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テーマ「ワーキングプア」について 
 「ワーキングプア」とは、汗水たらして一生懸命働いているのに、いつまでたっても生

活保護水準の暮らしから脱却できない人たちの事を指す。日本語の直訳では、「働く貧困層」

とも呼ばれる。年収がいくらを下回ったら「ワーキングプア」であるという厳密な定義は

存在しないので、東京２３区の生活保護水準（２００４年度で年間支出１９４万６０４０

円）を基準にし、働いているのに年間収入が２００万円に満たない人たちを「ワーキング

プア」と呼ぶことにする。 
近年、この「ワーキングプア」と呼ばれる貧困層が増加の一途をたどっている。国税庁

の調査によると、年収２００万円以下の給与所得者は１９９５年には７９３万人（全給与

所得者の１７・８％）だったが、２００５年には９８１万人（全給与所得者の２１・８％）

と拡大。その原因として「非正規の職員・従業員」の増加、男女の平均給与の差、公的年

金の受給権がないことが考えられる。 
 そこでワーキングプアの対象を「若者」「女性」「老人」の３つに分けて考えてみること

にする。 
 
「若者」について 
 
図１ 「正規の職員・従業員」・「非正規の職員・従業員」の対前年増減及び「非正規の職

員・従業員」の割合（男性）  

 
 平成１８年 総務省 統計局 「労働力調査」を参照 

 
 
 
 



図２ 「正規の職員・従業員」・「非正規の職員・従業員」の対前年増減及び「非正規の職

員・従業員」の割合（女性） 

 
  平成１８年 総務省 統計局 「労働力調査」を参照 

 
この図１、図２から見て理解できるように非正規の職員・従業員の割合は年々増加してい

る。次に若者だけの非正規の職員・従業員の割合を見てみると次の図３のようになる。 
 
図３ 若年の「非正規の職員・従業員」及びその希望者 

 
平成１８年 総務省 統計局 「労働力調査」を参照 

この図３から若年層の非正規職員・従業員の雇用者は年々増加していることが理解できる。

ではなぜ非正規職員・従業員がワーキングプアに陥りやすいのか、正規職員と非正規職員

の給与の差から考えてみる。 
 
 
表１ 雇用形態別役員を除く雇用者の仕事からの収入（年間）別割合  ＜男性＞ 



（単位：％） 
 平成 1７年  平成 18 年  

 正規の職員 非正規の職員 正規の職員 非正規の職員 

100 万円未満 1.3 28.3 1.3 27.8 

100～199 万円 5.5 28.5 5.6 29 

200～299 万円 14.2 20 14.8 20.7 

300～399 万円 19.5 11.4 19.8 11.5 

400～499 万円 17.5 5.5 17.3 4.6 

500～699 万円 21.7 3.5 21.2 3.6 

700～999 万円 15.4 2.2 15.2 2.2 

1000 万円以上 4.9 0.6 4.9 0.6 

平成１８年 総務省 統計局 「労働力調査」を参照 
表２ 雇用形態別役員を除く雇用者の仕事からの収入（年間）別割合  ＜女性＞ 
（単位：％） 
 平成 1７年  平成 18 年  

 正規の職員 非正規の職員 正規の職員 非正規の職員 

100 万円未満 5.4 51.1 6 49.2 

100～199 万円 21.4 36.7 21.1 37.3 

200～299 万円 27.8 9 28.8 10 

300～399 万円 20.4 2.3 19.9 2.4 

400～499 万円 10.7 0.5 10.6 0.7 

500～699 万円 9.5 0.3 8.8 0.4 

700～999 万円 4.2 0.1 4.3 0.1 

1000 万円以上 0.6 0 0.5 0 

平成１８年 総務省 統計局 「労働力調査」を参照 
上記の表１、平成１８年のデータより、男性の正規職員は３００～３９９万円の収入が全

体の１９．８％と最も高く、次いで４００～４９９万円が１７．３％、２００～２９９万

円が１４．８％となっている。一方で男性の非正規職員は１００～１９９万円が２９％と

最も高く、次いで１００万円未満が２７．８％となっている。 
同じく上記の表２、平成１８年のデータより、女性の正規職員は２００～２９９万円の収

入が全体の２８．８％と最も高く、次いで１００～１９９万円が２１．１％となっている。

一方で女性の非正規職員は１００万円未満が４９．２％と最も高く、次いで１００～１９

９万円が３７．３％となっている。 
これらかも分かるように正規職員・従業員と非正規職員・従業員の給与の差は明らかであ

る。 
 このように若年層の非正規職員・従業員はワーキングプアに陥可能性が高いと考えられ



る。 
仮説 
 ワーキングプアの増加の原因と見られる非正規職員の増加は、企業がコスト削減のため

に人件費のかかる正規職員の数を減らし、人件費の安価な非正規職員に置き換え、雇用環

境が悪化しているからと考えられる。しかし 2007 年以降、団塊世代の大量退職が始まり、

労働需給の改善傾向が明確となる。このように労働需給の逼迫が見込まれるため、それに

伴い若年の雇用環境が改善方向に向かい、若年層のワーキングプアに歯止めがかかる。 
仮説の検証 
若年雇用においては、いわゆるミスマッチの問題が深刻化している。若年層の学力が低 

下傾向をたどる一方、厳しい競争にさらされる企業が正規社員に求める技術・能力の水準 
は高まっており、スキル面での雇用のミスマッチはかなり大きなものとなっている。 
欠員率と失業率の関係をもとに、ミスマッチ部分の失業率、いわゆる均衡失業率を推計

した結果が次ページの図４ と図５である。これによると、１５～ ３４ 歳の均衡失業率は

２０００年代に入って急上昇しており、２０００年度の４．８９％から直近の２００４年

度は５．５２％ に達した。２００４年度における実際の１５～３４歳の失業率は６．８１％

であるから、ミスマッチ部分の失業率が５．５２％ 、景気循環によって左右される部分の

失業率が１．２８％という内訳になる。つまり、１５～３４歳の若年失業率の８ 割以上は

ミスマッチによるものであり、ミスマッチ問題が解消しない限り、失業率は景気循環要因

部分の１．２８％ 程度の低下しか見込めない。また、１５～２４歳の年齢層に限ってみる

と、均衡失業率の上昇テンポが１５～３４歳の年齢層に比べて速くなっており、２００４

年度は７．９４％ に達している。２００４年度における実際の１５～２４歳の失業率は９．

２０％であるから、ミスマッチ部分の失業率が７．９４％ 、循環要因部分の失業率が１．

２６％ という内訳になる。１５～２４歳では失業率の９ 割近くがミスマッチによるもの

といえる。失業率に占めるミスマッチ部分の割合は、年齢が若年化するにしたがって高く

なっている。よって将来、人手不足が生じて労働需給が逼迫するようになっても若年雇用

が改善されワーキングプアの増加に歯止めをかけるのは難しいと考えられる。よって仮説

は棄却された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４ １５～３４歳の失業率と均衡失業率 



 
総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」をもとに試算 

（注）均衡失業率は、失業率と欠員率の関係をもとに算出した失業率と欠員率が等しくな

るときの失業率。 
 
図５ １５～２４歳の失業率と均衡失業率 

 

総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」をもとに試算 
（注）均衡失業率は、失業率と欠員率の関係をもとに算出した失業率と欠員率が等しくな

るときの失業率。 
 
 
 
「女性」について 



 
表３ 給与総額及び平均給与（男性） 
区分 給与所得者数 平均給与 平均年齢 平均勤続年数 

 （千人） （千円） （歳） （年） 

平成 16 年分 27,522 5,409 43.6 13.2 

平成 17 年分 27,739 5,384 43.9 13.2 

平成 17 年分「民間給与実態統計調査」を参照 
表４ 給与総額及び平均給与（女性） 
区分 給与所得者数 平均給与 平均年齢 平均勤続年数 

 （千人） （千円） （歳） （年） 

平成 16 年分 17,008 2,736 43.3 9.3 

平成 17 年分 17,196 2,728 43.7 9.4 

平成 17 年分「民間給与実態統計調査」を参照 
表３と表４を見比べてわかるように男性と女性とでは給与の額に歴然とした差があること

がわかる。 
 
図６ 年齢階層別の平均給与 

 
平成 17 年分「民間給与実態統計調査」を参照 

さらにこの図６で平均給与を年齢階層別に見てみると、男性では５５歳未満までは年齢が



高くなるに従い平均給与も高くなっていき、５０歳～５４歳の階層で最も高くなっている。 
 一方で女性を見てみると、３０歳～３４歳の階層までは一応年齢が高くなるに応じて平

均給与も高くなっていくが、男性と比べ年齢による変化はあまり顕著ではない。 
図 7 勤続年数別の平均給与 

 

平成 17 年分「民間給与実態統計調査」を参照 
 
図 7 から分かるように 35 年未満までは勤続年数が長くなるに従い平均給与も高くなってい

る。しかし、勤続年数による変化は男性に比べて女性は極端に小さいことが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表５ 給与階級別給与所得者数・構成比（男性） 



 平成 16 年分 平成 17 年分 

 （千人） （％） （千人） （％） 

100 万円以下 632 2.3 681 2.5 

100～200 万円 1,768 6.4 1,764 6.4 

201～300 万円 3,118 11.3 3,195 11.5 

301～400 万円 4,826 17.5 4,940 17.8 

401～500 万円 4,950 18 4,894 17.6 

501～600 万円 3,728 13.5 3,752 13.5 

601～700 万円 2,536 9.2 2,535 9.1 

701～800 万円 1,881 6.8 1,878 6.8 

801～900 万円 1,257 4.6 1,253 4.5 

901～1000 万円 816 3 850 3.1 

1001～1500 万円 1,520 5.5 1,499 5.4 

1501～2000 万円 312 1.1 309 1.1 

2001 万円～ 179 0.7 188 0.7 

計 27,522 100 27,739 100 

         平成 17 年分「民間給与実態統計調査」を参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表６ 給与階級別給与所得者数・構成比（女性） 



 平成 16 年分 平成 17 年分 

 （千人） （％） （千人） （％） 

100 万円以下 2,785 16.4 2,874 16.7 

100～200 万円 4,447 26.1 4,493 26.1 

201～300 万円 3,913 23 3,909 22.7 

301～400 万円 2,743 16.1 2,774 16.1 

401～500 万円 1,469 8.6 1,495 8.7 

501～600 万円 751 4.4 767 4.5 

601～700 万円 327 1.9 340 2 

701～800 万円 218 1.3 207 1.2 

801～900 万円 125 0.7 111 0.6 

901～1000 万円 63 0.4 75 0.4 

1001～1500 万円 126 0.7 104 0.6 

1501～2000 万円 25 0.1 26 0.2 

2001 万円～ 16 0.1 22 0.1 

計 17,008 100 17,196 100 

平成 17 年分「民間給与実態統計調査」を参照 
 表５、表６の平成 17 年分からワーキングプアとなる年収 200 万円以下のものが男性は

8.9％、女性は 42.8％だと分かる。このように男性と女性では年収の差に圧倒的な差がある

ことがわかる。 
 これらのことから女性は親や夫の収入に頼ることができる間はいいが、自力で生活しな

くてはならなくなった途端ワーキングプアに陥りやすいと考えられる。 
仮説 
 国の責任として、再チャレンジ支援プランをしっかりと整えていけば女性も出産などを

理由に一度退職した後、再び就職することができ、ワーキングプアに陥る可能性を低くす

ることができる。 
仮説の検証 
 再チャレンジをめぐる現状を見ると、第一子出産１年前に働いていた女性の約７割が、

出産後半年以内に離職している。子育て中又は子育て後の女性の多くは、条件が整えば再

就職したいと考えているが、実際には、賃金や勤務時間等の条件が折り合わない、年齢制

限がある、技術・経験が不足している等、様々な事情により、自分の希望に沿った再就職

を果たすことは難しい状況にある。 
平成１６年 総務省「労働力調査年報（詳細結果）」を参照 

そこでマザーズハローワークにおいて、子ども連れで相談しやすい環境の整備、地方公

共団体等との連携による保育所その他の子育て情報の提供、個々の希望を踏まえた相談・

求人確保等の就職支援を行う。マザーズハローワークは平成１８年に事業が開始されたが、



全く新しいものではなく、もともと子育てと就職の両立を支援するという目標で全国の政

令指定都市に１２箇所あった両立支援ハローワークの業務内容、設備の変更を行ったもの。

２００６年度予算として１２億を概算要求し、予算９億円が認められた。平成１８年度の

事業実績は新規求職者数約５４，８４４人に対し、就職件数約１３，８３４人という結果

だった。 

また再就職準備のための計画的な取組が行えるよう、再就職に向けた具体的なプラン作

りやインターンシップ（再チャレンジ職場体験）などの支援を実施する再チャレンジサポート

プログラムが平成１６年１０月より実施されている。 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

実施か所数 ５ヶ所 １２ヶ所 ４７ヶ所 

参加者数 ２０２人   

再就職者数 ６３人   

マザーズハローワーク「子育て女性の再就職・起業の実績」を参照 
 
さらに、母子家庭の母等に対して就業相談から技能講習、就業情報の提供に至るまでの

一貫した就労支援サービスを提供する母子家庭等就業・自立支援センターが平成１５年度

に創設されている。 
 平成１５年 平成１８年 
地方自治体実施率 ６１．１％ ８９．９％ 
相談件数 ９，４３５件 ４６，９７２件 
就職件数 ７６５件 ３，９１８件 

マザーズハローワーク「子育て女性の再就職・起業の実績」を参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個別事例① 



マザーズハローワークにおけるきめ細かな就職支援により、出産・子育てによる６年のブ

ランクを経て就職したケース。 
本

人

の

経

歴 

２０代（女性）離婚し、母子家庭となる。前職では正社員で事務職（月額１６.５万円）

をしていたが、出産・子育てにより６年のブランクがあった。 

主

な

支

援

内

容 

マザーズハローワークにおいて、保育等の情報を提供するとともに、本人の希望や状況

等に応じて、仕事と子育ての両立などに配慮し、キャリア・コンサルティングを実施す

るなど、担当者制によるきめ細かな職業相談を実施。 
その後、多数の応募者のある求人に応募。「母子家庭だからこそしっかり仕事をして長

く勤めたいということをアピールしよう」というアドバイスなどを実施。 

結

果 
仕事への強い意志が事業主に通じ、正社員・事務職（月額１８．５万円）に採用が決ま

った。 
マザーズハローワーク「子育て女性の再就職・起業の実績」を参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個別事例② 



３５歳までに再就職を果たそうと決め、２１世紀職業財団の再就職希望者支援事業を利用

しながら、求職活動を行う。１年間の契約社員を経て正社員に登用されたケース。 
世

帯

構

成 

本人（３５歳）、夫、子ども 1 人（１歳）の３人世帯。 

本

人

の

経

歴 

大学卒業後、人材派遣会社に就職。系列会社へ出向、転籍を経て、情報企業に転職。１

０年間企画営業の仕事に従事した後、出産のため退職。再就職を決意し、２１世紀職業

財団の再チャレンジサポートプログラム等の支援を受けたことにより、自分に自信を取

り戻し、働くことに対する意識がより明確になる。約５ヵ月の就職活動の後、営業職と

して再就職を果たす。 

主

な

支

援

内

容 

本人は、再就職準備セミナーを受講後、再チャレンジサポートプログラムを受講した。

再チャレンジサポートプログラムでは、３か月で３回の面談を受講したが、その中で、

インテリア業界に就職して経験を積み、将来は独立したいという目標を設定した。この

ため、再チャレンジコンサルタントが、この目標を見据えた再就職プランの作成を支援

した。 
実際の就職活動を進める上では、マザーズハローワークの担当者が本人の希望に沿った

相談や職業紹介を行った。 

結

果 

２社から内定を受け、そのうちの１社の家具販売会社の営業職に就職した。１年間の契

約社員を経て正社員に登用された。土日を含むシフト勤務なので、保育所の他に市の子

育てサポーター等の育児サービスを利用しながら仕事と育児の両立を図っている。 
マザーズハローワーク「子育て女性の再就職・起業の実績」を参照 

このような結果から国の再チャレンジへの支援は女性の再就職に有意義に働いていると

考えることができる。よって仮説は支持された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「老人」について 



図８ 高齢者の年間所得分布 

 
（注）高齢者世帯とは、65 歳以上の者のみで構成するか、またはこれに 18 歳未満の未婚の

者が加わった世帯をいう。 
内閣府「平成１８年版 高齢社会白書」（２００６年）を参照 

表７ 世帯別平均収入 
全世帯平均  579.7 万円 

高齢者世帯平均  290.9 万円 

高齢者世帯中央値 234 万円 

内閣府「平成１８年版 高齢社会白書」（２００６年）を参照 
図８、表７から分かるように高齢者世帯は全世帯と比較して平均的に年収が低く、ワー

キングプアに陥る可能性が高いといえる。 
 
 
 
 
 
図９ 老後の生活設計（主要回答）（20～59 歳） 



  
平成１６年 「公的年金加入状況等調査」を参照 

  
平成１６年 「公的年金加入状況等調査」を参照 



  
平成１６年 「公的年金加入状況等調査」を参照 

 

       平成１６年 「公的年金加入状況等調査」を参照 
 
 
 
 
 
 



表８ 本人及び配偶者の公的年金年金額階級別・年金に対する意識別 受給者数 
          

          

総数 

本人及び配偶者の

公的年金年金額の

平均額 

 
 

          万円 

総   数 11 759  212.4 

公的年金だけでゆとりある老後の生活が送れ

るようにするべき 
6 932  209.8 

公的年金を中心として、これに、企業年金や個

人貯蓄等を組み合わせるべき 
2 732  243.3 

後世代の負担により成り立つ公的年金は最小

限とし、企業年金や個人貯蓄等を中心とする

べき 

 480  219.6 

公的年金ではなく、家族内の経済的な助け合

いを中心とするべき 
 257  155.0 

その他  160  156.4 

年
金
に
対
す
る
意
識 

不明 1 198  166.1 

平成１７年「年金制度基礎調査（老齢年金受給者実態調査）」を参照 
 図９、表８から分かるように、老後の生活設計を「公的年金」を中心に考えている人の

割合が一番多いことが分かる。 
表９ ６５歳以上の公的年金加入状況 
    総数         
      被保険者 被保険者以外     
          受給権あり 受給権なし 
          （単位：千人）

総  数  22,758 30 22,728 22,126 602 
 男  子 9,569 19 9,550 9,308 242 
  女  子 13,189 11 13,178 12,818 360 

平成１３年 「公的年金加入状況等調査」を参照 
 
 
 
 
 
 
 



表１０ 公的年金受給権なしの者（６５歳以上）の状況 
    受給権なし     
      男子 女子 
        （単位：千人） 
総数   602 242 360 

 配偶者あり 372 185 187 

   うち配偶者受給権あり     
    又は配偶者が被保険者 198 79 119 

      （単位：％） 
総数   100.0 100.0 100.0 

 配偶者あり 61.9 76.7 51.9 

   うち配偶者受給権あり     

    又は配偶者が被保険者 32.9 32.8 33.0 

平成１３年 「公的年金加入状況等調査」を参照 
 

表９、表１０で平成１３年度の加入状況を見たが、平成１６年の公的年金受給権なしの

者の配偶者の状況を見てみると、配偶者ありの者が４０万３千人（配偶者が同居している

者が３８万５千人）、このうち夫婦としては年金をもらっている者等は１８万２千人となっ

ている。「夫婦としては年金をもらっている者等」以外の公的年金受給権なしの者は４４万

４千人となっており、増加の傾向が見られる。「夫婦としては年金をもらっている者等」以

外の公的年金受給権なしの者が６５歳以上の人口に占める割合は１．８％となっている。 

平成１６年 「公的年金加入状況等調査」を参照 
これらのことからただでさえ年金生活になり年収が減るというのに、公的年金受給権が

なく年金を受給することができなくなると、働き続けなくては生活していけなくなり、ワ

ーキングプアに陥りやすいと考えられる。 
 

仮説  
生活保護水準並みの年金支給金額と、誰でも無理なく年金を支払うことができる体制が

あれば、生活のために働き続け、ワーキングプアに陥る老人は減少する。 
 
仮説の検証 
現状の基礎年金では、第 1 号被保険者と第 3 号被保険者のうち基礎年金のみで月額 6 万

円以上の受給権を持っているのは国民年金加入者の 26％であり、月額 3～4 万円しか受給で

きない人が全体の 30％で最多となっている。（図１０参照） 
 
 



図１０ 老齢年金受給権者（厚生年金・共済組合除く） 

 
２００６年 厚生労働省「年金財政ホームページ」を参照 

また国民年金保険料は定額であることから、収入の低い層ほど家計負担の割合が高くなる

逆進制となっているため、金額の高さや長期的な備えである年金という性格から、日々の

生活を優先し、保険料を滞納する人が増えていき、その結果として、年金の備えすら持た

ない高齢者が増え、老人のワーキングプアを生み出していったと考えられる。そこで、 
改めて、皆年金制度の維持と強化に向けた対策を構築する必要があると考えられる。まず、

誰でも無理なく年金を支払う体制を作り上げること、基礎年金制度の改革が急務だと考え

られる。それは、現在の基礎年金制度から、全て報酬比例方式の年金制度に改変すること

が有効だと考えられる。定額制の基礎年金から、報酬額に応じた保険料体系に修正するこ

とで、誰でも無理なく年金保険料を支払える体制を整備することが出来る。受給額は、報

酬に比例して決定されるが、最低限の受給額を決め、不足する人には、その分を税金で補

填をする最低保障年金制度の創設をすることによってワーキングプアに陥ることを防ぐこ

とができる。また現役世代にコツコツと年金を納めた人については、特に蓄財をせずとも

最低限の生活原資が保障される体制が作り上げられる。 
これらのことにより一応仮説は支持されたと考えることができるが、改変にあたって対

象者の要件設定などのルールづくりと、現在の国民年金の満額を最低保障額として給付す

るためには老齢基礎年金部分だけでも公費はおよそ１０兆円にものぼる（生産性労働情報

センター「年金改革～安心・信頼できる年金制度改革」を参照）と試算されており、その

財源確保の課題があり、実現には長い時間がかかると考えられる。 
 
 
 
 
 
 



まとめ 
 ワーキングプアからの脱却はもう個人の自助努力でどうにかなるものではなく、地方自

治体や国が積極的に介入していかなくては解決できない問題となっている。 
 諸外国ではどのようなことをしているのか、イギリスとアメリカの対策を例にとって考

えてみる。 
まず、アメリカノースカロライナ州のワーキングプア対策を見てみる。一つは企業誘致

である。しまも非常に戦略的に誘致が行われている。ノースカロライナ州のケースは、グ

ローバル化の影響を受けないようにバイオテクノロジー群を誘致している。なぜならバイ

オテクノロジーというのは、製品化される時にはアメリカにおいてかなり厳しい基準が要

求され、容易に海外へアウトソーシングできないものであるからだ。日本にも４３道府県

で企業誘致の補助金がある（07 年３月現在）が実際には、多くの県では、安定雇用につい

てのルールも、撤退についての歯止めも何もないのが現状である。例えば大分県のケース

では誘致されているのは海外移転がありそうなデジタルカメラの工場である上に、従業員

の８５％が非正規職員であったという事実がある。 
日本との違いで注目すべき二つ目は、ノースカロライナ州ではそのように戦略的に誘致

した企業に、母子家庭や低学歴者が雇用されるようにサポートの体制を組んでいることだ

った。教育訓練が地元住民の正規雇用に直結しているのだ。企業側も「技術だけもらって

いなくなってしまう人よりは地元民を雇用したい」というニーズがあり、地元からの雇用

を望んでいるのでまさにＷｉｎ－Ｗｉｎの関係といえる。母子家庭や低学歴の地元民に対

して州立の短大で教育訓練するプログラムによって、実験の技術サポートができるように

支援している。州政府の支援によって年間１５万円、つまり月１万円強ほどのコストでこ

の教育訓練を受けられるのである。州政府は１３０億円の予算をかけて１万人の雇用をふ

やし１２００億円の税収増をしたという。日本でも母子家庭が教育訓練をうけようとすれ

ば、学費の４割（上限２０万円）までサポートしてくれる制度はあるがそのまま正規雇用

に結びつくかどうかはわからない。 
次にイギリスのワーキングプア対策を見てみる。それは、「支援員」という人がいて、街

を歩いている若者に無差別に「仕事はあるのか？」と声をかけ、そこで実情を聞き取り、

職業訓練を紹介するという若年層に向けた対策である。イギリスではこういった若者を職

員として受け入れる環境や福祉など社会的に直接貢献している企業のことを「社会的企業」

呼び、国から補助金が支給される。イギリス全体で５．５万社もこのような社会的企業が

あり３０万人がこうしたプログラムを受けているという。イギリスはこれらの関連予算と

して１５兆円もつけている。 
この両国のワーキングプア対策が日本でそのまま使えるかというと到底無理な話だが、

この両国を見習い地方自治体や国がもっと積極的にワーキングプア対策に乗り出さないと

単に仕事がないというにとどまらず、貧困、社会的孤立、犯罪や疾病、社会保障の権利の

喪失など、重大な困難をもたらすであろう。 


