特集―現下の雇用・失業問題とその対策

が大きく取り上げられるようになり︑
雇用保険制度と生活保護制度を労働市
場のセーフティネットとして一体的に
捉える観点の重要性が浮かび上がって
きた︒二〇〇八年末から雇用保険制度
と生活保護制度の間に整備されるべき
いわゆる﹁第二層のセーフティネット﹂
が労使団体から提起され︑短期間の間
に政策として形成され︑二〇一一年度
には恒常的な制度として確立すること
とされている︒
本稿では︑こういった領域の諸問題
を考える上で有用と思われる諸制度の
歴史的展開と最近の動向についての解
説を行う︒それらを踏まえて︑今後の
制度設計の議論が進められることを期
待したい︒

１ 雇用保険制度の展開
失業保険制度の性格
失業保険制度は︑社会保険制度と雇
用政策手段という二つの性格を併せ有
する︒社会保険制度としては︑これは
労働者の失業による所得の喪失を保険
事故と捉え︑再就職するまでのその所
得の補償を行うことが制度の目的であ
る︒これに対し︑雇用政策手段として
は︑完全雇用という政策目標を実現す
るために︑失業者ができるだけ速やか

雇
―用保険制度等の展開と課題

戦前の日本では︑野党から失業保険
法案が提案されることはあったが︑制
度として成立するには至らなかった︒
それに代わる制度として一九三六年に
退職積立金及退職手当法が成立したが︑
戦時中に年金制度に統合されている︒
戦後︑社会保険制度調査会の審議を
経て失業保険法が一九四七年に成立す
るが︑この時には技術的な理由から日
雇労働者は含まれなかった︒日雇失業
保険制度は一九四九年に創設されてい
る︒
失業保険制度の歴史はモラルハザー
ドとの戦いの歴史といえる︒当初の制
度は一律に六カ月の被保険者期間で一
八〇日間の給付であったが︑季節的に
半年ずつ就労と失業を繰り返す人々の
モラルハザードに対処するため︑一九
五五年改正により︑継続雇用期間に応
じた二七〇日から九〇日の段階制とさ
れた︒しかし︑このように給付日数を

失 業 保 険・ 雇 用 保 険 制 度 の 成 立
と展開

に制度設計上の工夫が必要となってく
る︒
失業保険制度の歴史は︑まさにモラ
ルハザードとの戦いの歴史であったと
言っても過言ではない︒
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に再就職できるよう援助することが制
度の目的となる︒失業保険給付は︑こ
の両者の機能を一体的に担うものとし
て設けられており︑失業者が求職活動
をする間の生活の安定を確保し︑これ
を通じて求職活動を奨励しようとする
ものである︒
しかしながら︑失業保険制度の両性
格は必ずしも常に整合的であるとは限
らない︒特に大きな問題となるのは︑
その生活保障のためのセーフティネッ
トとしての性格がかえって再就職促進
機能を阻害するモラルハザードとして
逆機能しているのではないかという点
である︒これはまず何よりも︑失業保
険制度における保険事故たる﹁失業﹂
が有する特殊性から生ずる︒すなわち
﹁失業﹂には︑労働の意思と能力とい
う主観的要件が含まれ︑とりわけ﹁労
働の意思﹂は外部から客観的に判断す
ることが困難である︒これは離職後の
失業状態の認定が内心の意思に関わる
ということだけでなく︑離職そのもの
を任意に創出しうるという面も含む︒
このような保険事故の主観性が︑他の
社会保険制度に比して濫用を容易にし
ている基本的原因である︒つまり︑失
業保険制度は本質的にモラルハザード
の危険性が高く︑これを防止するため
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労働市場のセーフティネット
近年︑労働市場のセーフティネット
に対する関心が高まっている︒これま
では︑労働法学では就業している間の
雇用労働条件に関心が集中する一方︑
社会保障法学では年金や医療保険が主
た る 関 心 の 対 象 で︑ 失 業 時 の セ ー フ
ティネットにはあまり関心が寄せられ
てこなかった︒
しかしながら︑二〇〇八年のリーマ
ンショック以来の不況の中で︑とりわ
け派遣労働者をはじめとする非正規労
働者のためのセーフティネットの不備
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継続雇用期間にリンクさせることは︑
逆に失業給付を失業という事故に対す
る給付というより︑長期勤続して払い
込んだ保険料の払い戻しと考える別の
モラルハザードの源泉となりかねない︒
一九六〇年代には女子結婚退職者の
退職金的受給が問題となり︑一九七四
年の雇用保険法によって制度が大きく
変わった︒それまでの被保険者期間に
応じた仕組みから︑被保険者期間一年
以上の者については三〇歳未満の九〇
日間から五五歳以上の三〇〇日間に至
るまで年齢階層別の給付日数に改めた
のである︒失業給付は失業という事故
に対して再就職までの生活の安定を図
るためのものなので︑年齢による就職
の難易度に応じて定めることが合理的
だという考え方である︒
この時に私保険的だとして排除され
た拠出期間と給付日数をリンクさせる
仕組みが︑一九八四年改正で再度導入
された︒高齢化が進展する中で︑比較
的短期間で離職する高齢者にも長期間
の給付を保障するのは︑比較的若年の
長期勤続者と比べて公平を欠くという
批判が出てきたからである︒こうして︑
給付日数は年齢階層別と被保険者期間
を組み合わせたマトリックスによって
定められることとなった︒
こういった改正は︑失業保険制度を
めぐるモラルハザードが︑あちらを解
消しようとすればこちらで増大すると
いうなかなかに困難な性質があること
を示している︒被保険者期間で差をつ
ければ就職の容易な長期勤続者にモラ
ルハザードが発生し︑年齢で差をつけ
れば短期勤続の高齢者にモラルハザー
ドが発生する︒早期退職者に褒美をつ
ければ就職の容易な者にモラルハザー
ドは発生し︑付けなければ満額受給す
るまで居座るという形でモラルハザー
ドが発生する︒すべてに対応しようと
すれば制度は限りなく複雑化してゆく
ことになる︒
一九八九年改正ではパート労働者に
ついて一般被保険者より最大九〇日短
い給付日数のマトリックスが作られた︒
その理由は︑パートタイマーは離職率
が高く︑求人倍率が高いからというの
であるが︑次第に疑問が呈されるよう
になり︑二〇〇三年改正で統一された︒
一方︑この間解雇や倒産による離職
か自己都合退職かで給付日数に差はつ
けられていなかったが︵一九八四年改
正で自己都合退職には三カ月の待機期
間が設けられた︒︶︑二〇〇〇年改正で
両者に大きな差がつけられることに
なった︒年齢︑被保険者期間︑パート
か一般か︑離職理由という四次元のマ
トリックスで大変複雑である︒
また二〇〇二年には運用改善として︑
再就職の促進や失業認定の厳格化が行
われた︒月二回以上の求職活動実績を
確認し︑サンプリングで問い合わせを
行い︑虚偽であれば不正受給として処
理するとか︑安定所に紹介されたのに
事業所の面接で故意に不採用になるよ
うな言動をした場合にも紹介拒否とみ
なして給付制限を行う︑などである︒
これらは︑制度が不可避的に生み出す
モラルハザードを現場レベルで抑止し
ようとする試みといえよう︒
近年の改正の論点の一つは財政運営
である︒二〇〇七年改正では︑財政当
局が原則四分の一の国庫負担の廃止を
求めたことが論点となり︑原則論とし

出発点は︑一九五〇年の﹁臨時内職的
て反発しつつも︑当分の間本来の負担
額の五五％に引き下げることとされた︒ に雇用される者に対する失業保険法の
適用に関する件﹂という通達である︒
また二〇〇九年改正では︑財政当局が
国庫負担の廃止を目的に進言したため︑ ここでは﹁臨時内職的に雇用される者︑
例へば家庭の婦女子︑アルバイト学生
追加経済政策で雇用保険料の〇・四％
等であつて﹂﹁その者の受ける賃金を以
引き下げが決定されてしまった︒ちょ
て家計費或は学資の主たる部分を賄わ
うど二〇〇八年秋から︑世界的に金融
ない者︑即ち家計補助的︑又は学資の
危機による景気後退が進んでおり︑雇
一部を賄うに過ぎないもの﹂﹁反復継続
用情勢がこれから急速に悪化しようと
して就労しない者であつて︑臨時内職
いうときに︑その対策の原資となるべ
的に就労するに過ぎないもの﹂は︑﹁労
き雇用保険料を引き下げるという顛倒
働者と認めがたく︑又失業者となるお
した雇用政策が強制されてしまったわ
それがな﹂いので︑﹁失業保険の被保険
けである︒これには審議会で労使双方
者としないこと﹂と指示していた︒
から疑念が示されたが︑政府中枢です
これは法条文上に根拠があるわけで
でに決定されてしまったこともあり︑
もなく︑﹁労働者と認め難い﹂などとい
﹁本来これを行うべきでなく﹂と批判
う表現は労働法上ありえないものであ
しつつ﹁やむを得ない﹂と認めた︒
る︒本来は季節労働者と同様︑法律上
非正規労働者への適用問題
明確に要件を定めて適用除外すべきで
あったはずであるが︑今日に至るまで
﹁臨時内職的﹂の適用除外は業務取扱
要領上に維持されてきた︒
その後︑累次の通達や業務取扱要領
の改正により︑一定のパート労働者に
適用されるようになったが︑適用され
るためには︵フルタイム労働者には要
求されない︶一年以上の雇用見込みが
要求され︑事実上常用パートでなけれ
ば適用されないという状況が続いてき
た︒また︑登録型派遣労働者について
も一年以上の雇用見込み等が要求され︑
フルタイムであっても適用されないと
いう状況が生み出された︒
この扱いの源泉は上記通達の﹁反復
継続して就労しない者であつて︑臨時
内職的に就労するに過ぎないもの﹂に
あるが︑﹁家庭の婦女子︑アルバイト学
生等﹂をもっぱら想定していた当時の
二〇〇九年改正のもう一つの論点は
非正規労働者への適用問題であった︒
失業保険法制定以来のその経緯は次の
通りである︒
もともと一九四七年に失業保険法が
制定された時には︑非正規労働者を適
用除外する仕組みにはなっていなかっ
た︒技術的理由から日雇労働者は除外
されたが一九四九年に日雇失業保険制
度が設けられている︒モラルハザード
の観点から一定の季節労働者は適用除
外されたが︑当時臨時工とか社外工と
呼ばれた通常の非正規労働者は当然適
用されていたのである︒そして︑この
点は今日に至るまで変わっていない︒
フルタイム直接有期雇用の非正規労働
者は現在まで一貫して雇用保険の適用
対象である︒
今日の非正規労働者への適用問題の
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状況とは︑現在のパート労働者や派遣
労働者の状況は大きく変わっている︒
彼らを家計補助的と片付けることはも
はや困難になりつつある︒
この状況下で二〇〇八年末に制度の
見直しが審議されたが︑その時には労
働側から疑問が提示されながらも︑﹁一
年以上の雇用見込み﹂を﹁六カ月以上
の雇用見込み﹂に改めるという改正案
で一応決着し︑二〇〇九年改正として
成立した︒一方︑当時野党であった民
主党等は対案を提出し︑その中で国庫
負担を本則の四分の一に戻すとともに︑
﹁セーフティネットに穴が空いてはな
らない﹂として︑適用要件に雇用見込
み期間を要求しないこととしていたが︑
まったく国会修正に盛り込まれること
もなく廃案となった︒
二〇〇九年夏の総選挙では︑民主党
の﹃マニフェスト﹄に﹁雇用保険をす
べての労働者に適用する﹂という項目
が掲げられ︑民主党を中心とする連立
政権が誕生したことにより︑これが実
現に向かい始めた︒

者︑③短期特例被保険者にならない季
節労働者︑④学生アルバイト︵省令で
夜間学生は除く予定︶が適用除外と明
示された︒逆に言えば︑これらに該当
しない限り週所定労働時間二〇時間以
上の非正規労働者は雇用保険の適用対
象となるわけである︒
その他︑事業主が雇用保険料を天引
きしながら届出をしなかったため未加
入となってしまった労働者について︑
二年以上前に遡って適用できることと
されている︒また︑財政運営について
は︑保険料を元に戻すとともに︑国庫
負担を二〇一一年度から四分の一に戻
すことが明記された︒

２ 新たなセーフティネット
の提案と実現
近年︑雇用保険制度︵第一層︶と生
活保護制度
︵第三層︶の間に新たなセー
フティネットを創設すべきだという議
論が浮かび上がってきた︒
その源流に位置するのが二〇〇一年
一一月に民主党が提出した法案で︑そ
の中で雇用保険を受け終わった者と小
規模廃業者を対象に︑職業訓練受講を
条件とする能力開発支援給付を行うこ
ととしていた︒
同案が否決された後︑具体的な政策
論は登場していないが︑欧州における
雇用政策の紹介という形で︑それまで
あまり関心を持たれていなかった失業
保険制度と公的扶助制度の間の失業扶
助制度に関する情報が徐々に蓄積され
ていく︒その中で︑欧州諸国の雇用戦
略が﹁福祉から就労へ﹂を実現するた
めに︑失業者に対して徹底した職業訓
練を行う方向に向かっていることが指

摘された︒これが︑政労使の労働関係
者の間にこの問題に関する考え方の共
通の土台を作り︑その後の政策立案︑
制度設計の基盤となっていった面があ
る︒
政労使の中で初めてこの問題を政策
課題として打ち出したのは日本労働組
合総連合会︵連合︶である︒連合は︑
二〇〇七年の政策・制度要求の中で︑
雇用政策と生活保護をつなぐ新たな社
会的セーフティネットの構築を提言し
た︒ここで提起された﹁第二層のセー
フティネット﹂は﹁就労・生活支援給
付﹂と呼ばれ︑現金給付︑職業訓練︑
生活支援からなる︒受給するには︑公
共職業訓練を含む就労・自立支援プロ
フラムに参加することが要件となる︒
給付期間は最長五年である︒
この後の政策動向は︑基本的にこの
連合の考え方が徐々に実現していく過
程であったといえる︒
アメリカのサブプライム問題に端を
発した世界的な金融危機の中で︑二〇
〇八年秋以来非正規労働者の解雇や雇
い止めが続出し︑彼らに対するセーフ
ティネットの欠乏が社会問題となった︒
連合は政府に職業訓練中の生活保障制
度の抜本拡充を要請し︑年末の緊急対
策に盛り込まれ︑二〇〇八年度第一次
補正予算において訓練受講中の貸付金
︵一定要件で返済免除︶という形で萌
芽的に実現した︒
二〇〇九年三月には連合と日本経団
連が労使共同要請を行い︑雇用保険を
受給できない者に職業訓練受講中の就
労支援給付制度を設けることを要求し
た︒これを受けて︑当時の与党で検討
が行われ︑三年間の期間限定の暫定措

公的扶助制度の展開

置としてではあるが︑緊急人材育成・
就職支援基金を造成し︑そこから訓練・
生活支援給付を支給することを提言し︑
政府の経済危機対策に盛り込まれ︑二
〇〇九年度第一次補正予算で実現した︒
一方︑当時野党であった民主党は連
合の要請を受け︑求職者支援法案を国
会に提出したが︑その内容は連合が主
張する就労・生活支援給付とまったく
同じものであった︒これは二〇〇九年
総選挙における民主党の﹃マニフェス
ト﹄に﹁雇用保険と生活保護の間に第
二のセーフティネットを創設する﹂と
して盛り込まれた︒
政権交代が三年間の暫定措置の一年
目の途中に起こったため︑政権交代直
後に若干の混乱が生じたが︑結局二〇
一一年度に恒久的制度としての求職者
支援制度を創設することとし︑二〇一
〇年度までは自公政権下で設けられた
暫定措置として実施することになった︒
求職者支援制度の創設に向けた審議
は︑二〇一〇年二月に始まった︒恒久
的制度となれば長期的な持続可能性な
ど総合的な観点からじっくり検討する
ことが必要である︒

３

失業者の生活保障という点では︑今
日の生活保護に連なる公的扶助制度も
重要な意味を持っている︒今回の雇用
保険法の改正により非正規労働者の多
くが雇用保険制度の適用を受けること
になり︑また新たに求職者支援制度の
創設に向けた審議が始まりつつあると
ころとはいえ︑最後のセーフティネッ
トとしての公的扶助制度を労働法政策
の観点から考察することはなお極めて
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二〇一〇年改正
総選挙に前後して審議会で雇用保険
法見直しの審議が始まり︑非正規労働
者の適用問題︑未加入者への対応︑財
政運営の三点について︑ほぼ
﹃マニフェ
スト﹄の方向で議論が進み︑年末に報
告が出され︑二〇一〇年一月に法案が
国会に提出された︒
ここでは︑これまで業務運営要領で
定めていた適用基準を可能な限り法律
に規定すべきという原則が示され︑①
週所定労働時間二〇時間未満の者︑②
日雇労働被保険者にならない日雇労働
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重要である︒
近年のヨーロッパでは︑イギリスの
ニューディール政策やドイツのハルツ
改革など︑失業給付や公的扶助など福
祉受給者を労働市場に連れ戻して就労
させようというワークフェア政策が大
きな柱になってきつつある︒公的扶助
を労働市場機構の一環として考えてい
くことが必要となってきているのであ
る︒
日本の生活保護制度は戦前の恤救規
則や救護法以来の歴史があるが︑終戦
直後の一九四六年に旧生活保護法が︑
一九五〇年に現行の生活保護法が成立
している︒その精神は﹁自立助長﹂と
﹁無差別平等﹂
にあり︑
本来ワークフェ
ア的な思想と親和的なものであったは
ずであるが︑長らくそのような発想は
見られなかった︒
ようやく二〇〇〇年代になって日本
にもアクティベーションやソーシャ
ル・インクルージョンといった政策思
想が紹介されるようになり︑生活保護
制度の運用の見直しが始まった︒具体
的には二〇〇三年に社会保障審議会に
生活保護制度の在り方に関する専門委
員会が設けられ︑二〇〇四年の報告で
﹁利用しやすく自立しやすい制度へ﹂
という基本的視点に立って︑自立支援
プログラムが提起された︒
これを受けて︑二〇〇五年度から自
立支援プログラムが開始され︑特にハ
ローワークと連携して行う生活保護受
給者等就労支援事業が取り組まれてい
る︒これは︑日本で初めて﹁福祉から
雇用へ﹂という課題に正面から取り組
み︑国と自治体という行政組織の違い
を超えて実施される事業として重要な

積み残しの問題もいくつかあるとはい
意味を持つ︒
え︑今回の改正でほぼ解決のめどが立
近年の生活保護制度の抜本改革への
つに至ったといってよいが︑第二層と
動きとして注目すべきは︑全国知事会
して現在検討されている求職者支援制
と全国市長会が二〇〇六年に設置した
度と第三層の生活保護制度の関係につ
新たなセーフティネット検討会の﹁新
﹁保護
いては︑議論の方向を再度整理し直す
たなセーフティネットの提案 ―
する制度﹂から﹁再チャレンジする人
必要があろう︒
に手をさしのべる制度﹂へ﹂と題する
なにより考えるべきは︑新たなセー
報告である︒この報告は︑高齢者には
フティネット検討会や経済財政諮問会
救貧的な金銭給付が中心にならざるを
議労働市場改革専門調査会の報告書が
得ないが︑稼働世代には就労自立を目
提起した稼働世代のための有期保護制
指すことが重要で︑そのため稼働世代
度を︑生活保護制度の枠の中で再度き
には五年間の有期保護制度とし︑貧困
ちんと検討することである︒
から抜け出すため生活訓練や職業訓練
職業訓練受講を条件とする求職者支
など働くことを基本とするプログラム
援制度がその必要性の一部について受
を労働部門との連携で実施すべきだと
け皿となりうることは確かであるが︑
している︒またボーダーライン層が生
稼働世代であるということと︑職業訓
活保護へ移行することを防止するため
練を受講すれば直ちに就労可能である
に︑職業訓練により就労支援すること
ということの間には︑大きな落差があ
としている︒このように︑ワークフェ
る︒有期保護制度が想定している稼働
ア的観点を前面に出して生活保護制度
世代の人々への﹁働くことを基本とす
を抜本的に再構築しようとする意欲的
るプログラム﹂には︑基本的生活訓練
な提言である︒二〇〇八年には︑経済
や各種のセラピーといった︑まさに福
財政諮問会議の労働市場改革専門調査
祉事務所のケースワーカーがその専門
会も︑同様の報告をしている︒
性を駆使して対応しなければならない
その後︑生活保護をめぐる社会的関
活動も含まれており︑これらは労働市
心は二〇〇九年三月に廃止された母子
場の状況や技能不足等のために就職で
加算の復活に集中し︑生活保護制度の
きない求職者を相手にするハローワー
中の就労支援はやや忘れられた課題と
クのみで対応しうるものではない︒
なっていたが︑二〇〇九年一二月︑厚
つまり︑稼働世代の者のうち︑その
生労働省にナショナルミニマム研究会
ままでは直ちに就労可能ではなく︑生
が設置され︑中長期的な課題について
活訓練や各種のセラピーをきめ細かく
議論が進められている︒
実施することによって労働市場の入口
にまで連れて行くこと自体が課題であ
総合的な制度設計の必要性
る 人 々 に つ い て は︑ 福 祉 事 務 所 と ハ
今日︑労働市場のセーフティネット
ローワークの密接な連携のもとで︑彼
をめぐる議論はやや錯綜した状況にあ
らにふさわしい支援サービスとその間
る︒第一層の雇用保険制度については︑ の生活を維持するための給付を提供し

ていくという制度設計が必要なのであ
る︒日々の生活訓練が必要な人々に︑
それを抜きにしていきなり実践的な職
業訓練の受講を命じてみても︑効果を
発揮しないどころか︑逆効果になる危
険性すらある︒
むしろ︑生活訓練等により労働市場
で 十 分 就 労 可 能 に な っ た 人 々 を︑ ス
ムーズに職業訓練の受講に受け入れて
いき︑安定した雇用機会につなげてい
くといった︑きめ細かな受け渡しの仕
組みが求められる︒この意味で︑全国
知 事 会・ 全 国 市 長 会 の 新 た な セ ー フ
ティネット検討会報告書や経済財政諮
問会議労働市場改革専門調査会の報告
書がいうように︑関係機関と連携した
支援を行うべく生活保護部門が全体を
結ぶコーディネーターの役割を果たす
ために︑国と地方が連携・協力して自
立支援を推進する体制を築き上げる必
要がある︒
二〇一〇年二月二五日︑大阪市の平
松邦夫市長は﹁生活保護の現状に鑑み
た緊急対策について﹂と題する要望を
行い︑生活保護受給者の急増によって
地方自治体の財政が大きく圧迫されて
いる実情を訴えた上で︑﹁過度に生活保
護制度に依存することは制度の本旨で
はなく︑また︑国民の勤労意欲をも阻
害する恐れがある極めて大きな問題を
内包しており︑社会のあり方にも関わ
る問題﹂と述べ︑﹁喫緊の課題として︑
個人の能力に応じ︑働ける方には働け
る環境の整備として︑現行の﹁訓練・
生活支援給付﹂制度の規模・内容の拡
充を行い︑生活保護制度に優先する仕
組みを作る﹂ことを求めた︒働ける人
には働ける環境整備を行っていくこと
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が重要であることは言うを待たないが︑
地方自治体の財政問題を理由に生活保
護制度の責任を縮小し︑稼働世代への
支援を職業訓練を前提とする求職者支
援制度に全面的に依存することは︑現
実の稼働世代の人々の多様性を考える
といささか問題なしとしない︒
生活保護制度の在り方に関する専門
委員会の委員として二〇〇五年度から
の運用の見直しをリードした静岡大学
の布川日佐史教授は︑その近著﹃生活
保護の論点﹄ 山
( 吹 書 店︑ 二 〇 〇 九 年
﹁生活保護制度が利用し
三月 の
) 中で︑
やすく︑自立しやすい制度になり︑生
活困窮状態の人をしっかりカバーする
ことになれば︑重層的社会保障制度の
土台が固まり︑各制度それぞれの機能
を強化することになるし︑全体の機能
を強化することにもなる﹂
︑﹁本書は︑
社会保障制度全体を改革するには︑土
台である生活保護をもっと活用せよと
生活保護でここま
主 張 し て い る︒ ･･･
で引き受けることが︑その上の諸制度
を改善し︑さらに新制度を創設する土
台になる︑社会保障改革を進める土台
になる︑との主張である︒貧困対策を
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特集＝初学者に語る労働問題

西浦昭雄

ケニアの労使関係

澤田康幸
梅崎修

石田光男・樋口純平著『人事制度の日米比較』

村杉靖男
久谷與四郎

【論文（投稿）】

介護期の退職と介護休業――連続休暇の必要性と退職の規定要因

【書評】

池田心豪

中村二朗・内藤久裕・神林龍・川口大司・町北朋洋著『日本の外国人労働力』

【論文 Today】

「自然災害は地域労働市場にどのような影響を与えるのか？
――フロリダ州におけるハリケーンの影響」
鈴木俊光

【フィールド・アイ】

●マクロ経済環境と労働問題
１９９０年代以降の労働市場と失業率の上昇
照山博司
雇用調整
太田聰一
社会的排除―ワーキングプアを中心に
岩田正美
大学の就職支援・キャリア形成支援
上西充子
●労働政策
賃金カーブと生産性
児玉直美・小滝一彦
最低賃金引き上げのインパクト
安部由起子
●制度的環境（法、規制、監督）
ヒマからクビへ―法と経済の視点から解雇を考える
神林龍
労働者とは誰のことか
大内伸哉・内藤忍
労働時間
荒木尚志
労働基準監督署は何をするところか
小畑史子
●内部労働市場
雇用区分の多様化
今野浩一郎
パートタイマーの基幹労働力化
本田一成
派遣のメリット・デメリット
島貫智行
日本企業のコア人材のキャリア形成
金井壽宏
均等処遇と女性人材の活用
大内章子
日本企業のリストラと心理的契約
服部泰宏
社員格付制度の変容
平野光俊

●労使関係
労働組合の役割――組織率の向上について
「春闘」の意味と役割、今後の課題

4
【エッセイ】

社会保障改革の重点課題とするには︑
生活保護改革を社会保障改革の土台と
して論じはじめなければならない﹂と
論じている︒
今考えるべきことは︑適用拡大され
た雇用保険制度と︑職業訓練受講を前
提とする求職者支援制度と︑さまざま
な生活訓練やセラピーなど自立支援を
伴った生活保護制度を組み合わせなが
ら︑誰も落ちこぼれることのない切れ
目のないセーフティネットを構築する
ことである︒その際には︑行政窓口を
どのように設計するかという問題も併
せて検討する必要があるだろう︒こう
いった制度設計には︑諸外国の経験が
参考になる︒
労働政策研究・研修機構においては︑
本稿で取り上げた三分野の全体にわ
たって︑イギリス︑フランス︑ドイツ
といった先進諸国の制度とその実態を
調 査 し︑
﹃諸外国における失業扶助制
度﹄として発表することとしている︒
今後政労使その他の関係者が制度の在
り方を検討して行くに当たり︑参考に
されることが期待される︒

︿プロフィール﹀
はまぐち・けいいちろう／ ＪＩＬ
ＰＴ労使関係・労使コミュニケー
ション部門統括研究員︒
一九八三年労働省入省︑ＥＵ日本
政府代表部︑東京大学客員教授︑
政策研究大学院大学教授を経て︑
現職︒主著作に﹁労働法政策﹂︵ミ
ネルヴァ書房︶
︑
﹁新しい労働社
会﹂︵岩波新書︶など︒
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