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デンマーク王国大使館 

上席政治経済担当官 寺田和弘 

なぜデンマークは世界一幸福な国になったのか 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 



Title written in 
CAPITAL letters,  

broken into  
2 lines, if it fits 

with the length of 
the words 

Cover this area  

with photo:  

Proportions are  

approx 2*1 

(24,46 * 11,65 cm) 

Fixed text  
margin 

Minimum clear 
margin for text 
 

Japan Denmark 

人口 1億2,680 万人 571 万人 

国土面積 37万7,944 km² 
4万3,098 km² 

グリーンランド 217万 km² 

人口密度 336 人/km² 131 人/km² 

GDP 4兆6,028億 US$ 3,424億 US$ 

1人当たりGDP 32,481 US$ 51,424 US$ 

国会・投票率 二院制・52.66％ 一院制・85.8％ 

幸福度* 53 位 1 位 

繁栄度** 19 位 2 位 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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* World Happiness Report ranking in 2016 

* * Legatum Institute/Prosperity Index 

統計にデンマークの自治領は含まない。 
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Japan Denmark 

所得税 
5-45% 

（平均10％以下） 
8-57%* 

（平均35-48％） 

法人税 29.97%** 22% 

消費税（付加価値税） 8% 25% 

健康・介護保険料 11.54 %*** -* 

年金保険料 
16,260円（国民年金） 
17.828%（厚生年金） 

-**** 

税収（GDP比） 54兆円（10%） 12.5兆円（30%） 

税と社会保険 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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* 所得税に地方税、保健税などを含む。 

** 2016年度からの実効税率。 

*** 東京都の料率。 

**** 企業独自年金の積立料を含まない。多くの場合独自年金にも加入し、

積立金を払っている。 
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 子育て  

  市は希望する子どもを全て保育園に受け入れる義務。 

   

 

    

                         

 教育  

  大学院まで無料。 
  18歳以降、学生全員に月額10万円弱の給付金支給。 

 医療（財源＝税）  

  訪問看護なども無料。付き添い介護する家族の所得保障あり。 
  かかりつけ医→病院 

 介護（財源＝税）   

  市は希望者全員にサービス提供の義務。基本的サービスは無料。     
  65歳以上人口100人に対する介護職の人数9.4人（日本5.5人） 

 年金 

  65歳以上の全ての国民が基礎年金を受給できる（財源＝税）。 
  4年連続世界ランキング１位（日本23位） 

 *メルボルンマーサーグローバル年金指数ランキング2015 

子ども関連施策 政府支出額 

日本 デンマーク 

14,392円 95,454円 

 *国民1人当たり／年 

子ども手当（月額・子ども1人あたり）  

0-2歳  約26,000円 

3-6歳  約21,000円 

7-14歳  約16,000円 

15-17歳  約16,000円 
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UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 

ケアつき住宅におけるQOL 
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必要な人に届く社会・福祉支出 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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下位20%に支払われる割合 上位20%に支払われる割合 

 

 Social Expenditure Update (OECD, November 2014) 
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一人親世帯でも低い貧困率 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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FLEXICURITY フレクシキュリティ 
 

FLEXIBILITY       SECURITY  

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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積極的な労働市場政策 

 失業手当（従前給与によるが最大

90%を2年間） 

 就職のための教育訓練が充実 

企業にとって解雇が容易 

 不公正解雇は厳格に規制 

 事業縮小など経済的理由による解雇

は自由 

 労働者は失業中に医療や年金の保険

料を払う必要がない 

 退職金への軽減課税がない 

 平均4年に一度転職 

 

最もビジネスがしやすい国 
（フォーブス、2015年） 
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GOOD WORK LIFE BALANCE 
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 同一価値同労働同一賃金 

 年間5週間の有給休暇（100%消化） 

 週37時間労働 

 最低賃金110クローネ＝2,200円 

 産休 母親18週間、パートナー2週間 

 育休 32週間を2人でシェア 

 （産休・育休は国会議員も有給で取得可） 

 企業の取締役の1/3以上は従業員の代表 

 副業や仕事以外への活動への理解 

 生涯学習 
30歳以上 
通学率 

JP DK 

1.6% 6.0% 
PIAAC 2012, OECD 
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家事分担割合* JP DK 

♂：♀ 2 : 8 4 : 6 

GENDER EQUALITY 

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK 
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管理職割合** JP DK 

♀ 11 ％ 28 ％ 

賃金格差*** JP DK 

♀ / ♂ 73 ％ 92 ％ 

**** 各種統計よりデンマーク大使館にて算出。15歳以上の国民 

労働市場 
参加率**** 

JP DK 

♂ ♀ 70% 50% 82％ 75％ 

* Family and Changing Gender Roles, VI, ISSP, 2012   

** Women in Business and Management, ILO, 2014 

*** Gender wage gap, OECD, 2014 

“Japanese women and work: Holding back half the nation” The 

Economist, Mar 29th 2014  

 1969年 再婚禁止期間を廃止 
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SOCIAL INCLUSION 
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 1989年 同性登録パートナーシップを法制化 

 2014年 性別変更の条件を撤廃し自由に 

 学校 少ないテスト、自分の意見を重視 

 刑務所 再犯率27％（日本42％） 

 風力発電による電力が42％ 地元住民が風力発

電設備の20％超の所有権を保有する権利 

 幹線道路はほぼ100％自転車専用レーンを完備 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib5cayhJrMAhWBBiwKHXUGCSEQjRwIBw&url=https://eile.ie/2014/08/13/denmark-celebrates-25-years-of-marriage-equality-with-equal-love-photography-exhibition/&psig=AFQjCNHhszeBbYVT9_UkuYbmfaNlXZ8mpg&ust=1461132316416918

