独）労働政策研究・研修機構「人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査」（企

業調査 2004 年） 

（備考） 複数回答 
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第 2 節 若年層の雇用状況 
 
 前節では、現在日本の正規・非正規の分断について述べた。本節では、対象を若年層に

絞り、さらに現状を捉えていく。 
 「フリーター」「ニート」の存在や彼らの増加など、ここ数年、若者と仕事をめぐる状況

が注目を集めている。図表６「年齢階級別の完全失業率」をみると、どの年齢層について

も、近年に近づくにつれ完全失業率は 15～34 歳の完全失業率は、1980 年代当初年齢階級

計よりも高水準ではあったものの、55 歳以上と同水準であった。しかし、1985 年を過ぎた

頃から 55 歳以上では完全失業率の増加が抑制された反面、15～34 歳の完全失業率が相対

的に高まる傾向を続けていることがわかる。年齢階級計との差は 1990 年以降 2％以上も開

いている。若年層の完全失業率は他の年齢階級より上昇が際立っている。また、それが 1980
年代以降の日本全体の完全失業率を押し上げた大きな要因となってきたのであろう。 
 
図表６ 年齢階級別の完全失業率 

 

資料出所 総務省統計局「労働力調査」 

 
 過去 20 年間（1985 年～ 2005 年）の非正規の職員・従業員の割合を性別・年齢階級別

にみると、男性ではグラフの両端 15 ～ 24 歳層、25～34 歳層、65 歳以上の上昇幅が大き

い。特に 15 ～ 24 歳層の 1995 年から 2005 年 10 年間では、約 10％から 30％へとおよ

そ 20％上昇し、他の年齢階級と比べ大きく拡大していることがわかる。女性においては、

25～34 歳層は変化の幅が小さいものの、その他の年齢階級全てにおいて非正規雇用比率が

大きく拡大している。女性についても 15 ～ 24 歳層の非正規雇用比率の上昇が特徴的とい

える。（図表７） 
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図表７ 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員割合 

 
資料出所 1985 年、1990 年、1995 年、2000 年は総務省統計局「労働力調査特別調査」（2 月）、2005

年については「労働力調査（詳細結果）」（1～3 月期平均） 

 
また、若年者の雇用状況といえば、新規学卒市場にも注目しなければならないであろう。

わが国の経済は回復局面にあり、新規学卒市場における採用が拡大していることもあり、

一昨年あたりから新規学卒者の就職内定率には回復の兆しが見え始めた。しかし、1990 年

代半ばからの約 10 年間は、「就職氷河期」とも言われ、新規学卒就職は非常に厳しいもの

であった。状況が改善した一昨年でも、約 10 万人の高校生、約 13 万人の大学生が背社員

就職も進学もしないままに学校を卒業しているといわれている。在学中に就職活動を行い、

卒業と同時に正社員として職業生活をスタートさせるという従来の日本の雇用慣行が、も

はや通用しなくなってきているのではないだろうか。 
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第 3 節 雇用形態と賃金 
 
続けて本節では、雇用形態と賃金の関係についてみていく。 
図表８は年間収入階級別就業者の構成比を雇用形態別に集計したものである。正規の職

員・従業員については、15～29 歳層において 300～399 万円層が最も構成比が高く、その

前後の 250～299、400～499 万円層に比率の偏りがみられる。そして、30～39 歳層、401
～49 歳層、50 歳以上と、年齢階級が上がるにつれ、500 万円以上の構成比が上昇し、年間

収入の構成比がより高い層へシフトしていることがわかる。 
一方、非正規雇用者のパート・アルバイトでは、すべての年齢階級において 50～90 万円

層の構成比が最も高くなっている。そして、年齢階級が上がっても、構成比の偏りにほと

んど変化は見られず、年間収入 300 万円を超える人はほぼゼロのままである。非正規では、

年齢や経験などにかかわらず、収入は低いといえる。 
 
図表８ 年間収入階級別就業者の構成比 

 
資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」（2002 年） 

 
 また、所得が低くなれば公的年金に加入できないケースも増えてくる。図表９は就業状

態別の公的年金への加入状況である。ここで、年齢総数の男性の厚生年金・共済年金に加

入しているものの割合に注目したい。正規の職員・従業員では 89.74％とおよそ 9 割の人が
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加入しているのに対し、パート･アルバイトでは 19.25％とかなり低い割合になっている。

派遣社員 42.06％、契約社員・嘱託 53.69％とパート･アルバイトに比べると、高い水準に

あるものの、正規の職員・従業員とは 40％近い差が存在している。 
 
図表９ 就業状態別公的年金への加入状況（構成比） 

 

資料出所 厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 
公的年金に加入していないことは、老齢年金の支給が受けられないだけでなく、障害年金

も受け取ることもできなくなることから、将来だけでなく現在のリスクをも抱えているこ

とになる。 
 
 
第 4 節 仮説の有意性の検討 
 
本稿で検討する仮説は「正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいるのではないか。」

というものである。単に分断というのでは、その規模や進度が捉えにくい。そこで本節で

は、①世代間②若年層③賃金の 3 つの観点から、データを用いて検討したい。 
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検討① 世代間 
 
検討①では、世代ごとに正規・非正規の分断の進度を考察する。その方法は、男性・女

性別に 1928 年から 5 年ごとに出生年代のグループを作り、そのグループごとの正規雇用者

割合のコーホート分析（注）によって行うこととする。1928 年から始める理由は、データ

に用いた「就業構造基本調査」では 5 年ごとに出版され最新のものが 2002（平成 14）年で

あることと、年齢階級を15～19歳から60～64歳まで5歳ごとに分類しているためである。

コーホート別の正規雇用者割合は次頁の図表１０のように推移している。 
 
まず、女性のデータの考察を行う。年齢階級の 15～19 歳層の列を見てみると、この層で

最も古い 1953～57 年生まれグループの 95.33％を最大とし、最も新しい 1983～87 年生ま

れグループの 21.11％まで順に「出生年代が現在に近づくほど、正規雇用者割合は低くなっ

ている」ことがわかる。そして最大値と最小値の間には 74.22％もの差が存在する。20～24
歳層を見ても、この層で最も古い1948～52年生まれグループの94.59％を最大として、1978
～82 年生まれグループの 54.89％となっている。「出生年代が現在に近づくほど、正規雇用

者割合は低くなっている」という、15～19 歳層でみられた傾向がこの層においても窺える。

20～24 歳層の最大値・最小値差は 39.70％と 15～19 歳層ほどではないが、依然として大き

いものであると評価できる。 
以上、二つの年齢階級の考察から「正規雇用者割合は、出生年代が現在に近づくほど低

くなる」という傾向が考えられる。 
このことを念頭において 25～29 歳層以上の年齢階級も見ていくと、この「出生年代が現

在に近づくほど低くなる」という傾向は、他の年齢階級においても存在しているようだ。

30～34 歳層と 35～39 歳層では若干例外的に２番目に古い出生年代グループが最大値をと

っているが、どちらの年齢階級においても最も古い出生年代グループとの差はごく僅かな

ものであり、「正規雇用者割合は、出生年代が現在に近づくほど低くなる」という傾向の許

容範囲内に収まると考えられる。また、最大値・最小値差については 50～54 歳層以下では

20％以上であることが特徴的である。 
次に男性のデータを考察する。15～19 歳層と 20～24 歳層を見ると、女性において見ら

れた「正規雇用者割合は、出生年代が現在に近づくほど低くなる」という傾向がここにも

存在していることがわかる。 
しかしながら、25～29 歳以上の年齢階級をみていくと、今までとは様子が異なる。例え

ば、男性 25～29 歳層において正規雇用者割合が最大値をとっているのは、1963～67 年生

まれグループであり、その値は 94.98％。1963～67 年生まれグループは 25～29 歳層にお

いて最も古いグループでも、最も新しいグループでもない。一方、最小値は 1973～82 年生

まれグループの 86.32％である。この 25～29 歳層のデータからは「正規雇用者割合は、出

生年代が現在に近づくほど低くなる」という傾向は確認できない。同様のことが、 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

30～34 歳から 55～59 歳層について言える。 
60 歳以上の年齢階級はデータが少ないことや、定年期ということを考慮すれば、男性に

おいて「正規雇用者割合は、出生年代が現在に近づくほど低くなる」という傾向が存在す

るのは、15～19 歳と 20～24 歳のいわゆる若年層だけである。 
また、最大値・最小値差については、「正規雇用者割合は、出生年代が現在に近づくほど

低くなる」という傾向が見られる 15～19 歳層と 20～24 歳層では、それぞれ 58.14％と

31.89％と、格差は大きい。しかし、それ他の年齢階級をみると、25～29 歳層で 8.66％、

30～34 歳層では僅か 6.078％、35～39 歳層で 9.44％にとどまり、これ以上の年齢階級を見

てもでも 20％を超えない。女性で 20～35％近い最大値・最小値差があった 25 歳から 54
歳までの各年齢階級においても、男性では 1 ケタ台から 15％以下の最大値・最小値差とな

っている。 
以上の考察から、女性のすべての年齢階級と男性の 15～19 歳層と 20～24 歳層において

「正規雇用者割合は、出生年代が現在に近づくほど低くなる」という傾向が認められた。

したがって、女性と男性の若年層に限れば「正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでい

るのではないか」という仮説が十分有意であると考えられる。逆に、男性の 25～29 歳，30
～34 歳，35～39 歳層では傾向はみられず、最大値・最小値差は 10％以下にとどまってい

るため、分断が進んでいるとは断定できない。また、男性・女性ともに仮説の優位性が認

められた若年層については、検討②で考察を深めたい。 
 
 
検討② 若年層 
 
次に検討②では、若年層について正規雇用者と非正規雇用者の分断をみていきたい。こ

こでは「若年層」の上限を 35 歳と捉えたり、正規雇用を「正社員」と、非正規雇用を「パ

ート・アルバイト」と代用したり、言葉の定義に一定の幅を持たせて考察していく。 
最初に、図表１１を用いて、1992 年、1997 年 2002 年の高卒・大卒の卒業直後の就業形態

割合を比較する。 
大卒では、卒業直後に正社員となった者の割合は 1992 年 88.6％、1997 年 78.6％、2002

年 66.7％と低下している。その低下の幅は、1992～97 年間で 10.0％、1997～2002 年間で

11.9％と決して小さい数字ではない。一方、高卒では 1992 年 64.8％、1997 年 51.2％、2002
年 40.4％と、大卒同様に低下している。したがって、卒業直後に正社員となる者の割合は

減少の傾向にあると考えられる。 
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図表１１ 大学・高校の卒業直後就業形態割合 

 
「平成 18 年度版 国民生活白書」から引用 

 
次に、若年層での雇用形態間の労働者の移動を考察する。 
図表１２をみると、1997 年に「正社員からパート・アルバイトに転職した者」の割合が、

「パート・アルバイトから正社員に転職した者」の割合を初めて超えた。それと同時に「パ

ート・アルバイトからパート・アルバイトに転職した者」の割合も「正社員から正社員へ

と転職した者」の割合を超えた。1997 年の格差は 0.4％だったが 2004 年には 14.9％まで

拡大している。また、本田（2005）は一度フリーターになった人で 30 歳までに正社員にな

れたのは、全体の 15.5％にすぎないと算出している。 
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図表１２ 転職前後の雇用形態比較 

 
「平成 17 年度版 国民生活白書」より引用 

 
これらのことから、若年層、特に新卒者は学卒後に正社員となりにくく、また、いった

ん非正社員の道に入ってしまえば、そこから抜け出すことは容易ではないといえる。ゆえ

に、若年層においても正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいると言え、「正規雇用者

と非正規雇用者の分断は進んでいるのではないか。」という仮説は優位であると考えられる。 
 
 
検討③ 
 
 最後に検討③で賃金の観点から正規雇用者と非正規雇用者の分断を考察していく。 
図表１３は、1995 年と 2005 年の男性・女性１時間あたりの賃金を、一般労働者とパー

トタイム労働者を別にグラフにしたものである。ここでは「一般労働者」を「正規雇用者」、

「パートタイム労働者」を「非正規雇用者」として考察する。 
図表１３をみると、男性においては 1995 年、2005 年ともに、一般労働者の賃金カーブ

は年齢とともに上昇し、50～54 歳まで増加し、その後減少するという外形をとる。一方、

パートタイム労働者の賃金カーブは、これもまた 1995 年、2005 年ともに、17 歳以下から

30～34 歳くらいまでわずかに上昇するものの、年齢が上がっても目立った変化のないほぼ
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横ばいの賃金カーブを描いている。よって、1995 年と 2005 年では一般労働者とパートタ

イム労働者の各年齢階級では、賃金の格差は拡大しているとはいえない。 
また、女性においても、男性よりは差が小さいものの一般労働者とパートタイム労働者

の各年齢階級の賃金の格差は、1995 年と 2005 年で同等に存在していることがわかる。 
このことから、時間当たりの賃金については 1995 年、2005 年で格差の拡がりはないと考

えられる。 
 
図表１３ 1 時間あたりの所定内給与額の賃金カーブ 

 
資料出所 厚生労働所「賃金構造基本統計調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成 

 
このことから、1995 年と 2005 年で正規雇用者と非正規雇用者間の賃金格差は拡大して

おらず、賃金の面からは「正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいるのではないか。」

という仮説の優位性は確認できない。 
 
 
本節では、3 つの観点から「正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいるのではない

か。」という仮説の優位性を検討してきた。検討①と検討②の結果から、この仮説は有効で

あることが判明した。 
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終章 おわりに 
 
 
本稿では、「正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいるのではないか。」という仮説

に対して論を進めてきた。現在の日本ではパート･アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託

社員など、様々な名称を持った非正規雇用が増加し、就業形態は更に多様化するとともに、

雇用総数に占める正規雇用の割合は低下傾向にある。そして、仮説に対しての答えとして

は、正規雇用者と非正規雇用者の分断は進んでいるという結論にたどり着いた。また、そ

の中でも、若年層では景気回復に伴い新規学卒者の就職率は上昇に転じ若年失業は減少し

ているが、非正規雇用割合の増加は継続し、もっとも正規雇用者と非正規雇用者の分断は

進んでいるといえるであろう。 
正規･非正規の分断が進行しているということは、序章でも触れたように、雇用形態が多

様化し、働き方に違いが生じていけば、労働者の間の所得格差も次第に拡大していく。そ

れだけではなく、税収や貯蓄額、消費額、社会保険料納付額が減ることや、企業の人的資

源が蓄積されないことが懸念され、さらには晩婚化や非婚化から少子化が進むことなども

予想される。 
 このような現状を変えていくためには、個人の志向や職業能力に応じて正規・非正規の

間を柔軟に移動できる仕組みを整える事が求められるであろう。そのため、分断の進度が

速い若年層において、非正規雇用から正規雇用に移行することが難しいという現実を踏ま

えながら、社会的に支援していくことが重要である。若年者は、職務内容や将来の展望に

ついて十分な理解がないまま非正規雇用の仕事に就いた者も多く、そのような若年者を正

規雇用として積極的に採用しようとする企業は少ない。景気回復が持続し企業の採用門戸

の拡大が期待される中で、若年者の正規雇用への移行を促進していくことが必要不可欠だ

と考えられる。企業においてはフリーターの経験も企業の採用評価に反映させる仕組みを

整備する、新規学卒者にとらわれない採用方針へと変換していく等の取り組みが必要では

ないだろうか。こうしたことは、それぞれの企業の持続的な発展にとって重要であるばか

りでなく、若年者に職業生活の展望を持たせ、結婚し、家族を持ち、健全に子を産み育て

次世代を育成する、という社会的な基盤を形成するものであるだろう。それを目指して、

政府・企業が一体となった取り組みを進めていかなければならないだろう。 
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