
はじめに

―生活費や進学費用をアルバイトで稼ぐ生

徒に接して

工業高校で教員をしている筆者は、数年前の

授業中に、生徒の生活実態を見直す必要性を

痛感した。現代社会という公民科の科目で、

「派遣切り」について話していると、突然生

徒が立ち上がり、「うちの親父は、解雇され

て家計が苦しいのに酒を飲んで毎日ブラブラ

している。それで、俺がいくらバイトしても

家計の足しにされて消えていく。」と興奮し

て言い出した。筆者は、多くの生徒がアルバ

イトをしていることは知っていたが、遊ぶた

めの費用ぐらいにしか考えておらず、苦しい

家計を助けている生徒がいるとは思わなかっ

た。

そこで、クラス全員に「アルバイトしてい

る人」と問いかけると、3分の2ほどの生徒が

手を挙げた。「それって、遊ぶためだろう？」

と言うと、生徒たちは「何言ってるの、定期

代に検定代に部活代。」「専門学校に入るお

金。二つバイト掛け持ち。」としゃべりはじ

めた。多くの生徒にとっては、アルバイトで

生活費や進学費用を稼ぐことは、当たり前の

ことであるようだ。特に、進学費用は多額で

あるため、親が用意できない場合、奨学金が

支給されるまで入学金をアルバイトで準備し

ている進学希望者は多いと、進路担当の教員

が教えてくれた。

後日、苦労してアルバイトで稼いだ費用で

大学に進学した卒業生が、「先生聞いて。大

学では、周りの子はみんな、親の金で服を買

い、ディズニーランドへ遊びに行くんだよ。

信じられない」と怒っているのを聞いた。こ

うした生徒と接した教員としての経験から、

同じ学校に同じ様な服装で通っている生徒た

ちも、その学費や服装代は、親の負担なのか

生徒自身の負担なのか、そこに貧困の境界線

があると思えてきた。

高校生が、自分の生活費や進学費用をアル

バイトで稼ぎ出さなければならない、「若者

の貧困」の現状とはいかなるものなのか。単

なる個人的な経験的なものに留まらず、統計

から客観的なものとして捉え、その原因を探

る必要性を痛切に感じた。

可視化しはじめた若者の貧困

「若者の貧困」は、欧米諸国では1980年代

終わりから社会問題として受け止められてい

た。背景としては、1980年代のポスト工業化

時代に起きた、情報、金融、サービス業への

産業構造の急激な変化があった。この変化に

伴い、製造業の後退と産業の空洞化が起きて、

若者の失業と貧困をもたらした。このため、

欧米諸国では、1990年代後半には、若者を支

援するための政策を打ち出した（宮本2004）。

例えば、イギリスで誕生したブレア労働党政

権では、「ヤング＝ニューディール」と呼ば

れる本格的な若者支援策が登場した。「ヤン

グ＝ニューディール」の特徴は、パーソナル

アドバイザーによる、個人に配慮した継続的

な支援サービスが行われる点にある（堀2006）。

OECD（2010）は、日本を含むOECD諸国では、

1980年代半ばから2000年代半ばにかけて、

「若者の貧困」リスクが増加していると報告

している。特に、18歳から25歳の若者層では、

相対的貧困に陥るリスクが20年前に比べ、25

ポイント程度増えているとしている。

しかし、日本では「若者の貧困」は2000年代

初めまであまり社会問題として焦点化してこ
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なかった。むしろ、フリーターとよばれる非

正規雇用の若者や、ニート・ひきこもりなど

は、親に依存し甘えた「パラサイト・シング

ル」と見られていた（宮本2002）。もっとも、

この「パラサイト・シングル」という言葉を

生み出した山田昌弘（1999）は、現在では、

パラサイト・シングルについて次のように述

べている。「正社員として自立し、安定した

家庭を築けるにもかかわらず、親と同居し続

ける未婚の若者を｢パラサイト・シングル｣と

位置づけ、社会的に大きな反響を呼びました。

しかし現在では、その性質が大きく変容し、

親と同居しなければ若者の暮らしが成り立た

ない状況が急増しています。平成24年度の

｢国土交通白書」によれば、35歳から39歳ま

での親と同居している未婚者が193万人にま

で達し、同世代の若者の２割近くを

占めている状況です。しかも、彼ら

の非正規雇用および失業率が非常に

高いことが判明しています｣（山田20

14）。つまり、現在、親と同居して

いる若者は、親に甘えているのでは

なく、同居しなくては自分の暮らし

が成り立たないほど生活が苦しいと

いうことである。

また、山田は、同居していた親が

年金生活等で貧困化あるいは死亡し

た場合について、「親に頼ることの

できない若者にとっては、生活の不

安定さがアンダークラス（下層）化

に直結するなど、経済格差という名

の階級社会が到来しかねません。不

安定な暮らしを余儀なくされている

若者たちは、病気や長期失業などの

リスクに常にさらされています。そ

していざ問題が起きれば、たちまち

ネットカフェ難民やホームレス生活

など社会的弱者に転落してしまう。」

と述べている。つまり、親はすぐに

も高齢化して頼れなくなるため、大

勢の若者にネットカフェ難民やホー

ムレス生活に陥る危険が迫っている

のである。

図１および図２は、1985年と2012年の年齢

層別相対的貧困率について、男女別に比較し

たものである。OECDの報告と同じように、15

歳から25歳までの貧困率は、1985年よりも20

12年が 高20ポイント程度、高くなってきて

いる。このように、多くの非正規雇用や無業

の若者たちが、親にも依存できなくなって、

ついにネットカフェ難民やホームレス生活な

どの「若者の貧困」の可視化がはじまり、社

会的な問題として関心が高まってきている。

若者無業者（ニート）やひきこもりなどの

増加

可視化し易い「若者の貧困」としては、無

業者（ニート）やひきこもりがある。
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図１ 1985年と2012年の年齢層別相対的貧困率の比較（男性）

図２ 1985年と2012年の年齢層別相対的貧困率の比較（女性）

出所：阿部彩（2015）「貧困率の長期的動向「国民生活基礎

調査（1985年～2012年）」を用いて」



若者無業者とは、15～34歳の非労働力人口

のうち、家事も通学もしていない者で、ニー

トとも呼ばれている（内閣府2010）。若者無

業者（ニート）の数は、厚生労働省によると、

2002年に大きく増加した後、おおむね横ばい

で推移しており、2012年には63万人である。

15～34歳に占める割合は緩やかに上昇してお

り、201２年は2.3％となっている。年齢階級

別にみると、15～19歳が9万人、20～24歳が1

7万人、25～29歳が18万人、30～34歳が18万

人である（厚生労働省2013）。

一方、ひきこもりとは、「ふだんは家にい

るが，自分の趣味に関する用事の時だけ外出

する」者のことである（内閣府2010）。人数

は、内閣府「若者の意識に関する調査（ひき

こもりに関する実態調査）」によると、「ふ

だんは家にいるが、近所のコンビニなどに出

かける」「自室からは出るが、家からは出な

い」「自室からはほとんど出ない」に該当し

た者（「狭義のひきこもり」）が23.6万人、

「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する

用事の時だけ外出する」（「準ひきこもり」）

が46.0万人、この「狭義のひきこもり」と

「準ひきこもり」を合わせた広義のひきこも

りは69.6万人と推計される（内閣府2010）。

以上のように、若者無業者（ニート）とひ

きこもりの数を合計すると、130万人を超え

る。こうした状況の社会的背景について、内

閣府が設置した「若者の包括的な自立支援方

策に関する検討会」は、「無業の若者の中で

も就業希望を表明していない若者には、比較

的低学歴の者の占める割合が高い。また、い

わゆる「ニート」のうちには、貧困や複雑な

家庭状況等の原因や、不登校など学校での問

題、心身の障害、さらには地域の産業衰退等

本人の意欲とは別の様々な原因による者も存

在すると考えられる」（内閣府2005）と報告

している。それ故、彼らには、就労支援以前

に生活での自立支援が必要である。

「若者の貧困」をもたらす非正規雇用者の

増加

更に問題なのは、可視化し難い状態にある

「若者の貧困」である。つまり、働いて経済

的に自立している様に見えながら、実際には

ギリギリの生活であり、不安定な就労のため

いつ貧困に陥るかもしれない、またはすでに

貧困に陥っている状態の非正規雇用の若者が

急激に増加していることである。では、その

人数や収入の実態はどのようなものであろう

か。

図３は、労働人口における非正規雇用者の

割合の推移である。これによれば、非正規雇

用者の割合は、1990年の20％から2014年には

37％と倍増し、全労働者の4割近くに上って

いる。また、図４の年齢階級別非正規雇用者
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出所：総務省統計局「 近の正規・非正規雇用の特徴」（2015年7月）



　　平均給与
正規雇用者の
平均給与

非正規雇用者の
平均給与

計 ４１５．０万円 ４７７．７万円 １６９．７万円

男 ５１４．４万円 ５３２．３万円 ２２２．０万円

女 ２７２．２万円 ３５９．３万円 １４７．５万円

表１　正規雇用と非正規雇用の１人当たりの平均給与（2013年）

出所：国税庁「民間給与実態統計調査」（2014年）

＜男子＞

20代前半 20代後半 30代前半 30代後半 40代前半 40代後半 50代前半 50代後半

正規雇用 205.9 243.2 282.4 323.9 363.7 411.1 435.8 424.7

非正規雇用 176.9 195.1 214.8 224.0 226.5 231.3 234.1 231.4

＜女子＞

20代前半 20代後半 30代前半 30代後半 40代前半 40代後半 50代前半 50代後半

正規雇用 198.3 226.3 247.1 264.5 277.3 291.0 291.5 285.5

非正規雇用 164.4 181.2 188.6 187.1 184.6 181.7 177.0 173.7

出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2014年）

(単位：千円）

(単位：千円）

表２　正規雇用と非正規雇用の１人当たりの平均給与の年齢別男女別推移（2014年）

の割合を見ると、15歳から24歳の若者の場合、

1990年が20.5％、2000年が40.5％、2014年が

48.6％と増えている。つまり、現在、働く若

者の約半数が、非正規雇用者という不安定な

雇用状態になっている（総務省2015）。

では、働く若者の半数が占める非正規雇用

者の収入はどれほどのものであろうか。

表１は、正規雇用と非正規雇用の１人当た

りの平均給与（2013年）である。これによる

と、非正規雇用者の平均給与は、男性では22

2.0万円、女性では147.5万円、平均すると16

9.7万円（税金社会保険料を含む）になる。

これでは、単身者世帯に支給される生活保護

費（東京都で生活扶助費と住宅扶助費合計で

月約13万円年約156万円）よりも少なく、貧

困生活を余議なくされることになる。まさに、

いわゆる働いても貧困に陥ってしまうワーキ

ング・プアと呼ばれる事態が、働く若者の半

数に蔓延していると推測される。

表２は、正規雇用と非正規雇用の１人当た

りの平均給与の年齢別男女別推移である。こ

れから分かるように、非正規雇用者は、ただ

給与が安いだけではない。働き続けても給与

面において昇給していかないのである。20代

前半と50代前半の給与を比較すれば、男性の

場合、正規雇用者は20代前半の平均給与205.

9万円が50代前半で435.8万円と倍増するが、

非正規雇用者は20代前半の平均給与176.9万

円が50代前半で234.1万円と20％ほどしか上

がらない。女性の場合、正規雇用者でも20代

前半の平均給与198.3万円が50代前半で291.5

万円と50％ほどしか上がらず、非正規雇用者

は20代前半の平均給与164.4万円が50代前半

で177.0万円とほとんど上がらない。これで

は、非正規雇用者は一生年収200万円前後の

ワーキング・プアのままである。

この点、日本の労働市場においては、学卒

新規一括採用が慣例化しているため、高校や

大学からの就職が重要となる。無業で卒業し

たり、また就職してもすぐ離職をするなど

「学校から仕事への移行」に失敗し、非正規

雇用者として働いていると、正規雇用へ移行

したくても困難である。

なぜなら、非正規雇用の仕事は単純作業が

多く、キャリア形成の蓄積が図れないため、

就職活動をしても即戦力の欲しい企業が履歴

書の空欄を見つけると、それだけで採用を控

えるからである。では、自分でキャリア形成

を積むために、自費で再教育や訓練機関に通

うかというと、非正規雇用者にはそのような

経済的時間的余裕が乏しいと思われる。

低賃金のため、ネットカフェや脱法ハ

ウスに泊まり込み、そこさえ派遣切り

のように雇用契約が打ち切られれば、

出ていかなくてならない。住所不定と

なり、面接準備も交通費もないため、

正規雇用に向けた就職活動をすること
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中学卒業 高校卒業中退
大学・専門学
校卒業中退

①未進学者の総数 1.9万人 35.0万人 77.6万人

②就職 0.5万人 18.6万人 56.9万人

③早期離職（3年以内） 0.3万人 7.5万人 19.6万人

④無業・一時的仕事 1.4万人 10.7万人 14.0万人

⑤中途退学 5.7万人 6.7万人

⑥移行困難者数（③④⑤の合計） 1.7万人 23.9万人 40.6万人

困難者の割合（⑥÷①×100） 89% 68% 52%

注）内閣官房「雇用戦略対話」第七回会合資料（2012年3月19日）を筆者が表に直す。

表３　学校から仕事へと移行困難な若者（2010年度）

はできない。

そのため、一度非正規雇用者になると、正

規雇用者へ脱出するのは難しく、実際１年間

で、全非正規雇用者のうち正規雇用者に転換

できる割合は25％にも満たない（2012年度総

務省就業構造基本調査）。それどころか、同

調査では、正規雇用者から非正規雇用者に転

換する割合は40％にのぼるため、結果的に年々

非正規雇用者が増加していることになる。

非正規雇用が長期化すると、低賃金で日々

長時間働いて健康を害したり、企業の都合で

突然解雇されて将来への展望を失い精神的な

ストレスが蓄積されてメンタル面を害するこ

とが多い。正規雇用への脱出どころか、治療

費のため生活保護費の受給が急務となる。

このように、一旦非正規雇用者となると、正

規雇用への転換は難しく、むしろ非正規こよ

うが長期化して、心身を害し働けなく危険に

陥る。従って、「若者の貧困」の要因とは、

非正規雇用者の増加のことであり、この解決

こそが問われている。

「学校から仕事への移行」困難化の実態

若者の非正規雇用者の増加は、｢学校から

仕事への移行｣を困難化している。もっとも、

｢学校から仕事への移行｣困難化は、その全体

像がなかなか把握できなかったが、2012年に

初めて内閣府より統計的な資料が公表された。

それが、表３の「2010年3月卒業生の進学・

就職状況」である。これによると、中卒の場

合、未進学者は1.9万人、うち3年以内の早期

離職0.3万人、無業・一時的仕事1.4万人なの

で、移行困難者は1.7万人となり、未進学者

の約89％にあたる。また、高卒・中退の場合、

未進学者は35万人、うち早期離職7.5万人、

無業・一時的仕事10.7万人、中退5.7万人な

ので、移行困難者は23.9万人となり、未進学

者の約68％にあたる。さらに、大卒・中退の

場合、未進学者は77.6万人、うち早期離職19.

6万人、無業・一時的仕事14万人、中退6.7万

人なので、移行困難者は40.6万人となり、未

進学者の約56％にあたる。つまり、2010年3

月に学校を卒業して仕事への移行に困難を抱

える若者は、合計66.2万人、未進学者約58％

を占めている。

移行困難化の背景①

―中・高卒生への求人数の激減

６割の若者が移行困難者となっている背景

とは何であろうか。第一に考えられるのは、

企業から若者への求人数の減少である。大学

生への求人数は、景気の波にもよるが、大学

生が大企業や職種にこだわらず、中小企業も

含めれば就職可能な一定数が存在している。

しかし、高校生に対しては、製造業など一部

を例外にすれば、激減している。

図５は、高等学校新規学卒者への正規雇用

の求人数の推移（1988～2014年単位千人）で

ある。過去30年間において、高校新規学卒者

への正規雇用者の求人数が 大だったのは、
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注）内閣官房「雇用戦略対話」第七回会合資料（2012年3月19日）を筆者が表に直す。



1992年の約167万8千人であった。これに対し

て、 小は2010年の約17万4千人と、10分の1

に減少している。

バブル崩壊後の不況のため、景気後退期に

求人数が減少したことは理解できる。しかし、

景気が回復した2000年代以降も、20万人台を

推移して、求人数は増えていないのはなぜで

あろうか。考えられるのは、企業が雇用戦力

を見直し、中・高卒レベルの仕事に対しては

非正規雇用者を充て、正規雇用者は大卒中心

にしているということである。

1995年、日本経済団体連合会が発表した

「新時代の『日本的経営』」では、雇用構造

の転換についてその内容がまとめられている。

そこでは、従業員を①従来型の終身雇用が適

用される「長期蓄積能力活用型グループ」

（管理職・総合職等の基幹職）、②有期雇用

で年棒制などの業績給が適用される「高度専

門能力活用型グループ」（企画・営業・研究

開発等の専門職）、③有期雇用で時給制の

「雇用柔軟グループ」（一般職・技能・販売

部門）の三層に分けている。つまり、①と②

は、 先端の産業を支える正規雇用従業員の

層として、大学や大学院を卒業して専門的な

知識や技術などの能力を有する高学歴のエリー

ト層に絞り込んで採用し、③のそれ以外の大

多数の従業員を、中学や高校を卒業した人件

費の安いパート・派遣などの非正規従業員を

採用するという雇用構造に転換するというこ

とである。

このような企業の雇用戦略の転換のため、

1990年代後半以降、たとえ景気が回復しても、

中高生の新卒者への正規雇用従業員の求人数

は減少し続け、中学や高校からの新卒一括就

職は、製造業などの一部例外を除き崩れてし

まった。

移行困難化の背景②

―大学進学の教育費の高負担

企業の雇用戦略の転換から、安定した正規

雇用へ移行するには、大学進学が必要になっ

てきた。そのため、高校生への求人数の減少

に反比例するように、大学進学率が高くなっ

てきた。前述したように、高校新規学卒者へ

の正規雇用者の求人数は、 大であった1992

年の約167万8千人が、2010年には約17万4千

人と、20年間で約10分の1に減少した。しか

し、逆に大学進学率は、1990年に24.6％であっ

たのが、1995年に32.1％、2000年に39.7％、

2005年に44.2％、2009年に50.2％と増加した。

同じ20年間に、大学進学率は２倍になったの

である（2014年度文部科学省「学校基本調査」）。

しかし、大学への進学率も2010年度の54.3

％をピークに、2011年度53.9％、2012年度53.

5％、2013年度53.2％と減少する

傾向にある。少子化で入学定員を

満たさない大学が増えており、学

力的に低くても、希望すればどこ

かの大学には入学できる状況にも

かかわらす、なぜ停滞・減少する

のであろうか。

この原因は、大学生活にかかる

学費などの高額な費用負担にある

と思われる。独立行政法人学生支

援機構の「平成24年度学生生活調

査結果」によると、学生生活費の

平均は、国立大学生で学費673,70

0円、生活費890,200円、合計1,56

3,900円、私立大学生で学費1,319,
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図５ 高等学校新規学卒者の正規雇用者への求人数の推移
（1988～2014年単位千人）



700円、生活費657,500円、合計1,977,200円

となる。つまり、平均的な大学生で、1年間

の学生生活費は約150万円～200万円はかかる

と考えられる。この額は、大学生のいる世帯

にとって、どれほどの負担となるのであろう

か。

厚生労働省の「平成25年国民生活基礎調査

の概況」によると、１世帯あたり平均所得金

額は、児童のいる世帯で673.2万円（2012年

度）である。もっとも、これから税金や社会

保険料を差し引くと、実際に使える金額は50

0万円代中ごろと推測できる。すると、大学

生が1人いると、世帯所得の約3分の１が大学

生に消費され、残り300万円代で残りの家族

が生活することになる。この額は、非課税の

世帯所得に近く、生活は困窮すると思われ、

さらに、大学生が2人いると、残りの家族は2

00万円以下の所得で生活することになる。

このように、大学進学は、高校生を抱える

世帯にとって大きな経済的負担となることは

明らかである。大学進学に関する経済力の格

差に関する研究としては、小林雅之（東京大

学）の「高等教育機関への進学時の家計負担

に関する調査研究報告書」（平成26年3月31

日）がある。この報告書は、「特に私立大学

進学率は、400万円以下の低所得層では23.2

％に対して、1,000万円以上の高所得層では、

49.2％と2倍以上の格差があった。」と指摘

している。

高負担化する進学費用に対しては、日本学

生支援機構などの奨学金が存在している。す

でに、2012年度で52.5％の大学生が日本学生

支援機構の奨学金制度を利用している（日本

学生支援機構2013）。しかし、日本学生支援

機構の奨学金制度は有利子の割合が多く、卒

業後の数百万円にのぼるこの教育ローンへの

返済が、社会問題化している。

日本学生支援機構によれば、2010年度末で

3ヶ月以上の返済滞納者は20万人、延滞債権

額は2660億円となっている。滞納者には、年

利10％の延滞金がつき、延滞金の返済後に利

息元本の返済がはじまるため、返済額が膨れ

上って、ますます返済困難になる悪循環に陥っ

ている。

終わりに

以上、統計資料を中心として「若者の貧困」

の現状と原因を検討し、次のようなことが分

かった。15歳から25歳までの相対的貧困率が

1985年から2012年の27年間で約20ポイント高

くなっており、若者の貧困は深刻化している。

これは、「学校から仕事への移行」が困難な

若者が、約6割近く存在し、正規雇用者の半

分以下の約170万円しか収入がない非正規雇

用者が、若者の半数を占めるためと思われる。

高卒求人数が20年間で10分の1の激減したこ

とや、大学進学費用が年間約200万円に増え

ているということが、「学校から仕事への移

行」困難化の背景に存在する。

よって、「若者の貧困」を解決するには、

若者の非正規雇用を減らせるように、「学校

から仕事への移行」をスムーズにすることが

必要である。政府が取り組んでいる若者支援

策も、この点で具体化されなければならない。

果たして、そのようになっているか検討する

ことが、今後の課題である。
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