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接の練習や履歴書作成の訓練

ェイ期間内の求職活動で就職

の就労， 環境保護団体での

などからなる個人アドバイザ

期間として位置付いている。

き出すかが重視されており，

などを貸し出す。さらにこの

なども受ける。

が決まらなかった者は， 補

就労， フルタイムの教育・

ーのカウンセリング・

このゲートウェイでは，

参加者の必要に応じて，

ゲートウェイ期間内に，

助金付き就労， ボラ

訓練，この四つ選択

のうち一つを選

ール参加者がニ

受け入れた企業

れる。ボランテ

である。四番

（ ）」，「ニ

択するオプション課程に進む

ューディール参加企業で労働

には週 ポンドの補助金と，

ィア団体，環境保護団体での

目の選択 であるフルタイ

ューメラシー（ ）」レ

。補助金付き就労とは，最長

経験を積む選択 であり，ニ

参加者一人あたり ポンド

就労も最長半年続き，就労経

ムの教育・訓練とは，各種

ベルの基本技能獲得や，

半年続き，ニューディ

ューディール参加者を

の訓練補助金が支給さ

験を積むための選択

学校で「リテラシー

（

（ ）



でも就労が

に進むことに

ブレア政権によ

）と呼ばれる職業資格取得を

決まらなかった者にはゲート

なる。

る若年雇用政策の展開（伊藤）

目的とした選択 である。さ

ウェイと同内容の，フォロー

らにこのオプション課程

スルー（ ）

図表１ ニュ

総参加者
男性
女性

出所 （
その他とは，そ

ーディールの実績

補助金
なし就労 総オプショ

ン参加者
補
付

） より作図。
の他の社会保障制度や訓練制度に移行した者

オプション課程

助金
き就労

教育・訓練
ボランテ
ィア団体

。

単位 千

その他

環境保
護団体

不明者 その他

このような

図表１より次

となっており

万人となっ

んだ。このオ

団体での就労

万人がフルタ

内容で行われているニューデ

のようになっている。 年

，そのうちゲートウェイ期間

ている。そして約 万人がゲ

プション課程の内訳は，補助

がそれぞれ約７万人となり，

イム教育・訓練課程を履修し

ィールであるが，実施から

３月の時点でゲートウェイ

内で就業が決まり補助金な

ートウェイ中に就労が決ま

金付き就労に約６万人，ボ

そしてオプション課程に進

た。ただしこのニューディ

７年目に入り，その実績は

を終了した者は，約 万人

し就労へ移行した者は，約

らず，オプション課程に進

ランティア団体，環境保護

んだ者の約 ％に当たる

ールは，参加者の約 ％に

相当する約

相は，不明者

表しているの

ニューディ

くの若年者が

かし，このニ

の「エンプロ

万人が不明者となっており，

区分の約半数が何らかの形で

ではないと議会に対して報告

ールはこのような実績を示し

就業へと転化し，ここ数十年

ューディールを通して，若年

イアビリティ」や技能を獲得

大きな問題となっている。

就労しており，ニューディ

している
）
。

ており，ブレア政権はこの

で最も低い若年失業率を記

失業者がどのような雇用先

したのかが問題となる。

この事態に対して担当閣外

ールが失敗していることを

ニューディールによって多

録したと自賛している。し

に就業し，どのような水準

このニュー

のかという問

宮本太郎（

の改革として

民主主義勢力

が，それまで

ライフチャン

ディールを通してどの程度の

題は，ブレア政権全体の評価

）はこのニューディールを

理解し，「「第三の道」におけ

がレジームシフトを目指して

の保守党政権とは異なり，人

スを拡大し，その能力を高め

「エンプロイアビリティ」

とも関わって現在議論され

，スウェーデンで実施されて

るワークフェア論は，自由

」実施している政策である

的資本への投資を重視し，

る「社会的投資戦略」への

や技能形成がなされている

ている点である。例えば，

いる「ワークフェア」型

主義レジームのなかの社会

とした
）
。これはブレア政権

職業教育を重視し，市民の

方向性へと転換したことを

その内容とし

しかし，ニ

を拡大し，安

の最低限の

ある。例え

ている。

ューディールのもとで実施さ

定的な雇用が得られるような

「リテラシー」，「ニューメラシ

ばこのニューディールを審

）において，ニューディ

れている教育・訓練の内容

技能を付与するのではなく

ー」や最低限の職業資格が

議する教育・雇用委員会

ール参加者の約 ％が「リテ

は，市民のライフチャンス

，労働市場へ参入するため

その主流を占めているので

（

ラシー」，「ニューメラシ

（ ）



ー」の基本技能

資格をみると，

ース参加者のわ

立命館経済

に問題を抱えており，この問

フルタイム教育・訓練コース

ずか ％以下であり，半数以

学（第 巻・第３号）

題への対応の必要性が指摘さ

において，目的とした資格が

上が途中でドロップアウトし

れている
）
。さらに職業

取得できる者はこのコ

ている
）
。さらに職業資

格取得率向上の

で育成される労

のである。

また，このニ

は 週間続いた

週間を超えた雇

て，若年失業者

ための具体的な方策は何ら議

働能力とは，労働市場へ参入

ューディールを通して，若年

雇用を「継続的な雇用（

用の継続性については統計が

が 週間を超え，安定的な雇

論されていない。このように

するために最低限の基本技能

失業者が就業する雇用の内容

）」として発

存在していない。それゆえ，

用先に就業できているかどう

ニューディールのもと

を中心に行われている

であるが，ブレア政権

表しているのみで，

ニューディールを通し

か確かめることは非常

に困難である。

いて，若年失業

してニューディ

ーディールを通

から
）
，ニューデ

思われる。

このようにニ

広げるようなも

しかし，

者がニューディールによって

ールに再流入していることを

して就業した者の約 ％が，

ィールによる就業先は，低技

ューディールは，若年失業者

のではなく，「リテラシー」，

（ ）は，統計的手法

長期失業者区分から流出して

明らかにした。また，バーミ

週給 ポンド以下の低賃金

能，低賃金を特徴とした不安

に安定的な雇用を準備し，市

「ニューメラシー」を中心と

によるモデル分析を用

も，再び短期失業者と

ンガムにおいて，ニュ

職に就業していること

定雇用が中心であると

民のライフチャンスを

した最低限の基本技能

を付与し，低技

り出す機能を果

「回転ドア」状

やめるのではな

たない若年者に

雇用主に対して

解は，継続的で

能，低賃金で，短期的に就労

たしている。 （ ）に

態におかれた若年失業者が，

いかとの指摘を受けた担当

とって，労働経験は就労への

アピールするものとなり，次

ない雇用でも，若年者に対し

と失業を繰り返す不安定雇用

おいて，短期的な就労と失業

ニューディールに幻滅し，積

閣外相は次のように答えてい

自信と能力を形作る。そして

の職を得る可能性を押し広げ

て価値があるというものであ

層として労働市場に送

を繰り返す，いわゆる

極的な求職活動をとり

る，「継続的な雇用を持

その労働経験は，次の

る。それゆえ政府の見

る
）
」。

確かに，若年

いるであろう。

の獲得だけでは

用に縛り付けら

状で最も労働力

院などの高等教

ニューディー

失業者の一定数は，労働経験

しかし，労働市場における二

，いわゆる「アンダーエンプ

れ短期的な就労と失業を長期

不足が指摘されている 技

育機関を卒業する人材で供給

ルが実施される以前は，就労

を通して技能を向上させ，安

極化の進展を前提にするとき

ロイメント（

間繰り返す層がその主軸にな

能者は，失業者の再訓練など

されることが早くから検討さ

と失業を繰り返すうちに，就

定的な雇用を得る者も

，基本技能と労働経験

）」として，不安定雇

るであろう。現に，現

ではなく，大学や大学

れてきた
）
。

労意欲を喪失し，社会

保障制度の中に

示していたが，

あわせて顕著な

社会保障制度の

として労働市場

この背景には

固定化し，非労働力化する層

年代初頭の不況期には約

動向を示してきた
）
。しかし，

中に固定化されることは，原

への参加が半ば強制されるこ

，保守党政権と同様に，社会

も存在してきた。男性の就業

％まで低下するなど，労働

ブレア政権のニューディール

則的に不可能となり，「アン

とになった。

保障制度に固定化された人々

率は 年に ％強を

市場の分極化の進展に

により，失業者として

ダーエンプロイメント」

を「依存の文化」にと

（ ）



らわれた階層

的に競争する

まりそのよう

ブレア政権によ

としてみなす考えがある
）
。さ

企業が，このような社会保障

な「産業負担」をもはや許容

る若年雇用政策の展開（伊藤）

らに，グローバル化を特徴

制度に固定化している人々

できないということも背景

とする現代において，世界

に対するコストの負担，つ

にある。

また，この

極的な位置づ

めに，ニュー

抑えることで

よく知られ

抑制を第一義

常に良好な状

ニューディールは，社会保障

けがブレア政権により与えら

ディールを通して労働供給を

ある。

ているように，ブレア政権の

的な目的にしている。だが，

態を示すと同時に，労働力需

費の削減や「産業負担」の

れている。その位置づけと

増やすことで，賃金下方圧

金融政策は，保守党政権の

現在のイギリス労働市場は

給関係は逼迫した状態にあ

軽減だけではなく，より積

は，安定的な経済成長のた

力を増大させ，賃金上昇を

政策を引き継ぎ，インフレ

，失業率約５％程度と，非

り，賃金上昇圧力が増して

いるはずであ

昇がほとんど

ぎ，マクロ経

つまりニュー

役割も持たさ

雇用政策が

し， （

明確に述べ

る。しかし，これほど良好な

みられないという現状はイギ

済の安定と発展のための手段

ディールは，労働供給を増大

れているのである。

このように賃金抑制としての

）のなかで，担当閣外相は

ている，「長期失業者は，短期

労働市場を誇りながら，こ

リスでも議論となっている

として，ニューディールは

させ，賃金上昇圧力を緩和

側面もあわせ持つのは，非

ニューディールが持つ賃金抑

失業者に比べて，賃金率に対

の好景気においても賃金上
）
。賃金インフレの発生を防

位置付いているのである。

させるための手段としての

常に特異な点である。しか

制の側面を，次のように

する下方圧力をより少な

くしかかけな

奨励すること

ことである。

賃金に対す

の効果により

このことは

もちろん，

い。ニューディールの目的の

であり，こうして長期失業者

ニューディールは短期失業者

る下方圧力の増大をかなり期

年から 年の間に，賃

に換算すると５億ポンド

このニューディールが

一つは，長期失業者が積極

がより短期失業者にちかい

と比べると長期失業者を低

待しうる
）
」。続けて，担当閣外

金上昇の伸びを ％以下に

の効果があったと述べている

の成長にどれほど寄与したか

的に求職活動をするように

行動をとるように奨励する

下させてきた。それゆえ，

相はニューディールなど

押さえ込むことに成功し，

。

については慎重に検討し

なければなら

的とし，社会

もに，他面で

る役割も担っ

ない。しかし，ニューディー

保障制度に固定化している層

は，マクロ的な経済成長のた

ているのである。

．ニュー

ルは，一面では社会保障費

を半ば強制的に労働市場へ

めに，労働供給を増大させ

ディール以外の諸政策

や「産業負担」の軽減を目

「参加・復帰」させるとと

，賃金上昇圧力を緩和させ

このように

そしてこのニ

て非労働力人

ディールの役

の機能を補完

ニューディールは，イギリス

ューディールの二側面の役割

口が労働市場に対してスムー

割が，十全に機能するために

し条件付けている諸政策につ

経済全体に対して，二側面

が十全に機能するためには

スに流入することが条件と

，労働市場への移行をスム

いて論じていきたい。具体

の役割を持たされている。

，失業者が就業者に，そし

なる。最後に，このニュー

ースにし，ニューディール

的に検討される諸政策は，

（ ）



最低賃金制度の

ブレア政権にな

策である。
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再構築や「就労家族タックス

ってから導入された諸政策で

学（第 巻・第３号）

クレジット（

あり，このどれもがブレア政

）」などの，

権を特徴づけている政

ブレア政権の

賃金制度を「復

続けた欧州憲章

目を集めた。

最低賃金制度

また確かに，ブ

労働者に正の効

もとで実施された最低賃金制

活」させたものとして，また

受託によって導入されたとい

は，一般に賃金水準を下支え

レア政権が導入した最低賃金

果を与えているとされている

度の再構築は，メイジャー政

この最低賃金制度は，保守党

う経緯からブレア政権の独自

し，その上昇をもたらす効果

制度は，全労働者の約 ％
）
。しかし，この最低賃金の導

権時に廃止された最低

政権が受け入れを拒み

性を示す政策として注

があるとされており，

にあたる，約 万人の

入は低賃金層の賃金水

準に正の効果を

したのである。

例えば，田口

上昇をもたらし

金制度の導入は

現させた。しか

ートタイマーの

企業負担の回避

もたらしたばかりではなく，

典男（ ）は，最低賃金制

たのと同時に，低賃金層を拡

，表面的には過重な企業負担

し，上述したように，雇用の

増加によって実現されたもの

は，低賃金層の拡大と労働者

パートタイマーなどの不安定

度の導入が，低賃金層に対し

大したとして次のように述

の回避と雇用の増加という相

増加の多くの部分は正規労働

である。また，全国最低賃金

のパートタイマー化によるコ

雇用を積極的に作り出

てわずかな賃金水準の

べている。「全国最低賃

反する二つのことを実

者の増加ではなく，パ

制度導入による過重な

スト削減によって実現

されたものであ

せることには成

を一層進展させ

このようにブ

け，わずかなが

失業状態や社会

て労働市場へ引

る。全国最低賃金制度の導入

功したが，一方では低賃金層

ることになった
）
」。

レア政権のもとで実施された

ら賃金水準を向上させ，同時

保障制度の中に固定化してい

き戻すための需要を作り出し

は低賃金層の賃金低下に歯止

を拡大し労働者のパートタイ

最低賃金制度は，低賃金層の

にその低賃金層の拡大をもた

る人々に対して，低賃金パー

たことを意味している。また

めをかけ雇用を増加さ

マー化 雇用の流動化

賃金下落に歯止めをか

らした。このことは，

トタイマー労働者とし

，その賃金水準を下支

えすることで，

労に対するイン

就労へのイン

を解消し，労

（

は一定額まで

ることになり，

働所得である賃金収入と非

センティブを確保したのであ

センティブを刺激する政策

働市場への参加を促すため

）」が，「家族クレ

働所得に対して税控除を有利

就労へのインセンティブを刺

働所得である社会保障給付

る。

は，他にもあり例えば，「貧困

に， 年から「就労家族

ジット（ ）」に代

に設定することで，より多く

激する制度である
）
。この「就

の間に格差を設け，就

の罠」や「失業の罠」

タックスクレジット

わり導入された。これ

の 働所得が手元に残

労家族タックスクレジ

ット」の導入は

み出したとされ

このようにブ

低賃金パートタ

確かに，「有給

はじめとするこ

，失業者ばかりではなく，特

ている
）
。

レア政権の諸政策は，失業者

イマーなどの不安定就労層と

雇用 社会的参加 完全な市

れらの諸政策は，労働市場か

にシングルマザーの就業率の

や長期的に社会保障制度に固

して，労働市場へ参加させる

民」という構図のもとにおい

ら長期間離れ，また一度も労

変化に多大な効果を生

定化している階層を，

ことを基本としている。

て，ニューディールを

働市場に参入したこと

（ ）



もない階層に

るという側面

期的な就労と

ブレア政権によ

対して，就労経験を積ませ，

を持つ。しかし，労働市場の

失業を繰り返す不安定雇用層

る若年雇用政策の展開（伊藤）

労働規律を身につけさせ，

分極化を前提とするとき，

として「社会的参加」を実

次の就労への可能性を広げ

この構図は，あくまでも短

現し，その範囲内で「完全
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