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序章 

２００１年に誕生した小泉純一郎内閣による「痛みを伴う改革」が、格差や貧困を生み

だしたと言われている。確かに現在の日本では、格差が拡大し、貧困層が増加している。

まずは２００６年に経済協力開発機構（OECD）が発表した対日経済審査報告を見てみよ

う。以下の図１からも明らかなように、日本の相対的貧困率は、ＯＥＣＤ加盟先進国１７

カ国中２位となっている。ＯＥＣＤは「日本は貧困層の割合が も高い国の１つになった」

と経済格差の拡大に懸念を表明している。 

 

図 1 

 

出所：NIKKEI NET より引用  

 

 こうした貧困層の拡大が懸念される一方で、日本にはいま豪華な消費生活を満喫する新

興富裕層「ニューリッチ」が増えている。２００７年６月、メルリンチ日本証券株式会社
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は世界の富裕層に関する調査結果を明らかにした。それによると、住居を除く金融資産が

１００万米ドル（約１億１６００万円）を超える富裕層の人口は、２００５年末で８７０

万人に達し、前年比で６．５％増加している。また、３００万米ドル以上の金融資産を保

有する超富裕層の人口は同１０．２％増の８万５４００人となった。その中で日本の富裕

層の人口は前年比４．７％増の１４１万人であり、世界の１６．２％を占めることになる。

つまり、日本国民の１００人に１人が富裕層ということになるのだ。これはアメリカに次

いで世界２位の多さである。 

 また、いざなぎ景気超えを果たした２００６年末に帝国データバンクが行った企業の意

識調査では、景気回復の「実感がある」と回答した企業は３．７％に留まり、「実感がない」

と回答した企業は７７．４％に上った。なぜ実態と実感にこのような差が出たのであろう

か。筆者が思うに、金融をはじめ、家電、精密機械など、グローバル化の流れに上手く乗

ることができた一部企業は、事業環境が大きく改善されて景気拡大の恩恵を授かることが

できた。しかし、日本の企業数の９０％以上を占める中小企業、および構造転換が遅れた

大企業はそうした恩恵に授かることができなかった。すなわちそれは、企業の間でも勝ち

組と負け組が鮮明に線引きされたということである。 

本稿の目的は、構造改革、特に規制緩和がこのような格差社会を形成した要因であるか

否かを明らかにし、その方向性を再検討することである。まず、規制緩和が推進された背

景や、構造改革論が生まれた経緯を明らかにする。次に、仮説を「構造改革は格差を拡大

させたのか」とし、具体的な事例について現状の把握と分析を行うことで仮説を検証する。

また、本稿では具体例として「雇用の規制緩和」と「地方分権改革」を挙げている。 後

に、仮説の検証結果からこの２０年間の構造改革の方向性を再検討する。 
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１章 構造改革論の誕生とその後の経緯 

１節 規制緩和の流れ 

そもそも、規制緩和が叫ばれるようになったのは、世界的に１９８０年代以降のことで

ある。イギリスで福祉国家の見直し期に登場したサッチャー首相が進めた行政改革、すな

わちサッチャリズムにおいて注目を集め、その後広く進められるようになった。第２次世

界大戦後の世界では、自由主義陣営においても、社会保障や公共事業の推進、基幹産業の

国有化といった計画経済的要素を取り込んだ「混合経済体制」が主流だった。しかし、福

祉の充実は国家財政を圧迫した。さらに１９７０年代にはオイルショックの影響もあり、

欧米各国はインフレと高い失業率が並存するスタグフレーションに悩むことになった。サ

ッチャーは、この不況の原因は政府の規制が民間活力を削いでいるからであると説いた。

そして、国有企業の民営化や規制緩和を積極的に推進し、行政組織をスリム化して、国の

財政負担を軽減化していったのだ。また、アメリカのレーガン大統領のレーガノミックス

もサッチャリズムと同様の手法とされている。「強いアメリカの復活」を掲げて登場したレ

ーガン大統領は、大幅な減税、軍事支出の拡大、規制緩和と投資の促進などを組み合わせ

たレーガノミックスを打ち出し、インフレ抑制と景気拡大を図った。その他、ニュージー

ランドのロンギ政権における財務大臣ロジャーの名前をとったロジャーノミックスなども

同様の手法とされており、当時これらは新自由主義的改革潮流と呼ばれていた。 

 この新自由主義的改革潮流の中身は、具体的には規制緩和と民営化であった。政府の役

割はもともと限定されており、完全雇用を目指してきた福祉国家の進展と共に拡大してき

た。しかし、その母体となるべき国民経済の成長が政府部門の収支悪化によって阻害され

ているため、これを解除して市場メカニズムが健全に機能するようにすべきであるという

意見が出始めたのである。 

 一般に言われる規制緩和論は、財政的な要請からのものというより、むしろ経済活動の

活性化を目指すものである。つまり、規制緩和により経済活動を活性化させようというの

が、規制緩和を必要とする理由である。 

 明治時代の殖産興業政策以来、わが国は各企業に制限を課すと共に、その産業を保護し

育成するというやり方で経済成長を成し遂げてきた。この同一職種に各種規制をかけて同

一歩調で成長させるという経済上の保護主義は、日本的な「横並び」「馴れ合い」といった

精神性とも相性が良く、企業における株式持ち合い制度や系列関係、そして労使関係にお

ける終身雇用や年功序列などといったわが国独特の社会慣習を生み出した。 
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 しかしこの保護主義政策は、企業活動を制約し、また、企業に非合理的な経営を許し、

結果的に日本企業を弱体化させることとなった。規制緩和は、このような政府による産業

の保護や市場への介入を抑制しようとするものである。 

 では、規制緩和が経済に与える影響にはどのようなものがあるだろうか。まず第１に競

争の促進がある。規制緩和により内外無差別の競争条件が市場において整備されると、外

国企業の参入や既存の企業の新事業への参入など、市場における競争が促進される。その

結果として、生産効率の向上や価格の低下、選択肢の拡大など消費者の利便性が高まる。

また、市場の拡大や雇用の創出も期待される。 

 第２に国民の負担の軽減がある。規制により保護を受ける者は利益を享受することがで

きる。しかしその利益は、大多数の国民が高コストの負担などの不利益を受けることによ

って享受できているものである。したがって規制緩和することにより、こうした国民の負

担を軽減することができる。また、補助金などの財政支出を削減することができ、結果と

して財政の肥大化とそれによる国民の負担の増加を防ぐことができる。 

 しかし、自由化による過度な競争も行き過ぎればさまざまな問題を生じさせることにな

る。たとえば、流通産業などでは、過剰な値下げ競争や出店合戦によって中小企業や小規

模店舗が倒産や閉店に追い込まれる。そして、企業の倒産や大規模なリストラによって失

業者が増加する。また、職を維持できた労働者も、激しい競争に耐えるために大幅な賃金

カットを強いられる。バスなどの公共交通機関では不採算路線が廃止され、利用者の利便

性が損なわれる。これらが「改革の陰の部分」と称されている。 

 

２節 日本外部からの構造改革論 

 次に、構造改革がいかにして生まれ、いかなる経緯をたどったのかについて説明してお

きたい。本節ではわが国の構造改革に多大な影響を及ぼしたアメリカとの関係を中心に述

べる。 

わが国では１９９１年にバブルが崩壊し、その後の１０年間は景気の低迷が続いた。所

謂「失われた１０年」である。２００３年からは徐々に景気が上昇に転じ、その期間は序

章でも述べたようにいざなぎ景気を超して戦後 長を記録した。しかし、国民の生活が向

上したという実感は乏しかった。 

また、わが国は財政赤字が深刻である。２０００年度末に６４６兆円あった国と地方の

長期債務残高は増加に歯止めがかからず、２００７年度末には７６７兆円まで膨らんだ。
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これは対ＧＤＰ比では約１４８．９％にあたり、主要先進国では 悪の水準である。その

結果、社会保障費は圧縮され、地方経済は疲弊し、地方間格差がさらに拡大した。一方、

制度疲労を起こしたままの官僚システム、所得格差、ワーキングプアの出現など、さまざ

まな社会問題が顕在化した。 

このような長期凋落から抜け出すために、そして前節で述べた保護主義という日本型シ

ステムを変えるために掲げられたのが構造改革である。 

構造改革という用語は、第２次世界大戦後、イタリア共産党書記長のトリアッティが議

会制民主主義の手段による体制変革と社会主義の改良路線を提起した際に用いたものであ

る。したがって、社会民主主義的色彩の濃い言葉である。その意味で、小泉内閣が掲げた

構造改革は、平等な社会と手厚い福祉を主眼とする社会民主主義とは正反対の性格のもの

である。その目指す方向は、前節で述べた新自由主義的改革潮流、すなわち自由競争と「小

さな政府」による経済再生を目指したサッチャーやレーガンの改革路線を受け継いだと論

述した方が適切である。 

また、構造改革にはもうひとつの源流がある。「グローバルスタンダード」の名のもとに

押し寄せた、規制緩和と市場開放を求めるアメリカからの圧力である。そして、それは日

本経済を輸出依存型から内需拡大型の構造に切り替えるべきだという構造改革論へと変わ

っていった。 

貿易と財政の双子の赤字に悩むアメリカは、１９６０年代以降、貿易黒字が増大する一

方の日本との間でアメリカの貿易赤字を是正するための交渉を積み重ねてきた。日本市場

の開放要求は関税貿易一般協定（ＧＡＴＴ）の多国間協議やＯＥＣＤにおいても同様であ

った。しかし、対日貿易収支の不均衡はアメリカの期待するレベルまでには是正すること

ができなかった。そこでアメリカは、１９８５年にＭＯＳＳ協議（市場別志向型分野別協

議）を設置した。ＭＯＳＳ協議とは、国際競争力がありながら日本の市場に参入できない

商品などについて、貿易障害要因を分野別に協議するものである。それと同時に、外国に

不公正な貿易慣行を撤廃させるための「新通商政策アクションプラン」を発表した。さら

に１９８８年には、不公正な貿易慣行に対する制裁措置の発揮をできるという「スーパー

３０１条」を含む新通商法を制定した。 

また、アメリカは金融の面でも攻勢を強めていた。１９８４年には日米円ドル委員会を

設置した。そして対日貿易赤字の元凶は円安にあり、その原因は日本の金融市場の閉鎖性

にあるとした。そして日本の金融市場の開放を強く要求すると同時に、同委員会に市場開
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放の進行度を監視させることにしたのである。さらに１９８５年９月、先進５カ国（Ｇ５）

はプラザ合意において、ドル安誘導のための協調介入を決めた。これにより、１ドル２４

０円台だった為替レートが１年後には１５０円台に、そして１９８７年１２月には１２０

円台にまで跳ね上がった。この急激な円高は、日本経済を変質させた。日銀は、プラザ合

意直後はＧ５の協調介入でドル買い介入を続けた。ところが、１９８６年からは行き過ぎ

た円高の抑制のため、今度は一転してドル売り・円買い介入を続けた。その一方で、円高

不況対策として公定歩合を５％から２．５％にまで段階的に引き下げた。そしてだぶつい

たお金は株や土地投機に向かい、株価と地価は急騰を続けた。これがバブルの発生である。 

しかし、円高とバブルの発生によっても対米貿易黒字は増え続けた。１９８５年に４６

２億ドルであった対米貿易黒字は、１９８７年に５６４億ドルに増大した。これは輸出を

担う産業がコスト削減と拡販に努めた結果である。それにも関わらず、アメリカは日本が

不公正な輸入障壁を設けて輸出を阻んでいるからだと見做し、日本の市場開放をさらに強

く求めるようになった。この貿易の不均衡にアメリカ国内では、日本はアメリカとは異質

な取引慣行の国であり、貿易赤字は不公正慣行の温床である日本の市場構造を変えないか

ぎり無理だという日本異質論が噴出した。そしてこの日本異質論は、ジョージ・ブッシュ

政権に受け継がれた。１９８９年には、日本のメインバンク制や系列取引などの経済社会

慣行がアメリカ製品の輸出拡大の障害になっているとして、その改革を求める「日米構造

協議」が立ち上げられた。構造協議は英語でStructural Impediments Initiative Talks と

書く。アメリカ公式文書の日本語訳は「構造障壁イニシアティブ」とされている。すなわ

ち、この言葉にはアメリカが主導的に要求する場であるというニュアンスがある。日米構

造協議は５回にわたって開催され、１９９０年に 終報告書を発表した。そこには日本政

府が果たすべき措置として、２０００年までの１０年にわたって総額４３０兆円の公共投

資を行う長期計画をはじめ、土地利用の規制緩和、大店法の撤廃、株式持合いの制限、価

格メカニズムの見直しなどが盛り込まれた。個別の製品について貿易不均衡を解消するこ

とよりも、市場開放と規制緩和を包括的に議論し、日本の構造改革をはかることに重点が

置かれていたのである。 

このようなアメリカからの圧力は、クリントン政権でも「日米包括経済協議」と名称を

変えて引き継がれた。それと同時にアメリカは、貿易収支の不均衡の是正に向けて、自動

車、政府調達、保険などの分野で「管理貿易」を提案してきた。これはアメリカ製品の日

本におけるシェアの数値目標を示すもので、自由貿易の主旨に反すると日本側は反発した。
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すると今度は「規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブ（日米

規制緩和対話）」を立ち上げ、日本が構造問題の解決に取り組むにあたって、アメリカ政府

が助言、サポートするという姿勢に改めてきたのである。 

そして２００１年に登場したブッシュ政権は、日米両国が相互に「年次改革要望書」を

毎年交換し、構造改革の進展度を確認する仕組みを提起した。アメリカ側が 初に示した

「年次要望書２００１」は、小泉政権の「骨太の方針」と軌を一にした。アメリカの日本

に対する構造改革の要望は、こうして日本の国内の問題に置き換えられ、着々と実現しつ

つあるのだ。 

 

３節 日本内部からの構造改革論 

 この構造改革を主導したのはアメリカであったが、日本国内にも対米貿易黒字の増大に

危機感を抱く人々がいた。閉鎖的で輸出に依存する日本経済の体質を改め、内需拡大、規

制緩和、市場開放を推進し、国際化の波に乗るべきだという意見も存在していたのだ。１

９８６年には前川春雄前日銀総裁を座長とする「国際協調のための経済構造調整研究会」

が、「前川レポート」と呼ばれる報告書を当時の中曾根康弘首相に提出した。その内容は、

内需拡大、国際的に調和のとれた産業構造の転換、市場アクセスの改善と製品輸入の促進、

通貨価値の安定と金融の自由化、赤字国債依存から脱却するための財政改革などを提言す

るものである。これは後にアメリカが日米構造協議で日本に要望した内容と非常に類似し

ている。すなわち、アメリカからの圧力を先取りする形で官主導型の日本経済を、自由競

争を尊重する民主導につくり変えようと考えていたのだ。 

１９９６年１１月には、橋本内閣が、行政改革、財政構造改革、社会保障構造改革、経

済構造改革、金融システム改革、教育改革から成る「６大改革」を打ち出した。行政改革

を検討するための行政改革会議は、１９９７年１２月に提出した 終報告において、「徹底

的な規制の撤廃と緩和を断行し、民間に委ねるべきは委ね、また、地方公共団体の行うべ

き事務への国の関与を減らす」と行政改革のねらいを明言した。しかしながら、これらの

構造改革論が、直ちに政府の経済政策に反映されたわけではない。バブル崩壊後の平成不

況下にあっては、財政出動政策が優先され、構造改革は後回しとなったからである。とこ

ろが、財政出動を何度行ってもデフレ基調の平成不況を終わらせることはできず、財政赤

字は累積していった。この現実に国民は失望し、構造改革の必要性を改めて認識すること

となった。構造改革の象徴である「郵政民営化」を掲げて登場した小泉内閣が爆発的な支
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持を得た背景には、そのような事情があったのだ。 

その小泉内閣の発足時、わが国のＧＤＰはマイナス成長であった。また、２００２年３

月には主要行の全貸し出しに占める不良債権比率は８．４％に達し、貸し渋りと貸しはが

しによって経済全体が疲弊していた。しかし２００７年には同比率も１．５％まで低下し、

その後わが国のＧＤＰは潜在成長率である２％程度を維持していた。そして序章でも述べ

た通り、いざなぎ景気を超える戦後 長の経済成長を達成したのである。一方で、景気拡

大は労働分配率には反映されなかった。労働分配率とは、生産活動によって得られた付加

価値のうち労働者がどれだけ受け取ったかを示す指標である。以下の図２からも分かるよ

うに、この労働分配率は小泉内閣が発足した２００１年度の７４．２％をピークに下がり

続けている。そして２００４年度、２００５年度には７０．６％と低水準に落ち込んだ。

すなわち、小泉構造改革に伴う景気拡大の裏で、貧困化も進んでいたということになる。 

 

図 2 労働分配率の推移 

 
出所：内閣府「国民経済計算年報」 

 

10 
 



２章 雇用の規制緩和 

 前章では、規制緩和を含む構造改革が推進された背景には外的要因と内的要因があるこ

とや、改革を進めた小泉首相が高い支持率を得た理由を説明した。また、景気は回復へと

向かっていたが、労働者にはその実感が薄かったことが分かった。本章ではその労働者た

ちが置かれている現状に着目すべく、雇用の規制緩和に焦点を当てる。 

 

 １節 規制緩和への道のり 

 １９９０年代前半、日本の企業はバブル崩壊に伴う株価と地価の暴落によって株や土地

の含み益を失った。さらに１９９５年４月には１ドル８０円を超える円高に見舞われ、成

長はおろか、企業存続すら危ぶまれる状況に陥った。そこで日経連は１９９５年に「新時

代の日本的経営」と題する提言をまとめ、「終身雇用制度と年功序列賃金制度を核とする日

本特有の雇用慣行との断絶」を提起した。その内容は下記の表１のように、労働者を「長

期蓄積能力活用型グループ」、「高度専門能力活用型グループ」、「雇用柔軟型グループ」と

いう３つのグループに分け、管理職や基幹労働者のみを常用雇用とし、他の２つのグルー

プ（表１における高度専門能力活用型グループ」と「雇用柔軟型グループ」）は不安定な短

期雇用とするというものである。そして労働力の弾力化や流動化を進め、総人件費を節約

して低コスト化を実現することを目的としている。しかし、これらの実現のためには労働

者を守るためのさまざまな法律や規制を取り払う必要があった。雇用の規制緩和に向けて

の法整備が進められるようになったのは、まさにこの頃からである。 

 

・表１ 

日経連「新時代の『日本的経営』」１９９５年５月 

 

 

「長期蓄積能力活用型グルー

プ」 

「高度専門能力活用型グルー

プ」 

「雇用柔軟型グルー

プ」 

雇用 

形態 

期間の定めのない 

雇用契約 
有期雇用契約 有期雇用契約 

対象 
管理職・総合職・ 

技能部門の基幹職 

専門部門 

（企画、営業、研究開発等） 

一般職 

技能部門 

販売部門 
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賃金 

月給制か年俸制 

職能給 

昇給制度 

年俸制 

業績給 

昇給無し 

時間給制 

職務給 

昇給無し 

賞与 定率＋業績スライド 成果配分 定率 

退職

金 

年金 

ポイント制 なし なし 

昇進 

昇格 

役職昇進 

職能資格昇進 
業績評価 上位職務への転換 

福祉 

施策 
生涯総合施策 生活援護施策 生活援護施策 

出所：日本経済団体連合会HP より引用 

 ２節 労働者派遣の解禁 

日本では、戦後長期に渡って職業安定法で労働者供給事業を禁止していた。さらに労働

基準法では、他人の就業に介入して利益を得てはならないと想定し、人材派遣サービスを

禁じていた。しかし、高度経済成長は慢性的に人手を不足させた。そこで１９８６年に労

働者派遣法が施行された。この法律は、職業安定法では違法とされた労働者供給事業の一

部を、派遣元が雇用責任を全うし、派遣労働者の権利を保障することが可能な「労働者派

遣」という形で合法化した。この形式は、労働者の派遣とその条件を取り決めた労働者派

遣契約が、業者間の商取引契約と同様であるという点に大きな特徴がある。正社員保護の

観点から、ソフトウェア開発や通訳、速記など１３の専門職に限って派遣を認めるという

例外的なものであった。 

ところが前出の日経連の提言後、その枠は徐々に外されていった。まず、１９９６年の

労働者派遣法改正で派遣対象が２６業務に拡大された。そしてさらに、１９９９年の改正

で港湾運送、建設、警備、医療、製造業の５職種を除いて派遣が原則自由化されたのだ。

その後も雇用の規制緩和の流れは続いた。２０００年には派遣期間終了後に派遣先企業の

社員になることを前提として働く紹介予定派遣が解禁され、２００４年には小泉構造改革

の一環として、専門２６業務への派遣受け入れ期間制限も撤廃された。また、製造業務や

一部医療関係業務への派遣が解禁となった。 
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こうした規制緩和を歓迎したのは、グローバリゼーションの進展に伴う激しい国際競争

にさらされていた企業経営者である。長期にわたる不況の間、多くの企業は生き残りをか

けて大規模なリストラや新規採用の抑制によってぎりぎりの状態まで人材を減らし、人件

費を切り詰めてきた。正社員をより安価な派遣社員に置き換えることができる雇用の規制

緩和は、経営者にとっては待ち望んだ政策であったのだ。そしてこの規制緩和の結果、１

９９０年代後半から非正規労働者の数は急速に増加し始めた。下記の図３からも分かるよ

うに、１９９４年に９７１万人（２０．３％）だった非正規労働者の数は２００６年には

１６６３万人（３３．２％）に達した。すなわち３人に１人は非正規労働者として働いて

いる計算になる。 

 

図 3 

 
出所：総務省統計局「労働力調査特別調査」より作成 

 

非正規雇用を「多様な働き方」としてポジティブに位置づけることは、労働のあり方を

考えるうえで非常に重要な視点である。なぜなら、「多様な働き方」の中には、正規雇用の

ネガティブな側面に対する強烈なアンチテーゼが含まれているからである。正社員の場合
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は、自分のライフスタイルや家族と過ごす時間を大切にすることや、「会社」に就くのでは

なく「職」に就くという価値観を実現することが困難な傾向がある。１つの企業にこだわ

るのではなく、いろいろな企業で仕事を経験することができるという見方をすれば、「雇用

の流動化」も肯定的に受け止めることができる。実際に、非正規雇用の拡大については、

そうした労働者のニーズと使用者のニーズがマッチしたからであるという説明もなされて

きた。 

しかし雇用の規制緩和は、企業の存続と成長に重きを置いて進められたものだ。安価で

雇用調整に便利な労働力の確保ができるという企業のメリットは、裏を返せば低賃金と身

分の不安定さに甘んじなくてはならないという非正規雇用のデメリットとなる。 

図 4 

 
出所：厚生労働省編「平成１８年度 労働経済白書」 

 

上記の図４は、独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った非正規雇用を導入する動

機についての調査である。この調査は平成１７年１２月９日から２２日の間に郵送する調
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査票の配布と回収を行ったものだ。調査の対象は全国の従業員数３０名以上の事業所の中

から株式会社帝国データバンクのデータベースから業種・規模別に層化無作為抽出した１

００００所で、有効回収数は８７０所（有効回収率８．７％）であった。この調査による

と、非正規雇用の割合が上昇している要因は「労務コスト削減のため」であると回答した

事業所が も多い。これは企業が非正規雇用を安価な労働力だと捉えている証拠である。

それを著実に示しているのが、正規雇用との所得格差である。厚生労働省の「賃金構造基

本統計調査」（２００７年）でみても、正規雇用の賃金が月額平均３２万円であるのに対し

て、非正規雇用は１９万円と、約６割に抑えられている。さらに非正規雇用のはボーナス

や退職金はない。社会保障の有無、職の安定性などを加味すれば、格差はさらに拡大する。

労働の規制緩和がもたらしたものは労働者にとっての「働き方の多様化」ではなく、企業

にとっての「働かせ方の多様化」に過ぎないのだ。 

 

３節  脆弱な立場の非正規雇用者 

そもそも日本では、高度経済成長からバブル景気前後にかけては、ほぼ完全雇用を達成

していた。完全雇用の下での賃金の決定要因は、団体交渉や企業の労働生産性、インフレ

などであり、市場の動きにはほとんど反応しなかった。完全雇用時代の従業員の所得増加

は 終消費の増加に直結し、経済成長の促進が促されるというマクロ経済回路の機能は、

バブル崩壊以降低下していったのだ。そして現在の賃金決定には、市場原理が働いている。

正規雇用と非正規雇用の二極化が進み、一方の極である非正規雇用はダンピング競争の波

にさらされて商取引化しているのだ。両極で進む変化の共通項は、労働法による規制が機

能しないということと、働き手が自己責任で使う側本位に決めた値段で成果物やサービス

を提供するという労働の液状化にある。 

労働関係における労働者の選択の自由は、労使の力関係や競争原理が働く場面における

生身の人間としての脆弱さゆえに、幻想でしかない。その日その日を労働によって生きな

ければならない労働者が置かれた立場は、商取引における消費者や、診療契約における患

者とはまったく異なるものであり、だからこそ、労働者の意思決定、すなわち選択におけ

る自己決定を保障するためには格段の配慮が必要なのである。したがって労働条件の不利

益変更に同意を求める際には、「承諾しなければ解雇」や、「承諾しなければ契約の更新は

しない」という働き手の生活を人質にとるような圧力をかけることは許されてはいけない。

しかし、現実には雇い止めが相次いでいる。 
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日本ヒルトンインターナショナルが行った雇い止めのケースでは、有期雇用労働者の労

働条件ダンピングと雇用保障のあり方が問題となった。事の発端は、ヒルトンホテルが

「日々雇用」という形式で雇っていた配膳人に対して、経営危機を理由に労働条件を切り

下げることを言い渡したことである。その内容は、賃金支給対象時間から休憩時間を除き、

深夜早朝割増賃金の対象時間も削減するをいうもので、人によっては月に４、５万円の削

減となるものであった。会社は、労働条件切り下げに「同意書」を提出しないと就労でき

ないことを通知したが、 終的には１０名が「同意書」を提出しないで、「争う権利を留保

して会社の提案した労働条件で就労することを同意します」という文書を提出した。しか

し会社はこれらの労働者を雇い止めした。その結果、この争いは法廷に持ち込まれた。裁

判所は、会社は合理的な理由がない限り、雇用契約の更新を拒絶することは許されないと

したものの、ホテルが行った雇い止めには社会通念上合理的な理由があるとした。さらに、

争う権利を留保する文書は、新たな雇用契約に合意しないというものに過ぎないため、雇

用契約を締結したものではないと判断して働き続ける権利さえ否定してしまった（１９９

９年１１月２４日東京地裁決定）。 

長年にわたって賃上げ交渉を重ねながら生活を維持してきた労働者については、少なく

とも、特段の事情がなければそれまでの労働条件で引き続き働き続けるということが法的

に保護されてしかるべきである。そして労働条件の不利益変更に異議を述べ、撤回を求め

ることは、当然の権利といえる。この裁判所の判断では、有期の定めをおけば争う権利を

否定でき、意義を唱えた労働者の生活基盤を喪失させても構わないということになり、い

かにも理不尽だ。 

働くことは生きることだ。仕事は、生存の基盤である糧を得る手段であるのみならず、

仕事を通じて社会と関わり、人々と関係しあって目的を達成し、能力を開発して人生を展

望する。そうした意味で、労働に関する保証は人間としての存在を大きく左右する基本的

人権である。だからこそ、労働条件ダンピングに対しては、有期の定めをおこうが、商取

引契約を介して第３者に労務を提供する契約関係にあろうが、労働者が対等性を確保され

てまともな労働条件交渉がもてるよう、また生活を人質にとられないでその理不尽さを争

う権利が保障されるようにしなければならない。 

数年前から、労働基準法の労働契約に関する定めを独立させ、民法の特別法として新た

に「労働契約法」をつくるという構想が具体化されてきている。労使の継続的な関係を規

律する労働契約が公正なルールに従って締結および遵守されるようにし、労働条件の変更
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や解雇に際しては、労使の十分な話し合いによって自主的な自己決定が行われるようにす

るための具体的なルールを定めるというのだ。しかし、その方向性は現在も不透明なまま

である。 

 

４節  仮説の検証 

前節では労働の規制緩和後、つまり労働者が置かれている状況を分析した。労働の規制

緩和は、格差を拡大したと言えるだろう。 

安上がりな非正規雇用が正規雇用を駆逐していくことは、競争原理が働く場面では構造

的なものである。しかし非正規雇用を短期的に入れ替えて人件費を抑える手法は、ノウハ

ウの蓄積や伝承、人員管理の面で負担を高めることとなり、非効率である。そして企業秘

密やノウハウの確保についても、外部化には一歩誤れば莫大な損失を被るリスクが常につ

きまとう。このリスクを回避する方策としては、働き手の定着によって熟練が形成される

ようにすることが挙げられる。また、非正規雇用の活用は必要な必要 小限の合理的な範

囲に制限すること、その枠組みを超えたときには、期間の定めのない通常の労働者として

直接雇用し、均等な待遇を受けられる道を切り開くことが求められる。 

景気変動に伴う雇用の調整弁の役割を非正規雇用に担わせる社会は、決して健全な社会

だとはいえない。景気後退が始まった今、労働分配率を前提とした真摯な議論を行わなく

てはならない。現状のままでは格差は広がりこそすれ、縮小することはないであろう。 
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３章 地方分権改革 

前章では、規制緩和の代表格である雇用の規制緩和、特に労働者派遣の規制緩和につい

て述べた。本章では、地方の疲弊を招き、格差を拡大させたとされる地方分権改革に着目

する。 

 

１節  地方分権一括法の施行 

日本国憲法には「地方自治の保障」が謳われている。それにも関らず、わが国の行政は、

戦後も一貫して明治以来の中央集権システムを温存してきた。先進国に追いつき、追い越

すためには、中央政府に権限を集中するという形式が も効率的であると考えたからであ

る。特に高度経済成長期には、「国土の均衡ある発展」という考え方を基調にして国が全国

各地で大規模な公共事業を展開することで、中央から地方への再分配が行われてきた。し

かしそれは、しばしば政・官・財の「鉄のトライアングル」による利益誘導型政治の温床

にもなった。 

ところが、経済成長の行き詰まりとともに、従来のようなバラマキ型の行政の継続は困

難になってきた。そこで、限りある財源の中で効率的な行政サービスを行う方法として地

方分権の必要性が論じられるようになった。そして、国が掌握している税源と権限を可能

な限り地方に移し、各自治体が地域の実情に応じた施策を進められるようにしようとした。

こうして１９９３年６月に「地方分権の推進に関する決議」が、憲政史上初めて衆参両院

において全会一致で採択された。 

さらに、地方分権が重要な政治課題のひとつとされた背景には外圧という要因があった。

竹下内閣から村山内閣までの７人の首相の下で官房副長官を務めた石原信雄氏は、地方分

権論議の源流が「日米構造協議」にあったと証言する。「(構造協議で)問われたのは官のあ

り方です。これが、一方では規制改革の政策になり、もう一方では中央と地方の関係にな

って『地方にもっと権限を渡すべきだ』という改革になったのです（読売新聞２００６年

３月７日付）。」また、世界的な潮流として、中央集権や国による行政指導が時代に適合し

なくなったという側面もある。国は、国家の存立に関わる事柄や国家的な見地に立った施

策に専念し、国民生活に関わる問題はいっさい自治体に任せるべきであるという、所謂「夜

警国家論」あるいは「役割分担論」も論じられるようになった。 

１９９３年、９４年に一連のゼネコン汚職が摘発され、政・官・財の癒着が暴露される

と、政治改革の一環としても地方分権が叫ばれるようになった。そうした世論の追い風を
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受け、１９９５年には首相の諮問機関として地方分権推進委員会が設置された。政府は同

委員会の勧告に基づいて地方分権推進計画を策定し、１９９９年７月には「地方分権一括

法」が成立、翌年４月に施行された。前出の地方分権委員会の 大の成果は、自治体が国

の下請け機関として５６１件もの事務を代行してきた「機関委任事務制度」が廃止された

ことだ。そのために４７５本の法改正が行われた。そして国と地方は、従来の上下関係か

ら、形式上は対等関係になったのである。しかし、権限や財源の移譲という実質が伴わな

ければ、それも絵に描いた餅だ。そこで、小泉内閣が改革に着手した。これが「地方に出

来る事は地方に、民間に出来る事は民間に」という論を具現化する「三位一体の改革」で

ある。その内容は、①地方自治の病根といわれるヒモ付きの国庫補助負担金を減らす、②

その見返りに、自由に使える税源を地方に移す、③自治体の財源不足を穴埋めするために

分配される地方交付税を見直す、というものである。 

しかし、既得利権を守ろうとする官僚と族議員がこれに抵抗し、国の財政再建を優先し

たい財務省の思惑も絡んで、２００４年度予算からの３年間で約４．7 兆円の補助金と約

５．１兆円の地方交付税が削減されたのに対し、税源移譲は３兆円規模にとどまった。税

源移譲が実現したことそのものは画期的であったが、財政力の弱い自治体ほど交付金が削

減されることになった。また、１９８０年代の後半から実施されてきた「単独事業」にお

ける借金の返済時期を迎えた。単独事業とは、国の補助金を受けずに、地方自治体が実施

する事業のことである。自治省は地域振興と活性化のため、この単独事業の積極的な実施

を促してきた。そして各自治体に地方債で資金を調達させ、償還額の相当部分を地方交付

税交付金の上乗せで補填する仕組みを導入した。ところが、借金の返済期になって交付金

の大幅削減が打ち出されたのだ。その結果、自治体が予算すら組むことができない自治体

が続出した。そして中央と地方の格差も拡大することとなったのである。 

 

２節  地方分権改革推進法の施行 

 ２００７年７月の参議院議員選挙において自民党は民主党に大敗を喫し、与野党の逆転

現象が起こった。この結果について、知事の多くが「地域間格差が拡大しており、地方が

経済的困難に直面するなか、有権者が投票行動で示した」と評した。ここ数年、地方への

バラマキは減る一方であったが、では国から地方への権限や財源の委譲はどの程度進んだ

のであろうか。前節で述べた地方分権一括法の施行や三位一体の改革を地方分権の第１期

とした場合、第２期にあたる地方分権改革について述べる。 
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 ２００７年４月、地方分権改革推進法が施行され、政府の地方分権改革委員会（以下分

権委）が発足した。これまで地方行政は国の出先機関により、政省令や許認可などで制約

を受けてきた。分権委は、地域の事情に応じて政省令より条例を優先させる改革を目指す。

そして国と地方の役割分担や税財源を大幅に見直し、地方分権のあるべき姿を模索する。 

 ２００７年７月、熊本県熊本市で全国知事会議が開かれ、分権委がまとめる中間報告に

向けて次のような提案が出された。その内容は①国から地方への補助金の財源６兆円を地

方に移し、国と地方の財源比率を１対１にする、②国から義務づけられた規制のうち１０

８項目を廃止する、③国の出先機関のうち１０省庁の１９機関を廃止・縮小する、という

ものだ。改革案はいずれも意欲的であるが、財源移譲については消極的な姿勢が目立った。

野呂昭彦三重県知事は、「前の改革では国にだまされた。今、税財源移譲を論じる時期では

ない（日本経済新聞２００７年７月１６日付）。」とし、橋本大二郎高知県知事「税源移譲

の話には乗れない。何としても交付税を守りたい（同上）。」とした。また、金子原二郎長

崎県知事も「交付税を減らした分を国に返して欲しい。税源移譲は増税をする時しか難し

い（同上）。」と税源移譲が困難であることを主張し、潮谷義子熊本県知事「分権のために

増税を求めるのは拙速。我々が分権の歩みからはずれていいのか（同上）。」とした。 

 その後分権委は、自治体や中央省庁の意見を聞いたうえで、２００７年１１月に「中間

的な取りまとめ」を発表した。中央省庁に対し、幼保一元化、道路、河川、農業などの重

点７項目を含む１７項目について地方への移譲を求めた。しかしここでも第１期の分権改

革同様、大きな抵抗勢力が立ちはだかった。そのひとつが中央省庁である。「移譲は不可能」

といったゼロ回答や、「慎重に検討する」という先延ばし回答が相次ぎ、総じて積極性は見

られなかった。これに対し、分権委の丹羽宇一朗委員長は憤慨した。丹羽（２００８．５．

８、日経ビジネスオンライン）は、中央省庁の人間の念頭にあるのはいつも自分の省庁の

ことばかりで、「国家のため」という志を忘れている。彼らは「（委員会で）よく頑張って

きたな」と上司から褒められたいだけなのだ。委員会で何と言われようが、自分の“省益”

を必死に守って、「私はこんなに頑張った」と胸を張って省庁に凱旋したいだけであると、

半ば呆れ気味のコメントをしている。 

 中央省庁にとって、地方への権限移譲は出先見直し直結する。国家公務員の約７割は出

先機関の職員である。独立行政法人改革でも省庁の抵抗は大きかったが、地方分権改革に

おけるそれはさらに大きいものである。当時の総務大臣である増田寛也氏も「出先機関は

身内。（独法より）余計に抵抗感が強い（日本経済新聞２００８年３月３日付）。」と語った。 
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 もうひとつの抵抗勢力は、いわゆる族議員だ。族議員とは、関係業界の利益保護のため

に、関係省庁に強い影響力を行使する国会議員をいう。自民党の地方分権推進改革特命委

員会では、その族議員から分権委への不満が続出した。丹羽委員長への批判が相次ぎ、閣

内からも強硬な抵抗を受けたのだ。 

 もっとも、分権委がまとめた第１次勧告は、省庁との合意に関係なく勧告文が策定され

た。委員会と省庁が膝詰協議を行い、合意が得られたものを勧告に盛り込んでいた従来の

分権改革からは、大きく前進することとなった。しかし、その後の地方分権推進要綱では、

抵抗勢力の反発に配慮する形で表現を緩めたため、一部には今後の交渉のために省庁との

全面対決を巧妙に避けたという評価があったものの、「骨抜きにされた」との批判が噴出す

ることとなった。 

 

・表２ 地方分権をめぐる国の動き 

第一期地方分権改革 

時期 国の動き 地方六団体の動き 

５年 ６月 
地方分権の推進に関する決議（衆・参議

院） 
   

６年 
12

月 

地方分権の推進に関する大綱方針（閣

議決定） 
９月

地方分権の推進に関する意見書（地方

六団体） 

５月 地方分権推進法成立 
７年 

７月 地方分権推進委員会発足 
８月 地方分権推進本部設置（地方六団体） 

８年 ３月 地方分権推進委員会中間報告    

９年   地方分権推進委員会が順次勧告    

10 年 ５月 地方分権推進計画閣議決定    

３月 第２次地方分権推進計画閣議決定 
11 年 

７月 地方分権一括法成立 
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４月 地方分権一括法施行 

12 年 

５月 
地方分権推進法の一部を改正する法律

成立（有効期間の１年延長等） 

   

６月 地方分権推進委員会最終報告 

７月 
地方分権推進委員会解散（地方分権推

進法失効による期間終了） 
13 年 

〃 地方分権改革推進会議発足 

   

 

三位一体の改革 

時期 国の動き 地方六団体の動き 

６月 
「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2002」（閣議決定） 

10

月 

地方分権改革推進会議「事務・事業の在

り方に関する意見」 
14 年 

11

月 

「予算編成の基本方針」閣議決定（三位

一体で改革を推進） 

   

５月 

地方分権改革推進会議「事務・事業の在

り方に関する意見」のフォローアップ結果

総理報告 

６月 
地方分権改革推進会議「三位一体の改

革についての意見」 

15 年 

〃 
「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2003」を閣議決定） 

   

16 年 
５月 

地方分権改革推進会議「地方公共団体

の行財政改革の推進等行政体制の整備

についての意見」 
８月 地方六団体が内閣総理大臣に改革案を

提出 
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６月 

「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2004」を閣議決定（国庫補助負担金

改革地方案の要請） 

11

月 

政府・与党合意「三位一体の改革の全体

像」 

６月 
「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2005」を閣議決定 
17 年 

11

月 

政府・与党合意「三位一体改革の推進に

ついて」 

７月
地方六団体が内閣総理大臣に改革案

（２）を提出 

７月 
「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2006」を閣議決定 
６月

地方六団体が地方自治法に基づく意見

書を提出（「地方分権に関する意見書」）

７月 地方六団体の意見書に対して回答 18 年 

12

月 
「地方分権改革推進法」成立 

９月

地方六団体が「地方分権改革推進法（骨

子案）」を総務大臣に提出、法律の早期

制定を要請 

 

 

第二期地方分権改革 

時期 国の動き 地方六団体の動き 

４月 「地方分権改革推進委員会」が発足 １月
地方六団体が「地方分権改革推進本部」

を設置 

５月 

「地方分権改革推進委員会」が「地方分

権会改革にあたっての基本的な考え方」

を取りまとめ 

５月

地方六団体が「基本的な考え方」に盛り

込むべき事項について「地方分権改革

推進委員会」に要請 

〃 政府が「地方分権改革推進本部」を設置

19 年 

６月 
「経済財政改革の基本方針 2007」を閣議

決定 

７月 全国知事会が「第二期地方分権改革へ

の提言」を取りまとめ、「地方分権改革推

進委員会」に提出 
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11

月 

「地方分権改革推進委員会」が「中間的

な取りまとめ」を決定・公表 

    ２月

全国知事会が「国の地方支分部局(出先

機関)の見直しの具体的方策」を取りまと

め、「地方分権改革推進委員会」に提出

５月 
「地方分権改革推進委員会」が「第１次勧

告」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出 
５月

地方六団体が「第１次勧告に盛り込むべ

き事項」を取りまとめ、「地方分権改革推

進委員会に提出 

６月 
政府の「地方分権改革推進本部」が「地

方分権改革推進要綱（第１次）」を決定 
７月

全国知事会が「第二期地方分権改革へ

の提言」を取りまとめ、「地方分権改革推

進委員会」に提出 

８月 

「地方分権改革推進委員会」が「国の出

先機関の見直しに関する中間報告」を取

りまとめ、内閣総理大臣に提出 

８月

全国知事会が「道路・河川の権限移譲に

伴う財源等に関する申し入れ」を政府に

提出 

９月 

「地方分権改革推進委員会」が「道路・河

川の移管に伴う財源等の取扱いに関す

る意見」を内閣総理大臣に提出 

10

月

全国知事会が「直轄国道、一級河川の

見直しの具体的な方向について」を国土

交通省に提出 

20 年 

12

月 

「地方分権改革推進委員会」が「第２次勧

告」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出 
   

 

出所：愛媛県庁公式ＨＰより引用 

 

３節  地方分権改革の今後 

 前節では第２期地方分権改革について述べた。なお、地方分権改革のこれまでの流れに

ついては上記表２を参照されたい。本節では地方分権改革の現在と、今後の流れについて

述べる。 

今後は第２次勧告で国の出先機関の廃止および縮小などについて、さらに２００９年春

以降に予定される第３次勧告で税財源移譲などについて取りまとめを行う予定だ。そして

夏頃に「地方分権推進計画」として閣議決定され、秋には「新地方分権一括法案」として
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国会に提出される予定である。 

出先機関は第２次改革の本丸と目される。折しも国交省の出先機関である北海道開発局

で、２００８年５月に農業土木工事をめぐる官製談合が、６月には河川改修工事の談合も

発覚し、出先機関廃止の論調が一気に高まった。北海道には道庁管轄の「土木現業所」と

いう部署があり、開発局の管轄区域とほぼ重複している。そのため二重行政の批判が多く、

またこれまでも度々、不透明な事業発注が指摘されてきた。２００１年の省庁再編時にも

廃止論が出たが、道内政財界の強い意向で存続が決まったという経緯がある。分権委の猪

瀬直樹委員は「多くの事務・権限が出先機関の長に委任され、国会の監視の目が届きにく

くなった構造的な問題が背景にある（産経新聞２００８年８月１９日付）。」と分析する。 

分権委は２００８年８月に「国の出先機関の見直しに関する中間報告」を発表した。見

直しを検討する出先機関は定員で１０万人弱、予算規模で１１．６兆円に上る。開発局や、

道路特定財源でマッサージチェアを購入していた国交省の地方整備局も含まれている。 

 

４節  「平成の大合併」と「道州制」の行方 

 一方、分権の受け皿となるべき自治体にも問題がある。長年、自治体は補助金漬けにな

っていた。この困ったら国に頼るという依存体質を変えない限り、分権など成立しない。 

２００１年に成立した小泉政権は、「小さな政府」路線を推し進めた。２００２年の「骨

太の方針」には「三位一体の改革」が盛り込まれたが、削減された交付金と移譲された税

財源を差し引きするとマイナスとなるケースが続出したことに、自治体は警戒心を強めて

いる。もし権限が移譲されても、財源がないことには立ち行かなくなるのは明白だ。税財

源移譲に関する議論は第３次勧告で行われるため、現時点では不透明だ。また、国と地方

の問題は、都道府県と市町村の間にも存在する。都道府県は広域行政、連絡調整、「市町村

が処理することが適当でないもの」という地方自治法の定義を根拠に市町村の行政に介入

してきた。合併が進み、分権によって市町村が強くなれば、軋轢が強くなりかねない。そ

もそも政府が進めてきた「平成の大合併」と言われる市町村合併は、権限委譲の「受け皿」

となる自治体の行・財政能力の強化が目的である。合併を加速させたのは、合併特例債な

どの優遇措置と三位一体改革による交付税削減のいわゆる「アメとムチ」の施策だった。

この結果、全国の市町村数は、２００９年１月５日の時点で、１９９９年３月末の３２３

２から１７８１にまで減少している。 

現在、地方分権改革の切り札として道州制構想が浮上している。これは４７都道府県を
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廃止し、全国を１０前後のブロックに再編するというものである。２００６年２月、地方

制度調査会は全国を９～１３の道州に作り替えるように答申した。都道府県に代わる道州

を設置し、市町村との２層制にすることや、都道府県の事務を大幅に市町村に移し、国の

出先機関をできる限り道州に移すこと、そして事務の移譲に伴って財源を国から道州に移

すことなどを提言した。さらに自民党の道州制調査会は、２００７年６月に８～１０年後

の道州制完全移行を骨子に中間報告をまとめた。道州制が導入されれば、国の役割は国民

基盤サービス、道州は国民にとってより身近なサービスの提供というような役割分担が可

能となる。また日本経団連も２００７年１月１日、「希望の国、日本」と題した政策ビジョ

ンにおいて「道州が、広域的な経済圏の形成に主体的かつ自立的に取り組むようになれば、

道州間、さらには海外諸地域との競争と連帯が進み、天災や人災にも強い分散型の国土・

経済構造が形成される」と期待を表明している。 

このように明るい見通しが語られる一方で、懐疑論も根強い。現行の区切り案に対する

疑問に始まり、「国の本音は財政負担を減らすことにしかない」とする論もある。また、分

権論議からすると、道州制の導入によって消えてしまう県に権限を移譲することはおかし

いということになる。政府には「道州制ビジョン懇談会」と「地方分権改革推進委員会」

という２つの有識者会議があるが、後者はとりわけ地方に存在する国の出先機関と地方自

治体の「二重行政」をなくすことに力を入れている。改革の方向性については、意見が統

一されていないのが現実だ。 

 

５節  仮説の検証 

 前節では錯綜する地方分権改革の方向性について述べた。「三位一体の改革」で地域間格

差が生まれ、その方向性が定まらないまま現在に至っている。構造改革は格差を拡大させ

たと言えるであろう。 

 ２００６年３月６日に６３０億円といわれる負債を抱えて破綻した北海道夕張市は、ま

さに地域格差の象徴である。夕張市が破綻した理由は、財政健全化への努力を怠っていた

からであるとは言い切れない。なぜなら夕張市は、給与削減や退職不補充などで２００２

年度から４年間で１６億円もの経費を削減してきた。しかし、これは「三位一体の改革」

で帳消しとなってしまったのだ。筆者は夕張市破綻の主因は、国策による炭鉱閉鎖後の処

理経費を押し付けられたこと、政府と道が煽ったリゾート開発に乗って失敗したこと、地

方交付税交付金の大幅な削減で経費削減計画に狂いが生じたことであると考える。したが
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って、政府が国政のツケを地方に転嫁することや、国家レベルの政策で地方を振り回すこ

とをやめなければ、「第２の夕張」が出てしまうだろう。 

また、改革の方向性が一本化されない限り、地方分権への道のりは遠く険しい。そして

自治体そのものが住民から信頼を得られるようにならなければ、地方分権改革は上手くい

かない。国と同様、自治体の行政や財政には多くのムダやズレがある。それらが議会にお

いて正されることなく、漠然と放置されている。これらは単に自治体の権限を強め、その

自由度を高めるというこれまでの方式では改善しないであろう。官僚体質は、国だけでは

なく地方にも存在するのだ。地方分権の議論は、地域住民が地方自治に 終的な責任を持

つことに収斂するのではないだろうか。 
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終章 

 筆者は、構造改革路線を否定するつもりはない。小泉政権発足時のＧＤＰはマイナス成

長であり、さらに銀行の不良債権問題が深刻であった。しかし、その後 GDP は潜在成長

率である２％程度まで回復し、不良債権比率が低下したことは事実である。そして何より、

一部の人が得をする既得利権の打破のためには、構造改革が必要であったと考えている。 

 ところが、構造改革が引き起こした事態は深刻である。麻生太郎首相は自身の著書『と

てつもない日本』の中で、「今は豊かで、親がいれば食うには困らない」「今の世の中、餓

死する程の貧しさが存在するわけではない」と述べているが、これは大きな誤認である。

構造改革路線は市場経済万能で弱肉強食ともいえる競争社会をつくりだした。そして大企

業には史上空前の利益をもたらす一方、国民には負担増と雇用や労働のメカニズムの破壊

をもたらした。そして異例なスピードで貧困と格差拡大を進行させ、地方の疲弊と地域間

格差を拡大している。どんな社会でも大なり小なり他人を収奪するものであるが、国民の

生存権まで奪いかねない社会となりつつあるのだ。 

 どのような制度も政策も、決して万能ではない。構造改革についても、修正すべき点は

多数あると言えるだろう。特に「雇用の規制緩和」と「地方分権改革」については早急に

改善するべきであると筆者は考えている。 

 まず、２章で述べた労働という人間が生きていくうえで大きな比重を占める分野は、あ

くまでも秩序を保たなくてはいけない。規制は強化されるべきではないだろうか。競争に

よる敵対と排除によるものではなく、働き手を大切にする協働のシステムを構築し、雇用

の再生を図る必要がある。たとえば「同一労働・同一賃金」化もそのひとつであるが、「改

正パートタイム労働法」のように、設定された条件を満たす労働者がほとんど存在しない

ような法整備では無意味だ。福利厚生や社会保険などを含め、正規雇用者と非正規雇用者

が同じ待遇を得られるようにすべきである。そのようにすれば、労働者自らの選択で非正

規雇用者が増え、企業側も雇用の柔軟性を得ることが出来るのではないだろうか。 

 また、３章で述べた地方分権改革についても再検討すべきである。地方分権を進めるこ

とは、地域の実情に合った効率的な財政運営が期待できる。したがって、地方分権を進め

ていくことには賛成だ。しかし、現在の手法では格差を拡大させることになる。各省庁が

既存の補助金を廃止し、自治体の一般財源に振り替えることが地方の活性化や地域振興へ

の近道ではないだろうか。ところが実際には、各省の組織の権限や影響力を温存し、拡大

したいという思惑が見え隠れしている。また、平成２０年には「地方公共団体財政健全化
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法」施行された。これは自治体の財政破綻を未然に防ぐために、国が財政状況をより詳し

く把握し、悪化した団体に対して早期に健全化を促すための法律だ。各地方自治体は、財

政に影響を及ぼす会計を対象に「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、

「将来負担比率」、「公営企業の資金不足比率」と言われる５つの比率を物差しに財政の健

全を判断される。確かに、自治体の財政破綻防止のためには有効であるかもしれない。し

かし、バス路線の廃止や市民病院などの公共施設の閉鎖など、新たな地域格差を生みだす

可能性が非常に高い。また、さらなる人件費の削減が行われる可能性も高まる。法令の施

行から間もないこともあり、結論を出すのは時期尚早であるが、この法令の施行が地方の

さらなる疲弊を招くことを筆者は恐れている。 

小泉政権が主張した「痛みをともなう改革」は、将来の希望のために国民が一時的な痛

みに耐えるという発想であったはずだ。しかし、現実には将来どころか、現時点の希望す

ら見えてこない。今後は制度疲労なき構造改革路線を模索すると同時に、いかにして社会

的セーフティーネットを構築していくが重要な課題だ。第１にパート・派遣労働者など非

正規労働者への社会保険・労働保険の完全適用と給付の改善し、第２に雇用保険と生活保

護制度との中間に、長期失業者や低賃金の非正規労働者、母子世帯の母親への職業訓練な

ど、就労・自立支援と連携した新たな「就労・生活支援給付」制度を創設し、経済的支援

を行い、第 3 に住宅保障や住宅手当の新設を含め、生活保護制度が福祉の「 後の砦」と

して十分機能を発揮できるよう、「生活保障制度」として抜本的改革を行うべきである。
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