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「30年後の自分は、どんな仕事に就き、どんな働き方をしているのだろうか。」――就

職活動を終えたメンバーも、これから就職活動が本格化するメンバーも、自分の将来につ

いて考えない日は無い。自分の将来の姿を思い描く時、私たち若者の多くは希望や期待よ

りも不安の方を強く感じてしまう。その不安の根本には、未来が予測不可能であること、

21世紀が世界中を巻き込んでの大変革時代であることがあるのだろう。また、昨今注目さ

れている「働き方改革」に、私たちは違和感を覚えずにはいられない。政府が打ち出す政

策を見ても、「この改革によって、私たちの働き方は本当に良い方向に変わるのだろうか。」

「幸せで後悔のない一生を送れるのだろうか。」と疑問を抱いてしまう。このように、社

会人としての第一歩を今まさに踏み出そうとしている私たちにとって、労働問題は関心を

持ちやすいテーマであった。私たちは、高度経済成長期もバブル期も就職氷河期も体験し

ていない世代ならではの切り口から、現在の労働の在り方を見直すと同時に、労働問題の

解決に新たな方向性を示すこととした。 

まず、30 年後の未来を語る上で外すことのできない、技術革新について考えてみたい。

IoTやビッグデータ、人工知能（AI）などの技術革新による第４次産業革命が産業・就業

構造の急速な変化を引き起こすと予想されている中、これまで必要とされた人的労働力が

不要となり、一部の仕事が機械―主に AI ―に代替されていくことは明白である。つまり、

AIの出現によって、労働の在り方が大きく、かつ速いスピードで変わっていくのである。 

 

 

【図表１：就業構造の変化 

（株式会社野村総合研究所およびオックスフォード大学のデータから、経産省作成）】 
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図表１からわかるように、人間が担う必要性のある仕事の総数は徐々に減っていく。それ

に伴い、人間に求められるスキルは変化していき、１つの企業で同じような仕事をし続け

ることも少なくなっていくはずである。そうした変化に対応すべく、私たちは時代の変化

に敏感になり、その時々で求められるスキルを習得することはもちろん、１つの仕事や企

業に固執しない働き方をせざるを得なくなるだろう。 

30年後と現在とで大きく変わることの１つに、社会構造の変化もある。少子高齢化の進

展と平均寿命・健康寿命の延伸による社会構造の変化は、私たちの働き方に大きな影響を

与えるだろう。日本の人口推移と平均寿命の推移に関しては、以下のような予測がなされ

ている。 

 

【図表２：日本の人口の推移（2013 年度 総務省「人口統計」より）】 

 

 

【図表３：平均寿命の推移（厚生労働省作成）】 
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図表２から分かるように、今から 30年後の 2050年に日本の総人口は１億人を割り込み、

その構成も 14歳以下が 9.7％であるのに対して 65歳以上が 45％という、超少子高齢化の

時代が到来する。図表３からは、30年後の平均寿命が男性 83.55 歳、女性 90.29歳と今よ

り４歳高くなっていることがわかる。平均寿命の延伸（加えて健康寿命の延伸）から、２

つの変化が予想される。１つは高齢者の定義が変わること、もう１つは労働期間が延びる

ことである。今までは、20代前半～60 歳前半の 40年間が一般的な労働期間であり、60代

になると高齢者と定義されていたが、30年後には 70代まで現役で働くことが普通になっ

ているかもしれない。労働期間が 50年になった時、その長い期間を１つの企業に尽くして

終えることが、果たして幸せなのだろうか。また、そうした働き方は、企業・労働者双方

にとって有益なものなのだろうか。それらの問いに対する私たちの答えは「否」である。

１つの仕事や１つの企業に固執せず、自らの意思で職場を変え、色々な人と様々な仕事を

する。それによって自分のスキルや人間的魅力が高められ、人生がより豊かなものになる

と考えたからである。 

今の日本の硬直的で企業主体の働き方では、AIの出現による労働の在り方の変化に対応

できず、近い将来、労働市場は破綻するに違いない。「私たち個人の人生がより豊かにな

る働き方」という観点からも、雇用の流動化を進め、個人が主体性を持って働ける環境づ

くりを進めていくべきであると私たちは考える。 

次に、私たちが思い描く自身のライフプランから、今の労働の在り方を考えてみたい。私

たちが各々考えたライフプランは三者三様で、性別や価値観の違いが如実に表れたものと

なった。「１つの仕事で定年まで勤めるが、子育てや介護には時間を割きたい」「最初は

東京で就職するが、後々は自身の働きたい場所で自営業として挑戦したい」「若いうちに

稼いで 40～50代はゆったりと働き、家族との時間を大事にしたい」等々、バリバリ働い

て”Work”に重きを置きたい期間、子育てや介護といった”Life”をいつ・どれくらい重

視したいのか、という点で違いがあった。つまり、働き方は人の数だけ存在し、画一的に

捉えたり型に当てはめたりできないものなのである。そこで私たちは、「個人が主体とな

って、働き方を選択できること」を理想として掲げることにした。また、「ワーク・ライ

フ・バランス」という、仕事と人生を対置させて両者の調整を図る考え方に対して、仕事

はあくまで子育てや介護、地域活動や趣味という数多ある人間生活のなかの一要素である

とする「ワーク・イン・ライフ」という発想から、現在の働き方を見直していくことにし

た。 

私たちが現行の「働き方改革」に違和感を覚える理由は、改革の方針や政策が私たちの

理想や「ワーク・イン・ライフ」の発想とは真逆のベクトルに進んでいるからなのだろう。

「働き方改革」で主に議論されているのは、長時間労働の是正・同一労働同一賃金化・女

性活躍の推進といった、企業内の労働環境に関する問題ばかりである。これらが解決した

ら、労働問題はすべて解決するのだろうか。いや、違う。数値基準を設けて規制を強化し

労働環境を改善しても、労働者個人の意識が変わらなければ、根本の問題は解決されない。
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また、現行の「働き方改革」は「企業を変えれば労働問題は解決する」という考えで進め

られているように思える。これは、私たちが理想とする「個人が主体の働き方」とは真逆

の、「企業が主体の働き方」を維持しようという意図を感じる。この方針のまま改革が進

んでもその場しのぎの解決にしかならず、労働問題の解決はおろか、私たちが理想とする

働き方はいつまで経っても実現しない気がしてならない。そこで、「個人が働き方を選択

できる環境づくり」への方針転換を図りたい。 

企業に縛られた働き方ではなく自分の意思で選択した働き方ができるようになった場合、

私たちは「自由」を得ることになる。個人主体の働き方をすることで、自分の納得できる

人生を歩めるのであれば、「自由」の代償としての「リスクへの責任」は個人について然

るべきだと、私たちは考えた。リスクとして考えられるのは、転職の失敗や給与の減少な

どである。このリスクを回避するためにも、自分のスキルは自分でマネジメントすべきだ

ろうし、得たスキルを活かせる場所の選択肢も多ければ多いほど良いだろう。個人でスキ

ル習得の費用・機会を確保することが難しい場合もあることや、職場の選択肢の充実は企

業が絡んでくる場合が多いことを考えると、国や企業が、個人の主体性が尊重される環境

づくりを進める必要あるだろう。 

 

社会構造の変化に伴う労働期間の延伸や、AIの出現に伴う労働の在り方の変化に対応し

ながら、私たちは自らの人生を豊かにできる働き方をしていきたい。そのためには、企業

が個人の働き方を規定する雇用の在り方から、個人が自分自身の長い人生に責任を持ちな

がら、主体的働き方を選択する雇用の在り方への変化が不可欠であると、強く主張したい。 

 以下、従来の日本型雇用システムを概観した上で、働き方を選択する主体が個人ではな

く企業になっている要因を分析し、日本の雇用の在り方が抱える課題に対しての提言をす

る。 

 

 

第２章．本論 

第１節．現状分析 

第１項．日本の雇用形態 

 日本の雇用形態には、メンバーシップ型雇用を根幹として、新卒一括採用・終身雇用の

特徴がある。 

 そもそもメンバーシップ型雇用とは、日露戦争から第２次世界大戦時における大企業の

子飼い職人養成のシステムに端を発するシステムであり、日本型雇用とも呼ばれる日本特

有の雇用システムである。この雇用形態は定期採用・定期昇給・退職金を軸とした就社型

システムであり、OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）と相まってその真価を発揮する。

スキルを持たない新卒者を一括採用し、長期安定的な技能訓練によりその企業でのみ活か

せるようなスキルを獲得させることに加え、実績ベースではなく年功序列制の昇給制度を
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取っていることから、この雇用システムの補完性がうかがえる。また、メンバーシップ型

雇用は「就職」ではなく「就社」と呼ばれており、１つの企業に終身雇用される人事配置

がとられる代わりに、職務が無限定かつ解雇に関する制限が厳しい点も、世界的な標準雇

用システムであるジョブ型雇用との違いだと言える。 

 雇用を安定的に創出することができ、教育・技能訓練を受けるほど労働生産性が高まり、

それに応じて賃金も増大していくメンバーシップ型雇用は、戦後のベビーブームで若年の

労働力が大量に供給される社会構造とうまくフィットした。高度経済成長をもたらした要

因の１つとされたこともあって、メンバーシップ型雇用は、日本の雇用システムとして根

付いたのである。 

 しかし近年、バランスのとれた年齢構成、経済成長、産業構造の安定性、企業への信頼

といったメンバーシップ型雇用制度の前提が崩れつつある中で、1990年代の日本経済低迷

期には制度維持が困難になった。原因として考え得る事柄は、少子高齢化による若年労働

力の減少、競争力の向上を意図して成果型賃金制を採用する企業の増加、雇用の流動化を

促すための派遣労働法制の整備である。それらの要因によって、正規・非正規雇用で賃金・

待遇格差が発生していること、職務・勤務地・労働時間が特定されない無限定正社員とい

う待遇から長時間労働が恒常化していることなどは、日本型の雇用システムの歪みだと言

えるだろう。 

 

 

【図表４：メンバーシップ型雇用（自作）】 

 



 8 

第２項. AIの出現が働き方に及ぼす影響 

 オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授等が 2013 年に発表した論文

によると、現在ある 702の職種がコンピューター（以下 AI：人工知能）に取って代わら

れる確率を計算した結果、今後 10〜20 年間でアメリカの総雇用者の約 47％の仕事が自

動化される可能性が高いという結論に達した。 

 また、2015年に発表された株式会社野村総合研究所とマイケル准教授等の共同研究に

よると、日本の国内に存在する 601の職種について AIやロボットに代替される確率を試

算したところ、10〜20 年後には労働人口の約 49％が AI やロボットに代替される可能性

があることが判明したという。仕事が AI に代替された事例として、ゴールドマン・サッ

クスの株取引の自動化がある。2000年のゴールドマン・サックスの N.Y.本社には 600 人

のトレーダーがいたが、2017年現在に残っているトレーダーはたったの２人である。自

動株取引プログラムとそれを運用する 200 人のコンピューターエンジニアが、598 人の

トレーダーの代わりに働いているのである。ゴールドマン・サックスの CFO に就任予定

のマーティ・チャベス氏は、「AIによる仕事の自動化によって働く人が減った結果、１

人あたりの報酬は上昇していて管理職は以前より分配しなければいけない人が減ったこ

とによって、更に高額の報酬を得るようになった」と述べている。 

 「THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TOCOMPUTERISATION?」にも、

「時給が 20 ドル以下の仕事の 83％は AI に代替される可能性が高いが、時給 40 ドル以

上の仕事ではその割合は４％である」と書かれており、低所得者の仕事が AIやロボット

に代替されるのに対し高所得者の仕事は代替されない可能性が高いため、今以上に格差

が広がる恐れもある。 

 

第３項．現行の働き方改革 

 一億総活躍社会の実現に向けた最大の挑戦として「働き方改革」が注目されており、日

本の企業や社会の風潮を変化させようとする動きがある。働き方改革を進めている「働き

方改革実現会議」では、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善、賃金引き上げと労

働生産性の向上、長時間労働の是正、雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材

育成、女性・若者が活躍しやすい環境整備などが議論されている。その中で政府が特に力

を入れて取り組んでいる議題は、同一労働同一賃金、長時間労働規制であろう。 

同一労働同一賃金とは、職務や仕事の内容が同じである労働者に対し、同じ賃金を支払

うべきとする考え方である。厚生労働省の「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」に

おいては、日本における労働者の賃金水準はフルタイム 100に対し、2013年度はパートタ

イム 56.8となっている一方で、フランスをはじめヨーロッパ諸国では７～８割の水準とな

っていると発表している。ヨーロッパでは、性別などの違いを理由とする賃金差別を禁止

する原則が存在していることも影響しているが、日本の労働者の賃金格差は諸外国に比べ

て、非常に大きいことが指摘できる。確かに日本でも、ヨーロッパのように労働基準法３



 9 

条と４条で同じような差別を禁止している。しかし、そもそも日本は欧米とは異なり、職

種別労働市場もなく企業間の賃金格差の違いもある。また、図表５を参照すると、同業種

間でも、年齢や雇用形態によって賃金格差が存在することがわかる。特に、50～59歳にお

ける正規と非正規雇用者の賃金においては、大きな格差があることが分析できる。また、

諸外国が採用している職務給などを導入しようと試みても、市場賃金に合わせて簡単に労

働の価値を決めることは難しい。同一労働同一賃金といっても、そのような賃金体系を簡

単には構築できず、賃金に関する労働問題の根本的な解決になるとは言い難い。 

また長時間労働規制については、労働基準法において、法定労働時間が１日８時間・週

40時間とされているが、労働基準法 36条に基づく労使協定（三六協定）を結ぶことによ

り法定労働時間を超えた残業が可能となっている。近年では、このような働き方が常態化

し、過労死・過労自殺が多発している。図表６を参照すると、ほとんどの男性労働者が 60

時間以上働いていることがわかる。その中でも、子育て期にあるであろう 30歳代男性が他

の年代に比べ高い水準となっていることは、問題視すべきことである。政府は、総量規制

やインターバル規制など、時間に縛られずに業務を遂行できるような規制を設けようとい

う方針を打ち出した。しかし、規制ばかりを強化しても、企業と労働者の意識が変わらな

い限り、隠れ残業が増加するだけである。むしろ、規制を強化することによって業務の効

率が悪くなり、働き方改革が目指すゴールとはかけ離れていく恐れがある。 

確かに、働き方改革では同一労働同一賃金・長時間労働規制について焦点が置かれてい

るが、根本的な問題解決とはならない可能性が高いことが推測できる。そうではなく、個

人のスキル開発や雇用の流動化に重きを置くことで、能力が正しく評価される社会を実現

していくべきではないだろうか。 
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【図表５：「正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差」 

(2016 年度 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より）)】 

 

【図表６：週労働時間 60時間以上の就労者の割合」 

（2013 年度 内閣府「男女共同参画白書 平成 25 年版 」より）】 
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第４項．日本のスキル開発 

１）日本型スキル開発（OJT、OFF-JT） 

現状日本の労働者の能力開発においては、基本的に OJT （企業が主導的に行う、日常の

業務につきながら段階・継続的に行われる職業教育訓練）や OFF-JT（主に企業が通常の業

務を一時的に離れて行う職業教育訓練）などの、企業による画一的な人材育成が重要な役

割を果たしている。以下、平成 27年度の厚生労働省の「能力開発基本調査」のデータを参

照して現状分析を進める。 

 

 

【図表７：開発の責任主体（成 27年度 生労働省「能力開発基本調査」より）】 

 

このデータによると、正社員の約 75％が企業主体の能力開発を受けているという。このよ

うな日本型のスキル開発のデメリットは、労働者の取得したいスキルではなく、「企業の

ためのスキル」開発が行われていることである。特に OJTに関しては、あくまでも企業内

で先輩社員などから企業ごとの慣習やルールを習い指導を受けることによって、１人で問

題なく業務が行えるようにすることを目的に行われているため、自社では役に立っても他

社では全く役に立たないスキルであることが多い。特に、非正規社員に対しての方が社内

重視の教育が多いという。 
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また企業内でのスキル開発は、労働者にとって、能力の向上よりも社内評価や昇給に焦

点をあてたものとなりやすい。厚生労働省の調査によると、正規・非正規ともに処遇に関

連づけることを前提とした能力開発が行われている。 

 

 
【図表８：職業能力評価の活用方法（成 27年度 生労働省「能力開発基本調査」より）】 

 

こういった企業内でのスキル開発は、長期雇用を前提とした日本的雇用慣行の中で根強く

残っている。企業の意向に沿ってスキル開発が進められるため、効率的に労働者を使用す

ることができるという点で企業に大きなメリットがある。しかしながら、スキルアップの

選択肢が企業側に委ねられていることは、労働者にとっては大きなマイナス要素である。

労働者が自発的にスキル開発をしたいと思っても、スキルアップ活動が企業側に評価され

ないリスクが考え得るからである。データからも、自己啓発に問題があると感じた労働者

が多く存在していることが明白であり、仕事や生活の忙しさ、費用的な面に問題点を感じ

ている。 

それに加え、企業による能力開発はすべての労働者に保障された機会というわけでもな

い。平成 27年の厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、重視する教育訓練対象者が

選抜した労働者である場合もあることがわかる。また、企業による能力開発は景気や企業

の経営状態などに左右され、労働者の雇用形態や企業の規模によってスキルアップの機会
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の充実度は大きく異なる。実際、厚生労働省「民間企業教育訓練調査」、旧労働省「能力

開発基本調査」などでは、90 年代のバブル崩壊以降、職業教育訓練の実施率は低下傾向に

ある。また、企業の教育訓練費は職業教育訓練の実施率と同じく、90 年代のバブル崩壊以

降に低下していることが指摘されている。 

私たちは、日本のスキル開発が「企業主体」であるせいで、労働者が自らの可能性を広

げる挑戦が妨げられている現状を、スキル開発の主体や責任を「労働者」に変えることで

解決していきたいと考えている。 

 

２）労働人口減少と AI の導入により今後必要とされるスキル 

我々大学生が労働者として社会に出てキャリアを積んでいるであろう 30年後、日本社会

は「AIの出現」と「人口減少社会・超高齢化社会の中での労働人口の減少」という労働市

場の大きな２つの変化に直面することは必至である。国立社会保障・人口問題研究所の「日

本の将来推計人口」によると、2050年の人口は 9708万人と予測されており、現在の人口

１億 269万人から 500万人程減る計算である。しかも、2050年において高齢者の割合は 40％

を超えるとされており、生産年齢人口が大幅に減ることは確かである。そのような状況の

中、労働者ひとりひとりがスキルを上げることで日本の労働力の質を向上させることは、

今後日本が世界で生き残っていくために必要不可欠なことである。 

 また、AIの出現に関しては、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン、カール・

フレイの研究によって導き出された「今後 10〜20年で、人間の労働の 47％は凡庸 AI によ

って代替される」という予測が有名である。論文の中では、702 の職種についてコンピュ

ーターによって代わられる確率を試算しているが、消える職業としては我々が安易に想像

できるレジ係やホテルの受付係などのサービス業だけではなく、医者や弁護士などの所謂

知識労働者までもが候補としてあげられている。今日まで世界で権威のある職業として知

られてきた医者や弁護士といったものが、コンピューターによるビックデータの分析ツー

ルにより簡単にとって代わられてしまうという衝撃は大きい。このことから考えてみても、

私たちは将来どのような職業が消え、機械ではなく人間にはどんな労働が求められている

のか、想像することは難しい。近い将来、私たち労働者には、社会の労働需要の変化に柔

軟に対応し、必要となったスキルを自ら判断し取得していくことが求められるのだろう。 

 以上２つの大きな変化を考えてみると、今後労働者に求められることは、労働人口が減

少し労働者「個人」の質が重視される社会で、AIにとって代わられない柔軟性や応用性の

高い「能力・スキル」を得ることであるといえる。そのようなスキルを取得するには、個々

の労働者が主体となってスキルアップをしていく必要がある。今後必要とされるスキルと

しては、現在企業主体で行われている語学や計算力といった検定を受けて取れる画一的な

ものではなく、コミュニケーション力やプレゼン力、交渉力といった AIと分断された「人」

が持つ特有の力である。AIに対抗して労働者が取り入れていくスキルを予測することは難

しい上、必要とされるスキルも流動的に変化していくため、「スキルの需要の変化に合わ
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せて必要なスキルを労働者が主体的に選択する」という意味であえて具体的な AI対抗スキ

ルは例示しないが、個人が自ら判断して職業教育訓練を受けるための休暇制度や、資格取

得を支援する制度に対して提言したい。 

 

第５項．日本の雇用の硬直性 

 現在の日本では高度経済成長時代を経て日本型雇用システムが定着しており、欧米のジ

ョブ型雇用に対してメンバーシップ型雇用と言われている。しかし、労働人口の減少や急

激な産業構造の変化など日本型雇用システムの成立当時とは異なる時代背景を持つにも関

わらず、今日の日本の雇用システムは時代の変化に柔軟に対応することなく、未だに長期

雇用を前提とした雇用制度や解雇制度社会保障制度が組まれている。 

 例えば、日本の代表的な雇用政策として、雇用維持に努める企業に直接的な助成金を支

払う雇用調整助成金制度が挙げられる。このような日本的雇用慣行の中では、１つの企業

で長く勤めてこそ人的資本が育まれ、そのような状況に応じて賃金が上昇するという年功

序列の考え方が根付いている。さらに、長期雇用や新卒一括採用などの雇用慣行は、正規

雇用者を内部労働市場に留まらせ、中途採用市場の拡大や整備を阻害している最大の要因

である。 

 こうした現状の雇用システムの中では、労働者にとっての就職は「就社」であり、仕事

を途中で変わることに対してのマイナスイメージの風潮がある。そのため、労働者がスキ

ルアップや自らの可能性を発見するために転職するという選択肢が取りづらいという現状

がある。産業別、年齢、性別、雇用形態別の転職率を見てみると（下記の図表９～11 を参

照）、若干の数値の増減はあるものの、転職が労働者に広まっているとは言えない。特に、

正規雇用者と非正規雇用者の転職割合を比べると、正規雇用者転職割合の方が圧倒的に小

さい。 



 15 

 

 

【図表９：産業別転職率（2015年 総務省「労働力調査」より）】 

 

 

【図表 10：年齢階級別転職率（2015 年 総務省「労働力調査」より）】 
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【図表 11：雇用形態別転職率（2015 年 総務省「労働力調査」より）】 

 

 また、青少年（18～24歳）の転職に対する考え方の国際比較では、2013年の内閣府の調

査において日本の青少年の 31.5％が「転職せずに同じ職場で働きたい」と答えており、「職

場に不満があれば転職する方がよい」と答えたのは 14.2％である。特にイギリスやフラン

ス、ドイツなどの欧州の国々と比較すると転職に対してより消極的な考え方を持っている

といえる。 

 現在の雇用制度では、企業における人員余剰や人員不足の事態に陥った際もその状態を

解決できず非効率な人材配置による経営を余儀なくされることもある。また、採用や失業、

スキル開発において企業は労働者に対して多くの責任を負い、セーフティネット的な役割

を担ってきた。 しかし、現在の厳しい経営環境の中では企業の負担にも限界がある。今後

は、労働者自らが転職やスキルアップの責任を負う代わりに、勤務時間や勤務場所をはじ

めとした働き方を自らの希望に沿って選択する形に変えていくべきである。企業側が求め

られる姿勢としては、労働者の採用方法のあり方について見直すことである。新卒一括採

用だけではなく、年齢によらない中途採用、人事制度、中途採用者にとって不利にならず

能力や経験が正しく判断される仕組みを、整備していかなければならないだろう。 

 

１）日本の解雇制度 

 日本において労働者の転職が進まない理由や雇用が硬直化していることの理由として、

日本の解雇法制が挙げられる。日本の法律による解雇規制の歴史をみてみると、明治時代

の民法では解雇の自由（解雇権）が認められ、戦後に労働基準法が制定された時も修正さ



 17 

れることはなかった。しかし、のちに裁判所の判例の中で権利の濫用を禁止する民法の一

般条項を用いて、「使用者の解雇権は客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と是

認できない場合は権利濫用として無効とする」という解雇権濫用法理が構築された。この

法理が 2003年から法律に取り込まれるようになったわけだが、「解雇法制の存在は、企業

の足かせとなっているだけでなく、労働者の不当な雇用の原因にもなっている」との指摘

もある。１つに、1980 年代の日本企業は解雇制度に頼らずとも、社内での異動や職場内訓

練によって不況を乗り切ることができたが、現在の新技術の発達スピードに社内での異動

や訓練で対処することは難しくなっており、企業が雇用を維持したくてもできない状況に

なりつつある。さらに、企業が成長分野への参入を決めた際、新たな分野で能力を発揮す

ることが困難な労働者を解雇し、その分野で知見や技能を有した労働者を雇う必要が生じ

る。最後に、余剰人員を抱え込むことを避けたい企業は、景気変動の調整弁として有期雇

用の非正規社員の雇用を増やそうとする。このように、解雇法制は雇用問題の主要因の１

つとなっているのである。 

 裁判所が解雇権利の濫用と判断した場合、現在の日本には、解雇無効あるいは雇用継続

という選択肢しかない。しかし、解雇の金銭解決が可能になれば、産業構造の転換を促進

し、授受された金銭が労働者のセーフティネットともなりうるのである。解雇に正当な理

由があるという原則を維持した上で、正当理由が認められなくても使用者が一定の金銭を

支払えば労働契約の解消ができる、という制度を導入している国は、イタリア・ドイツ・

フランス・イギリス・スペインなどヨーロッパに多く、日本はこれらの国々から学べると

ころが多いだろう。 

 

２）トライアル雇用 

「トライアル雇用」とは、公共職業安定所から紹介された特定の求職者を原則３ヶ月の

試用期間を設けて雇用し、企業側と求職者側が相互に適性を判断した後、両者が合意すれ

ば本採用が決まる制度である。企業側は条件を満たせば当該試用期間に労働者１人当たり

につき、月額４万円の奨励金がもらえることとなっている。しかしながら、トライアル雇

用は世間や企業の認知度が低く、労働者にも広まっていない。ここには２つの問題点があ

る。 

 まず１点目として、トライアル雇用ができる労働者が限られている点である。例えば、

45歳以上の労働者に関する条件として、「トライアル雇用開始時に、原則として雇用保険

受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して１年前の日から当該喪失日まで

の間に被保険者であった期間 が６か月以上あった者」という規定がある。これからわかる

ように、トライアル雇用は必ずしもすべての求職者に門戸が開かれた制度ではない。また

企業の応募条件として、 「トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去３年間に

おいて、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること」とあ

り、 ある１つの企業にトライアル雇用できる労働者は限られている。 
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 ２点目としては、トライアル期間と定義してはしているものの、企業にとってトライア

ル雇用をした労働者を解雇しづらい制度である点だ。企業のトライアル雇用への応募条件

の１つに、「 トライアル雇用を開始した日の前日から起算して６か月前の日からトライア

ル雇用を終了した日までの間に、当該トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用

保険被保険者を事業主の都合により解雇等をしたことがない事業主であること」 という規

定があり、労働者に対してある程度の責任をもって処遇を決めなければならない。厚生労

働省の認識として「トライル雇用」を常用雇用への移行を前提としたものとして位置付け

ている点でも、企業に対してできる限り常用雇用へ移行するよう努力を求めている。しか

し逆に言うと、労働者はトライアル雇用をしている企業に採用されることを目的としてこ

の制度を利用しなければならない点で、企業にとっても労働者にとっても、採用面接の延

長線上のものでしかない。採用する・されることを前提としている点で、硬直的な制度で

あるといえる。 

 上記の２つの理由により、現在行われているトライアル雇用は、すべての労働者が自由

に転職を体験できる制度ではなく、自分の視野や可能性を広げるために使える制度設計に

もなっていない。この現行の制度の問題点や課題を踏まえた上で、提言ではすべての労働

者が利用可能かつ真の意味での「お試し」ができる制度を提案する。 

 

 

【図表 12：トライアル雇用事業のイメージ図（厚生労働省「トライアル雇用 資料」より）】 
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【図表 13: トライアル雇用事業の流れ（厚生労働省「トライアル雇用 資料」より）】 

 

３）イタリアの例 

 イタリアにおいては、少子高齢化や景気の悪化など日本と共通の社会状況が背景として

ある。また、 日本と同様にイタリアでも終身雇用の考えが根付いており、労働者の解雇は

企業倒産などの場合を除き、原則禁じられてきた。解雇規制に関しても 、裁判により解雇

の正当性が認められない場合には、解雇が無効となって労働者が元の会社に復職すること

になり、仮に復職が認められた場合は解雇してから復職するまでの賃金を支払わなければ

ならないという、日本と同等に厳しい制度であった。 そのためイタリアでは、一度就職し

た労働者が転職する率が非常に低く労働市場の硬直化を招いていたことに加え、失業率が

非常に高くなり、特に若年層は 40％もの高水準となっていた。イタリアでは、こうした状

況を打開し雇用を流動化させるようと、差別的解雇は禁止した上で、勤続年数に応じた解

雇の金銭解決を導入した。労働者の保護が弱まるという点で反対も多いが、イタリアの例

ではハローワーク機能の強化により新規雇用先を探す労働者の支援を手厚くすること、失

業手当の拡充、労働基準監督署の強化などを通して、労働者の保護を行っている。日本と

似たような雇用環境を持つイタリアにおいて解雇の金銭解決が導入され、それが成功した

ということは、日本においてこの制度を導入する価値があることを示唆していると言える

だろう。 

 

第２節. 私たちの課題設定 

 以上、日本の雇用・働き方を取り巻く環境の現状分析を行ってきたが、現在の日本では

未だに企業・組織主体の日本型雇用慣行が色濃く残っており、企業が労働者の雇用環境を

整備し、労働者は企業にその働き方を委ねている。また近い将来、AI等の台頭により、労

働者に求められるスキルがわかりにくくなることや、新しいスキルを習得していく必要性
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が生じる時代が到来することが予想される。そんな時代において、スキル開発を企業に任

せきりにすることは、労働者の可能性の幅を狭めてしまう恐れがある。さらに、産業構造

や社会構造が変化し平均寿命・健康寿命が延伸する中で、同じような仕事をし続けること

が、その人の生活の保障や人生の満足感に繋がるとは限らなくなっていく。 

 上記のような現状や今後の展開を鑑み、「個人が主体的に働き方を選択できる社会」の実

現に向け、私たちは次の２点に注力していくことが重要だと考えた。１つは、スキル開発

を、企業主体ではなく労働者主体で行える環境をつくること。もう１つは、同一企業のみ

に固執せず労働者が働きたい場所で働けるようにするために、雇用の流動性を高めていく

ことである。以下、その２点に着目した政策提言を行っていく。 

 

 

第３章．提言 

第１節．スキル開発への提言 

 私たちが人材・能力開発において問題視していることは、人材・能力開発が企業主導で

行われていて、労働者の意思が尊重されにくいこと、労働者に能力開発のための機会・時

間が十分に提供されていないことの２点である。そこで私たちは、「ASV（アド・スキル・

バケーション）」を提言する。 

 

【制度概要】 

「ASV」はその名の通り、スキル取得のための休暇で、労働者個人が籍を置く企業に取得

申請をし、企業側はスキル取得のための休暇を認める制度である。具体的には、以下のよ

うな制度設計を提案したい。 

 

①労働者（個人）が、使用者（企業）に「ASV」計画表（身に付けるスキル・取得期間）を

提出し、１か月ごとに経過報告書を提出する。 

②所属企業で働いていない日・期間の給与は国から支給する。 

③「ASV」を取得した社員の給与は最低でも５％上げ、スキル取得後半年間は、試用期間と

してその給与で雇う（もしスキルの効果が認められなければ、半年後に元の給与に戻し

てもよい）。 

④年間で「ASV」を取得した社員の割合が全社員の 10％を超えた企業には、法人税控除の

措置をとる。控除額は、③で払った昇給額分とする。 
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【図表 14：ASV 制度（自作）】 

 

この制度を利用して労働者が取得するスキルは、多岐にわたるだろう。例えば、語学ス

キルや PCスキル、ビジネス検定といった、明確かつ客観的な判断基準があるスキルもあれ

ば、コミュニケーション力や交渉力、プレゼン力、マネジメント力といった明確な判断基

準がないスキルもある。今後 AI活用が進む中でヒトに求められるスキルは、後者のような

ものになっていくだろう。このような能力は、人と接する中で養われるものであり、その

ためには大学の講義やセミナーの受講が望ましい。しかし、今の日本では、「社会人の学

びなおし」はあまり広まっていない。まずは、大学と経団連などが連携し講義・セミナー

の告知を企業に行い、「社会人の学びなおし」という考えを普及させる必要がある。また、

大学で学びなおすとなると授業料の問題が出てくると想定される。これについては、生活

保護基準レベルの人は国が費用を２割負担し、それ以外の人は「ASV」の段階②で国から支

給された給与を費用に充てるといった形で対処していく。 

 

【趣旨】 

「ASV」が導入されることで、仕事に就いてから必要性を感じたスキルを、働きながらで

も習得できる環境が整う。それによって、今までスキル習得に繋がるような教育を受ける

ことができなかった人にも、再起・挑戦の機会を提供できるだろう。また、AIの活用が進

むにつれ労働者に求められるスキルが変わってくると言われている中で、就業しながらで

もスキルを習得できる機会が担保されていることは大きな意味を持つ。労働者自身が時代

の変化に合わせて自らのスキルをマネジメントできる環境づくりが進めば、AIなどに仕事

をとって代わられた場合にも別の仕事への転職がしやすくなり、雇用の流動化を促進する

効果も期待できるだろう。 
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【メリット】 

・個人 

労働者個人のメリットは３点考えられる。まず１点目は、就職後に必要性を感じたスキ

ルを取得する機会と時間が保障される点である。これは、スキル習得のための教育を受け

られなかった人々の再起や挑戦を応援することにも繋がるだろう。２点目は、給与を貰い

ながらスキル習得ができる点である。休んだ分の給与がしっかりもらえるのであれば、労

働者は生活に金銭的不安を感じることなく「ASV」を利用できる。３点目は、転職がしやす

くなる点である。身に付けたスキルで自分の能力を示すことが可能となるため、転職した

いと思った時・転職せざるを得なくなった時に、自分の能力を正当に評価してもらえるだ

ろう。 

以上が、「ASV」導入による個人のメリットである。 

 

・企業 

企業のメリットとしては３点考えられる。まず１点目は、OJT のコストが減少する点で

ある。日本型雇用慣行の中では終身雇用が前提であったため、労働者のスキルもその企業

に特化したものを OJT の形で養成することが当たり前であった。しかし、そうした雇用慣

行が崩れつつある今、企業には OJTをするインセンティブがなくなってきている。「ASV」

は労働者個人が自身のスキル開発に責任を持つ制度であるため、企業側の OJTのコストは

大きく減少すると考えられる。２点目は、スキルを持つ優秀な人材を獲得できる点である。

企業側から施された画一的な OJTとは異なり、「ASV」において労働者は個人ベースでスキ

ルをマネジメントする。そのため、多様かつ高度なスキルを持った人材が育ち、イノベー

ションの可能性も期待できるだろう。３点目は、ローリスク・ハイリターンな制度設計に

なっている点である。労働者が「ASV」を利用することで短期的な労働力不足・収益減少が

考えられるが、労働者の生産性がそのマイナス分を補えるものであれば、企業に損はない。

制度の中では昇給額分の法人税が控除されるが、スキル取得によって労働者の生産性が向

上し、その額以上に収益が出れば、企業にとって大きなプラスになることも考えられる。

以上が、「ASV」導入による企業のメリットである。 

 

第２節．雇用の流動化への提言 

Ａ. プレ転職制度の導入 

【制度概要】     

「プレ転職」とは文字通り、転職に至る前のひとつのステップとしての位置付けであり、

新しい職場でのお試し期間として新しい会社の中で実際に働くことができる制度である。 
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①「プレ転職」の受入企業と労働者はハローワークに登録する。 

②業務内容・受入期間・給与額などの合意形成を、ハローワークを介して行う。 

③「プレ転職」の開始。 

④「プレ転職」期間終了後、企業側の採用意思と労働者側の就職意思が合致すれば、労働 

 者はその企業での採用が決まる。 

 

 

 

【図表 15：プレ転職制度（自作）】 

 

「プレ転職」は就活生が行うインターンのようなもので、期間としては 1 日～３週間程度

で、就職前・就職中・失業中すべての労働者がその対象になる。「プレ転職」中の給与は、

最低賃金を下回らないことを条件として通常の給料の７割以上を、「プレ転職」先の企業

が支払うこととする。また、企業に籍を置いている労働者が「プレ転職」を希望した際は、

企業側はその意思を尊重しなければならないものとする。 

 

【補足】 

私たちが提案する「プレ転職」の特徴は、労働者が働いている会社に籍をおいたまま「プ

レ転職」ができる点である。この、労働者の主体性が担保されている点において、現在厚

生労働省が実施している「トライアル雇用」との差異化を図る。 

  

【趣旨】 

 我々の理想として仕事をしながらも自分の生活を大切にしたい、仕事だけを自己実現の

場にしたくないという考えがある。私たちはこれを労働と生活のバランスを保つ「ワーク・

ライフ・バランス」ではなく、生活の中に労働がある「ワーク・イン・ライフ」と定義づ

けている。このような「ワーク・イン・ライフ」な働き方を阻害する要因として、終身雇
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用や年功序列といった日本型雇用慣行が挙げられる。こうした雇用慣行が、労働者が自分

のライフスタイルに合わせて仕事を変えづらい社会にしているのである。長寿化や少子高

齢化がこれからますます進んでいく中で、将来私たちは現在の労働者よりも長く働くこと

になり、そのライフスタイルも年齢によって大きく変わっていくだろう。だからこそ、雇

用の流動性を高め、企業主体の働き方ではなく労働者が主体となって働き方を選べる社会

の実現が必要なのである。 

また、AI の出現が働き方に与える影響も無視できない。「ASV」と同時に「プレ転職」

を導入し雇用の流動化を高めることで、AI の台頭によって労働市場に生じる変化に、労働

者が瞬時に対応しやすくなる。今まで人がやっていた仕事がコンピューターに取って代わ

られることで、労働者は途中で仕事を変えることを余儀なくされる。そのような状況に際

して、労働者が新しい職場を主体的に探す機会として「プレ転職」を位置づけたい。この

制度を、第１節で挙げた「ASV」でのスキル開発とともに導入することによって、労働者が

より多くの選択肢を持って、AIとは差異化された新しい労働分野に移ることができると考

える。私たちは労働者の仕事の変更を消極的なものではなく、労働者自らのライフスタイ

ルや労働市場の需要の変化に対して柔軟に対応し、労働者・雇用者ともにメリットがある

行為であると考えている。今後、ライフスタイルの変容や AIの出現によってますます雇用

の流動性が求められる中で、労働者の転職活動を支援する制度は必要不可欠で、「プレ転

職」は企業・労働者ともにメリットの制度であると考えられる。 

 

【メリット】 

・個人 

労働者個人にとってのメリットは２点考えられる。１点目は、労働者が主体となって仕

事を吟味できる点である。今の日本社会において、所属する企業に対してなんらかの不満

を感じた際、その仕事をやめるという選択肢をとることは労働者にとってリスクのある行

動である。しかし、転職を決断する前に「プレ転職」の機会が与えられることによって、

転職先が自分に合っているかどうかを見極めることが可能になる。それによって、企業主

体の面接による中途採用ではなく、労働者主体の転職が実現できる。２点目は、「プレ転

職」がセカンドオピニオンを得る機会となる点である。「プレ転職」は転職サポートとし

ての利用価値に加えて、他企業への体験入社という利用価値もある。現在日本では、長く

同じ企業に勤めているせいで他の企業との比較対象がない上、自らのスキルを客観的に判

断してもらう機会が少ないことが問題視されている。しかし、「プレ転職」を利用して他

企業で就業体験をすることによって、自らの能力の再評価や現在働いている企業の適性評

価が可能となる。労働者が自らのスキル不足を実感した際には主体性を持ってスキルを上

げるきっかけとなり、受け入れ先の企業で既属企業よりも優遇された場合には転職の機会

にもなりうる。以上、２点が「プレ転職」導入による個人のメリットである。 
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・企業 

企業にとってのメリットは２点考えられる。１点目に、ミスマッチのリスクが減らせる

点である。現在の転職者の採用事情として、中途採用者は多くの場合１回の面接で採用・

不採用が決まることが多く、新卒採用の時と比べて採用にコストや時間がかけられていな

い。そのために、転職者の能力が適切に判断されず、面接では測ることのできない転職者

の資質を見逃してしまう上に、転職者にとっても企業とのマッチングがうまくいかない例

がある。面接だけでは判断しきれない資質の部分まで見極めた上で採用を決めることがで

きる「プレ転職」は、ミスマッチのリスクを減らせる点で有効な採用活動になる。２点目

に、イノベーションなどの可能性が広がる点である。多様な視点・スキル・専門分野を持

った労働者の交流が促進されることにより、労働者の多角的視点が養われたり、新たな事

業や商品・サービスが創出されたりと、雇用が硬直化した現在よりもイノベーションが起

きやすくなると考えられる。以上２点が、「プレ転職」導入による企業のメリットである。 

 

Ｂ. 雇用流動化解雇法制 

雇用の流動化を高めるもう１つの方策として、「雇用流動化解雇法制」を提言する。解

雇の金銭解決についてはこれまで賛否両論あり、またその内容・基準を巡っての議論もあ

るが、思い切って導入することを提案する。 

 

【制度概要】 

 正当な理由のない解雇に関して金銭解決を行う仕組みを法律に明記し、下記条件のもと

運用していく。 

 

①労働契約法第 16条にある労働者の地位確認請求に加え、復職希望以外の労働者の新たな

選択肢として明記する。 

②解雇が無効とされた際、労働者が職場復帰を希望しない場合など事後の支払いに限る。 

③申し立て権者は労働者、使用者両方とする。 

④補償金額は下記の通りとする。 

→大企業の場合、勤続年数１年について賃金の２か月の金額を支払う(最低４か月、最大

24か月)。中小企業の場合、勤続年数１年について賃金の１か月の金額を支払う(最低３

か月、最大９か月)。 

 

【趣旨】 

私たちは、個人が主体となって生き方・働き方を選択する社会づくりの１つの方策とし

て、解雇規制の緩和と解雇の金銭解決という手段を取り、いつまでも同一企業にしがみつ

くことのない働き方を実現したい。現在の日本の雇用政策は、特定の企業における雇用の
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維持を図ることを基本理念とし、雇用調整助成金制度などの制度を導入してきた。また、

使用者の解雇権は、裁判所の判例により「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当

と是認できない場合には、権利濫用として無効とする」という解雇権濫用法理が構築され

ており、現在の労働契約法第 16条に置かれている。これは解雇権の濫用を抑えるためにつ

くられた法律だが、結果として終身雇用慣行を助長し個人主体ではなく企業主体の働き方

を助長しているようにも考えられる。そこで、解雇の際、正当な理由のないものに関して

は金銭解決をする仕組みを法律に明記し、解雇の金銭解決を導入することを提言するに至

った。これによりこれまで硬直的であった雇用の在り方が流動的となり、個人が主体とな

って選択する一助になると考える。 

 

【メリット】 

・個人 

 労働者側のメリットは下記３点が考えられる。１点目に、復職の意思がない労働者にと

っては、金銭による紛争の迅速な解決がなされることで裁判等による負担が減り、次の就

職先への移行が図りやすくなる。２点目に、これまでの和解や判決による金額より高い補

償金額を設定しまたその基準を明示することにより、労働者にとって解雇による不利益や

不明瞭さを軽減させ、新たな選択肢・企業を選んでいくゆとりを与えることになる。2013

年度のデータをみると、解雇にまつわる労働局への相談が裁判まで進み和解等に至ったケ

ースは、４万件中たった 444件という少ない数字が出ている。特に、中小企業など労働組

合のない企業の労働者にとっては、補償基準の明示は不当解雇に対抗できうるものとなり、

労働者全体の利益につながるだろう。３点目に、解雇権濫用法理によって厳しく守られて

きた正社員の枠を今後、大企業が増やすことが見込まれ、正規・非正規の差別的待遇の是

正が期待できる。 

 

・企業 

 企業側のメリットとしては、基準の明確化により人員コスト等の予見可能性が立ち、新

規事業への投資・新しい人材の採用等がしやすくなる点が考えられる。AI等の科学技術の

発展により第 4次産業革命が産業構造を大幅に変えていくと予想される中、これまでの仕

事・事業の中でも利益にならないものが出てきて、新規事業への投資が必要になってくる

ことが考えられる。その際、雇用の金銭解決制度により人員整理を迅速に進められること

は、企業の競争力強化につながる。 
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第４章. 今後考えられる課題 

第１節. ASV導入によって生じる課題 

「ASV」を導入することで生じ得る課題は２点考えられる。 

まず１点目に、昇給の妥当性の判断をする際に生じる問題がある。「ASV」を利用してス

キルを取得した労働者は、少なくとも半年間は以前より高い給与を貰えるが、企業の判断

によってはその後元の給与額に戻されることもある。企業はなるべく安い賃金で労働者を

雇いたいと考えるため、労働者が取得したスキルを正当に評価せず、元の給与額に戻すこ

とが考えられる。昇給の妥当性を判断する主体が給与を支払っている企業である限り、労

働者には不当な評価を受けるリスクがついて回るだろう。２点目に、「ASV」は個人の裁量

に任せた利用方法がとられているため、企業側にマネジメント面でのコストがかかる恐れ

がある。例えば、突発的な労働力不足のため労働者の人員配置を頻繁に変えなければなら

ない、営業目標や収益目標を設定しにくい、といったコストが考えられるだろう。 

 

第２節. プレ転職制度導入によって生じる課題 

「プレ転職」を導入することで生じ得る課題は４点考えられる。 

まず１点目に優秀な人材が流出する可能性があること、２点目に労働者が「プレ転職」

を行っている際は通常よりも労働力が減ること、３点目に企業機密の漏洩リスクがあるこ

と、そして４点目に「プレ転職」中の労働者の給与等の管理が複雑化することである。人

材流出と労働力減少の問題は、多くの企業が積極的に「プレ転職」を行い人材の出入りが

活発化することで解消される。雇用の流動化が進む中で、労働条件や環境等で不備のある

企業は労働者からの人気がなくなり自然と淘汰されていくことが予想されるため、そうな

らないための企業努力が求められる。機密漏洩リスクに関しては、「プレ転職」をする労

働者と企業が誓約書を交わし、労働者に機密遵守を法的に義務づける必要がある。４点目

の、労働者の管理が複雑化することに関しては、「プレ転職」によって主体性が担保され

る代償として、労働者には「プレ転職」期間中の保険料や源泉徴収を自己申告してもらう

こととする。 

 

第３節. 雇用流動化解雇法制導入によって生じる課題 

「雇用流動化解雇法制」を導入することで生じ得る課題は３点考えられる。 

まず１点目に、「金さえ払えば労働者をクビにできる」という風潮が広がり実際にその

ような例が数多く生じることで、本来予想される効果があるどころか、むしろ労働者と企

業の対立が激化しかねない。２点目に、対象となる解雇としてどこまでを想定するかも課

題である。国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇など、通常の解雇と違い、労働基準

法等他の法律によって禁止されている解雇まで含めるのか否かで議論が分かれる。３点目

に、申し立て権者が労働者・企業の双方に与えることにより、結果として労働者の保護が
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弱まるのではないかという懸念である。確かにその懸念が現実のものとなりうるため、解

雇権濫用を抑える方策を併せて用意していく必要がある。 

 

 

第５章. まとめ 

現在日本政府は「働き方改革」において、長時間労働の是正・女性活躍・高度外国人材

の獲得等多岐に渡って、これまでの労働の在り方の見直しに取り組み始めている。そんな

中、まだ働いたことすらない私たちではあるが、現状の働き方改革とは違う視点で、旧来

の労働政策の発想にとらわれず、自分たち自身がこれからどのように働いていきたいか、

生きていきたいかという個人を起点とした新しい労働政策を提言した。 

 急速な人口減少・長寿化による労働期間の延伸・AI出現による産業構造の変容という時

代の大きな変革期の中でこれから働き始める私たちとしては、１つの企業にとらわれるこ

となく、自らの力を伸ばし、主体的に働き方を選択できる人生を歩んでいきたいと考える。

そのために必要なこととして、私たちは、社会人になった後のスキル開発、また１つの企

業に縛られることなく新たな選択をしやすくするための雇用の流動化という２つに重点を

絞った。 

 スキル開発においては、これまでの企業主体での OJT や企業内研修ではなく、個人が自

分で必要なスキルを獲得できるようにするための制度である「アド・スキル・バケーショ

ン（ASV）」を導入する。スキル取得のための休暇で、労働者個人が籍を置く企業に取得申

請をし、企業側はスキル取得のための休暇を認める制度で、労働者個人が、使用者（企業）

に身に付けるスキルや取得期間を提出し、１か月ごとに経過報告書を提出するというしく

みである。個人に対してのインセンティブとしては、ASV 終了後に最低でも半年間の５％

の給与アップを企業に義務付け、また企業に対しては、年間で「ASV」を取得した社員が全

社員の 10％を超えた企業には、給与アップ分の法人税控除の措置をとる。 

 雇用の流動化に対しては、従来議論されてきた解雇法制の規制緩和、解雇の金銭解決の

制度化を進めて流動性を高めていく。さらに私たちは流動性を高めるだけではなく、労使

間の転職や中途採用でのマッチングの精度を向上させることで、労働者・企業双方にとっ

て負担の少ない形を目指す。解雇の金銭解決の制度化はこれまでの斡旋や労働審判による

金額より高い補償基準を明示することになり、個人にとっては１つの企業にしがみつくこ

となく次の仕事を探すきっかけとなり、企業にとっては人員コストの予見可能性が高まり、

今後産業構造の大きな変化が見込まれる中での新規事業への投資が活発になりうる。また、

マッチングの精度向上のために「プレ転職」制度を提言する。これは労働者が既属会社に

籍を置いたまま、新しい会社でインターンのような形で仕事をすることができるもので、

その期間の給与は新しい会社側の負担とはなるものの、事前に労働者がどのようなスキル、

経験、考え方を持ち、企業にどれだけ貢献できる可能性をもつ人材であるかを把握し、よ

り企業にとって有益な人材を確保することが可能になる。 
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 上記のような「働き方改革」を導入することで、既存の企業主体の労働・雇用環境では

なく個人主体の働き方への転換を図っていき、個々人が自身の生き方、働き方を自主的に

選択できるようにしていく。それは、これまでのように労働者のライフプラン作りを企業

にある程度頼ってきた形とは異なり、自分自身の責任の下で人生を生きていくということ

になるが、社会環境が大きく変わり、また寿命が大きく伸びる中、１つの企業に固執して

生きるということは現実的ではなく、労働政策も思い切った転換を進めていくことが必要

である。場当たり的な問題解決ではなく、個人を主体とした働き方「ワーク・イン・ライ

フ」の理念のもとで社会変革を進め、悲観的な未来ではなく、希望ある未来を次代に繋い

でいきたい。 
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