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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 4月 22日（水） 18:30～19:19 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     張     富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  舛 添   要 一   厚生労働大臣 

 

山 口   廣 秀   日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

安心実現集中審議：その１ 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○安心社会にむけて（総論）（有識者議員提出資料） 

○経済危機対策における格差是正策等について（与謝野議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○（別紙）所得格差の現状について（有識者議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

まず初めに、総理から御発言をいただきます。 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第 11回） 
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（麻生議長） 前々から申し上げておりましたように、安心実現についての集中審議

を今日から開始させていただきたいと存じます。 

これまで日本は、安心な社会とか、平等な社会とか言われてきておりますけれど

も、近年、それがほころんできているということがいろいろと指摘が出されており

ます。したがいまして、この会議におきましては、客観的なデータに基づきまして、

問題点を把握・分析した上で、適切な手立てを講じたいと思っておりますので、是

非、率直な御議論をよろしくお願い申し上げたいと存じます。 

 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） それでは、本日は安心実現集中審議の第１回でして、舛添臨時議員

にも御参加をいただいております。格差の実態や今後の検討性の方向性について、

御議論をいただきます。 

初めに、吉川議員よりお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、お手元に資料「安心社会に向けて（総論）」がございます。

これを説明させていただきます。 

まず「１．基本的な考え方～安心あっての活力～」とありますが、バブル崩壊後、

御承知のとおり、日本経済は長期停滞を経験したわけでありますが、そうした長期

停滞から回復する局面では、規制緩和を始め、市場機能の活用を通じて、「努力と

挑戦」といったものを喚起してきた。言わば「活力あっての安心」という考え方で

あったと考えております。この「活力あっての安心」という考え方は、どこも間違

っていない、自然なものだと、私どもは考えております。 

ちょうど今から 20年前ですが、1989年、当時日本はバブル経済の時代で、皆様

方御承知のとおり、米国経済が大変苦しい状態にあったわけであります。その 1989

年にＭＩＴ、マサチューセッツ工科大学ですが、危機の状況にあるアメリカ経済を

どのように再建するかという問題意識で『Made in America』というタイトルの報

告書を作り、本としても出版されました。 

この有名な『Made in America』という本の書き出しは、非常にわかりやすいの

ですが「To live well, a nation must produce well.」。文字どおりに訳せば、人々

が豊かな生活を享受するためには、一国はしっかりと、ものづくりをしなければい

けない。もう少し意訳すれば、経済がしっかりとしていなければいけない。 

これは「活力あっての安心」ということかと思いますが、こうした考え方は今、

申しましたとおり、経済がしっかりしていなければ、安心というものも確保されな

いということを言っているものだと思いますし、繰り返しになりますが、私どもは

こうした考え方が間違っているとは考えておりません。 

ただ、これは言わばコインの一面であって、もう一つの面があるだろう。これが

「安心あっての活力」ということであります。現在、世界経済の大きな転換ととも

に、種々の要因を背景として、いわゆる不安心理や閉塞感、あるいは格差感が拡大

しており、「努力と挑戦」への意欲の萎縮、社会における安定性・一体性へのほこ



 
平成 21年第 11回 議事録 

 

 3 

ろびなどが懸念されていますが、こうした時期にあっては、コインのもう一つの面

である「安心あっての活力」ということも考えなければいけない。これが私どもの

主張であります。 

そこで安心ということに関わる問題として、近年、所得格差あるいはさまざまな

意味での格差ということが言われていますが、先ほど総理からも、こうした問題を

考えるためには、まず事実をきちんと押さえなければいけないという御指示をいた

だきました。私どもも全く同じ考えです。何事でもそうですが、まずは事実をしっ

かりと押さえるということが出発点であるべきだと考えておりますので、お手元の

別紙「所得格差の現状について」ということで、まずは事実確認を行いました。大

きなＡ３の別紙の方をご覧いただければと思います。 

右下にページ数が振ってありますが、１ページ目。所得格差でありますが、これ

は御承知のとおり、ジニ係数。ジニというのはイタリアの経済学者の名前でありま

すが、ジニが考案した所得の不平等度に関する指標。それから、相対的貧困率、あ

るいは年間労働所得が 150万円以下の労働者の割合。ここでは３つ挙げていますが、

こうした３つの指標が近年の日本での格差あるいは所得分配に関する議論でも、代

表的な指標として取り上げられています。 

１ページにあるとおり、この３つの指標のいずれを見ましても、近年、所得格差

が拡大しているということが見て取れます。問題は、なぜそうしたことが生じてい

るかということでありますが、それが２ページ以降でございます。 

世帯間の所得分布に関するジニ係数が上昇しているのはなぜなのか。２ページ目

には２つの要因を指摘しております。事実の問題として、ジニ係数を世帯主の年齢

階層別に見ますと、高齢者間でのジニ係数は高い。つまり高齢者の間では格差が大

きいということであります。同じく単身世帯を見ますと、複数の人が住んでいる。

つまり２人以上の人が住んでいる世帯と比べて、やはり単身世帯ではばらつきが大

きい。ところで日本の社会では、御承知のとおり高齢化の下で、高齢者の世帯数が

増加しております。また、さまざまな理由で単身世帯も増加しております。結果、

こうしたもともとジニ係数の高い層、グループの比率が高まっていますから、マク

ロのジニ係数が上昇しているということでございます。 

３ページ目、年齢階層別に見ますと、左側の図ですが、２本線がございます。今、

この２本の線の違いを無視して見ますと、右側が高齢者ですが、全体として見れば、

高齢者のジニ係数は高い。これは先ほど１ページ目の事実を説明したことですが、

ここでは1994年から2004年にかけての年齢階層別のジニ係数の変化というものを

見ております。 

これを見ますと、興味深いですが、レベルとしては、水準としては高い高齢者の

間での格差、ジニ係数は、むしろこの 10年に低下しております。 

一方、年齢階層別に見たジニ係数の上昇は、まず、第１に 25歳未満、つまり若

年世帯での格差が高まっている。また、50代でのジニ係数が高まっていることも

注目されます。 

４ページにまいりますが、相対的貧困率、これは所得分布の中間値、これは平均
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とは異なります。100 人いるときの 50番目の人の所得、これが中間値になります。

その所得水準の半分、それ以下の人たち、これを相対的貧困、そうした人たちがど

れぐらい社会の中にいるか、相対的貧困率ですが、これにつきましても、詳細を省

きますが、高齢者世帯あるいは単身世帯の増加というものがマクロで見た相対的貧

困率を押し上げているということが言えるかと思います。 

５ページ、低所得労働者の増加要因。ここでは年間の所得が 150万未満の人たち

が増えているという問題を分析しております。 

左上の図表を見ていただきますと、まず、第１に 150万円未満の年間所得という

のは、一体どういう人たちかというものを見ているのですが、要するにパート、ア

ルバイトの方、そうした人たちが多いということでございます。逆に正社員と呼ば

れる人たちが相対的に少ない。これは我々の直感にも合うことだろうと思います。

一方、右の図表を見ていただきますと、ここではこの 20年間を見ておりますが、

正社員は減っている。逆にパート、アルバイトといったような人たちが増えている

ということがございます。 

これが説明ですが、ところで、パート、アルバイトの人たちを主とする 150万円

未満の人たちというのは、一体どういう属性を持った人たちなのか。これについて

検討したのが下のグラフですが、結論は上の四角囲いの２番目にまとめてあります。

特に仕事を従、家事等が主である女性が数の上では多いということが言えると思い

ます。 

６ページ。これはまた違った側面を問題にしておりますが、これはいわゆるフリ

ーターといった人たちが、一旦フリーターになると、比較的長い間フリーターにと

どまるという事実を左上で示しております。 

ただし、左下の図表は派遣の方々ですが、希望としては、正社員として雇用して

ほしいと考えている人が多い。言ってみれば、現実と希望のギャップがここに見て

とれるということかと思います。 

右のグラフは、これはまた違った問題を見ているわけでありますが、高校を卒業

した時点で、その後、どういう進路を選んでいるか、それを親の年収別に見たもの

であります。幾つかの線がありますが、例えば４年制大学に進学する人、それから

高卒で就職をする人、この２つに注目してみますと、我々が直感的に予想するとお

り、大学に進学する人たちは、親の年収が高い、逆にそうした層では、高卒で就職

する人は低い。親の年収が低い層は、ちょうどその逆になるということが見てとれ

ます。 

７ページ、これは、子どものいる世帯のうち、子どものいる相対的貧困層につい

て見たわけでありますが、四角囲いのところを見ていただきますと、子どものいる

世帯のうち大人１人または無業の場合には、相対的貧困に占めるシェアが高くなる。

高くなるという意味は、そもそもすべての世帯について、色々な属性のばらつきが

あるのですが、とりわけ相対的貧困になるのは、大人１人または無業、ちなみに大

人１人と子どもといったときの大人１人が、もし女性であると、それがいわゆる母

子家庭と従来から言われていた形ということになります。 
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８ページは、ＯＥＣＤの分析による、相対的貧困ライン以下に該当する子どもの

割合です。 

この問題は、有識者会議でも先日指摘された問題ですが、これは所得再分配後に

日本では、その比率が上がるということがございます。なぜそうなのか、その理由

が問題になるのですが、その理由の１つは、まず、第１に小さな子どもがいる世帯

というのは、比較的若年世帯であるということです。ところで、この所得再分配後

というのは、税、社会保障で調整した後ということですが、社会保障は所得水準が

低くても保険料等を払わなければいけない。しかしながら、子育て支援の社会保障

の給付の方はそんなに多くないということで、わかりやすく言うと、逆に持ち出し

になってしまうと。そうしたことがここに影響してきているのではないかと推察さ

れます。 

９ページ、10ページは、相対的貧困率について国際比較をする場合、やはり統

計データによって大分違ってくる。 

例えば９ページの左ですと、右から４番目が、ＯＥＣＤが使っている日本の国民

生活基礎調査ですが、同じく代表的な統計である全国消費実態調査を使いますと、

結果は大分違います。私どもの考えでは、10ページの右にありますが、全国消費

実態調査、いわゆる全消と比べて、国民生活基礎調査は、貧しい家庭をサンプルの

中に相対的に多く含んだ統計調査であるということは指摘できるのではないかと

考えております。 

最後に 11ページですが、格差に関係して、あるいは格差を違った切り口から見

たものでございます。およそ格差の問題を考えるときには、いわゆる貧しい層につ

いて考えることは事実ですが、ここでは逆に富裕層について見たものでございます。

つまり最上位 0.1％、1,000分の１の金持ちが、社会の総所得のうち、一体、何％

を取っているか。 

つまりは、大金持ちがどれだけ大金持ちであるかという指標とお考えいただけれ

ばいいわけです。これは一番左の 1920年、大正９年、戦前からさかのぼっている

のですが、どこの国でもおおむね戦前は戦後に比べて格差社会ということが言えま

すが、第二次世界大戦後、1980年ごろまでは、先進国では戦前に比べてかなり金

持ちが金持ちでなくなったわけです。しかし、その後 1980年以降、各国で大きな

違いが見られます。米国が一番顕著ですが、極めて富裕層が更に金持ちになったと

いう傾向が強く出てまいりまして、日本ではそうした傾向は全く見られないわけで

あります。以上、別紙に基づきまして、とりあえず私どもが現在まで勉強できたと

ころを御報告いたしました。 

資料「安心社会に向けて（総論）」の本文２ページに戻っていただき、以上御説

明した事実確認をまとめますと、まず第１に、日本では若年や子育て世代を中心に、

格差を固定化・再生産させないこと。こうしたことが政策課題として浮かび上がっ

てくるのではないか。または、厳しい生活状況にある人へのセーフティネットの充

実ということも課題である。最後に、生活や介護の不安の大きい「単身高齢者層」

の増加にも適切に対処する必要があるのではないか。こうしたことが、先ほど説明
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しました格差に関する事実に基づいて、とりあえずのところ言えるのではないかと

私どもは考えております。 

以上に基づきまして「３．政策の基本的方向性」でありますが、次回以降もこう

した事実、背景にある要因を更に精査して、政策の要否、あるいは優先すべき施策

を、この会議でも検討していくべきであると考えておりますが、ここでは３つの方

針を掲げております。 

「基本方針１：安心と活力を両立させる」。格差対策と所得や雇用の拡大をもた

らす経済成長戦略は車の両輪である。このことは、初めにも既に申し上げました。

少子化対策を通じて、子どもが増えて活力ある社会をつくる。これも重要である。

また、いわゆる今回の対策に基づく一時避難的な安心、これも確かに大切なのだけ

れども、更に自立できる安心へと重点を移していく必要もあるのではないか。 

「基本方針２：階層化を回避し、社会的一体性を堅持する」。「機会の平等」が失

われたことで生まれる格差、具体的には親の所得・資産等による格差の固定化・再

生産、そうしたものがもしあれば、それは希望喪失社会につながってしまう。もと

より能力や努力が正当かつ公平に評価されることで生まれる「結果の不平等」は仕

方ない面もあるけれども、「機会の平等」ということは、これは社会として確保し

なければいけない。階層化を回避して、日本の強みである社会的一体性を堅持する。

具体的には、正規・非正規雇用の処遇格差への対応、次世代育成支援の強化、雇用

を軸にした自立と安心確保の強化、奨学金をはじめ教育面への支援強化ということ

でございます。 

「基本方針３：生活安全保障の仕組み（セーフティネット）を再構築する」。「格

差」自体はいつの時代にもありますが、厳しい生活状況にある人に対して、子育て

や就労へのインセンティブに留意しつつ、時代に応じたセーフティネットを確保す

る。母子家庭の問題というのは、先ほど既に指摘いたしました。低所得・低資産高

齢者へのセーフティネットということも課題としてある。 

また、これまで企業や家族、地域コミュニティーが果たしていたセーフティネッ

トが残念ながら崩れつつあります。雇用を軸とした生活安全保障の仕組み、生活や

介護の不安の大きい単身高齢者等に対して、伝統的には家族が担っていた機能を社

会的に補強する必要があるのではないか。その際、もちろんですが、頑張った人ほ

ど報われる社会を構築する。こうした視点も忘れてはいけない。 

また、いわゆるモラルハザードにも我々は注意する必要がある。 

以上でございます。 

（与謝野議員） すみません、財務大臣として発言をさせていただきます。お手元に

「経済危機対策における格差是正策等について」という資料がございます。 

ポイントは、我が国について、課税・所得移転後の子どもの貧困率の主要国にお

ける相対的順位が悪化しているとの統計がございますけれども、これは第１に、高

齢者世帯に手厚く配分されていることの裏返しでもあること。第２に、消費税のよ

うな間接税や医療、保育サービスなどの現物給付が統計には含まれていないことに

も留意する必要がございます。 
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なお、今回の経済危機対策においては、母子世帯や生活保護世帯等に対する子育

て支援策や、雇用保険を需給していない方や住居を喪失した方の支援に重点を置い

た、きめ細かな措置を講じていることを申し上げておきたいと存じます。 

それでは、御自由に御発言を願います。 

三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 吉川議員のプレゼンテーションに全面的に賛成であります。とりわけ、

「安心あっての活力」でありますが、同時に「活力あっての安心」であるという

点は全面的に賛成でございます。やはり働く場の提供、あるいは所得の確保、財

政面における財源の確保などが必要となりますが、こういうものはやはり経済が

安定的に成長していかなければならないと考えます。 

２番目のポイントですけれども、格差への対応にあたっては、１つ目に、絶対的

な貧困への社会政策的な対応を図るべきだということ。２つ目は、やはり固定化を

回避すべく、チャレンジする機会を整備する性格のもの。この２つがあるのではな

いかと思います。 

後者の場合は、結果としてのある程度の格差は許容しなければいけないと考えて

おります。各論で述べますと、特に今回の分析で気になりますのは、年齢階層別で

25歳未満の若者における格差が、この 10 年で非常に拡大している点です。このま

ま放置すれば、これは一生の間に更に大きな格差として拡大してしまうのではない

か。したがって、これに対してどういう手が打てるのかというのは、我々の検討と

しては大事なポイントではないかと思います。 

仮説でありますけれども、１点目はいろいろな形での働き方の多様化が進む中で、

パートとか派遣とか、そういう形で所得格差が出てしまっている点。２点目は、恐

らく親の所得の差によって、高等教育を受けるチャンスが相当程度制限されてしま

っている点。こういう結果が出ているのではないかと思っております。 

したがって、これについてはもう少し詳細にデータを分析した上で、何が本当の

原因なのか、それに対してどういう対策を打つべきなのか、これを是非とも検討し

たいと思っております。 

少子化対策が重要な政策マターになっておりますけれども、特に格差の対策と少

子化対策は重なる点が相当あるのではないかと思います。例えば子育て世帯、特に

低所得者の子育て世帯に対する対策などは、その一例だと思っております。 

以上でございますけれども、更に何らかの仮説を持って調査を進めて、適切な対

策を取るべきだと思っております。 

以上であります。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） 今回の分析で、格差が緩やかに広がっている状況が定量的に把握された

と思っております。民間議員ペーパーでは、その要因として、高齢化や家族の変

容、労働形態の変化といった社会的要因を挙げております。こうした社会の変化

に応じて、単身高齢者や母子家庭などセーフティネットに頼らざるを得ない層に

対しては、セーフティネットの在り方も適切に見直していく必要があるだろう。 
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一方、若年世代や子どもなど将来を担う層については、貧困から救い上げるだけ

ではなくて、自立、自己実現を通じ、社会の支え手になってもらうことが重要でご

ざいます。したがって、失敗しても将来に希望を持って、何度でもチャレンジでき

る社会に変えていく必要があると思います。つまり、格差を固定化、継承させる構

造的要因への対応についても強調したいと思います。 

そのためには、民間議員ペーパーの３ページ目の「３．政策の基本的方向性」の

「基本方針２」において指摘しておりますとおり、「機会の平等」を担保する必要

がございますが、中でも人生の入り口である学校教育において親の所得の差が引き

継がれないよう、等しく質の高い教育機会を確保し、社会の支え手として育ててい

くことが重要だと思います。 

その上で個人の適性に応じた職業選択がなされるわけでございますが、さまざま

な理由で就業の機会が得られなかった、あるいは途中で失ったという若者につきま

しては、就職して社会人教育を受けている者との格差が開かないように、能力開発

や就業機会のマッチングにより再チャレンジの機会が与えられることが重要だと

思います。特に年齢や地域、能力差によるミスマッチといった雇用問題のボトルネ

ックを解消できるよう、官民を挙げて取り組んでいくことが必要ではないかと思っ

ております。 

同時に企業はビジネス機会の拡大を図り、新たな雇用の場を提供するよう努力が

求められます。とりわけ、来年の春に新卒を迎える若者の就職難が予想されており

まして、就職氷河期と同じことを繰り返さないためにも早急な対応が求められると

思います。 

以上でございます。 

（与謝野議員） 鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 地域と地方のことをお考えいただくとして、例えばジニ係数が高い自

治体、あるいは低い自治体が抽出できるのかどうか。 

それから、これは少しジニ係数の定義に反するかもしれませんけれども、例えば

約 1,800ある自治体の平均所得を取ってみますと、ジニ係数はすごく小さい数字に

なりますが、それが例えば５年前、10年前に比べて、今は拡大しているのかどう

かとか、そういう調べ方はできないものでしょうか。そんなに難しいことではない

ですね。 

（与謝野議員） 総務省でやればできるのではないですか。 

（鳩山議員） 考えてみます。自分でやってみます。 

ただ、どうなのですか。例えば自治体で言いますと、やはりジニ係数の高いとこ

ろと低いところとがあるのでしょうか。 

（三村議員） あります。これは県ごとに既に取っていただいておりますけれども、

明らかにジニ係数が県ごとに違います。 

（与謝野議員） ほかに御発言はございますか。 

（舛添臨時議員） 確かに、戦後の日本のセーフティネットは企業が張りめぐらして

いて、グローバル化によって、どうしても「選択と集中」のようなことをやれば
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効率化を求めないといけないですが、例えば大企業では、昔だと親方日の丸的な

フリンジ・ベネフィットをたくさん、福利厚生を含めて持っていた。毎日、私が

格闘していることから言いますと、何かそういう、今の派遣切りとか、企業が再

びセーフティネットを張るというのは無理なのか。 

つまり、我々が海外で若いころ教えていた時に、「日本的経営とは何ですか」と

聞かれると、「終身雇用と年功序列と企業内組合。この三本柱があなたたちヨーロ

ッパと違うのだ」と言っていましたが、これは企業と家庭が駄目ならば、政府以外

にはセーフティネットを張りめぐらせないので、そういう方針でやりますが、家庭

は地域といってもいいのですけれども、是非、企業の方で何かできないかという問

題意識を持っていますが、不可能でしょうか。 

（張議員） 今でも私どもは、今、舛添臨時議員がおっしゃったようなセーフティネ

ットといいますか、終身雇用とか、それから、いろいろなセーフティネットを維

持していると思っているのです。ただ、ここ 20 年ぐらい、派遣とか、それから、

期間従業員というものが増えてまいりました。そこへ今回の 100年に１度のよう

な不況がまいりましたので、これはどこの企業も、まず派遣とかあれは、いわゆ

る契約に基づいてやってもらっていますけれども、なかなか正規従業員には手を

付けていません。ここがきちんと、今、舛添臨時議員がおっしゃったようなこと

で維持しているわけなのです。 

ただ、現状としては、多くの企業において、そこの正規従業員までも社内的に仕

事がなくなっているところが随分ございます。しかし、それを外へ出さないように

必死になって、企業は今のところ、もっていると思います。それで景気がある程度、

戻ってきたら、また、そこの部分はすぐ戻るだろうと思います。 

ただ、私どもで申し上げますと、今、海外で大変激しく競争しております。海外

は、台数が少し右肩下がりになったら簡単に人を切るということが当たり前の世界

でございますので、そういうところとどうやって対抗していくかです。日本企業は、

従業員を大事にして教育をしているから、従業員はそれに応えて質の高い仕事をし、

その結果生まれる製品やサービスの品質もいい。経済が右肩上がりであればこうし

た日本の強いところが出るのですが、一方で、右肩下がりの時は、激しい国際競争

の中では逆に日本の弱みのようなことになってしまう。その辺りが非常に難しいと

ころだと思っています。 

しかし、基本的には日本企業が担ってきたセーフティネットは、それほど崩れて

いると思っておりません。頑張ります。 

（三村議員） 私の方の立場から申し上げると、まず労働者の質によっても違うので

はないかと思うのです。熟練労働者みたいに、例えばすぐ解雇して、あるいは生

産量が増えたら、またすぐ引き取れるというところでないところは、生産の上下

が短期的にあっても、それで従業員を解雇するとかそういうことはできません。

ですから、それは、その期間は残業を減らすとか、教育をやるとか、あるいは色々

な仕事をやるとかということで、ある期間、将来的に生産が増えるということで

あれば、その期間はいじらないで、それで我慢する。こういうことです。 
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しかし、一方で、いつでも労働者を変えることができるという労働の質の場合は、

私どもはそうではないのですけれども、それはやはり、生産の高い、低いによって、

ある程度増減をさせざるを得ないということは、私は当たり前だと実は思っていま

して、中身によっても随分違うのではないかと思うのです。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（二階議員） 今日、お示しいただいた民間議員のペーパーの方向性については、基

本的に全く賛成であります。特に、この「安心あっての活力」ということは極め

て重要なことでありますが、また、「活力なくして安心」ということもなかなか語

りにくいのではないか。 

そこで、これも民間議員ペーパーにございますが、安心と活力の相乗効果、ある

いはまた安心と活力を同時に達成する、いわゆる雇用の拡大と経済の成長戦略は車

の両輪だという御主張がありますが、私もそのことは大変大事な御指摘だと思って

おります。 

そこで改めて、成長力の強化ということに対して考えていかなくてはなりません

が、先般とりまとめた「未来開拓戦略」をしっかり推進していくことが改めて重要

と考えております。今後、人々の働き方が多様化する中で、未来への原動力となる

教育、子育て、企業内外における能力開発等、広い意味でのセーフティネットが重

要だと考えます。 

私ども経済産業省としても、人材対策事業により、太陽光発電や観光など将来に

つながる分野において、中小・小規模企業が求める人材を確保・育成するための、

いわゆる実践的な研修を実施するなど、今、取り組んでいくところでありますが、

人材対策には、特に力を入れてまいりたいと考えております。 

以上です。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（麻生議長） 別紙の「所得格差の現状について」の６ページの左上の図表６－１な

のですが、これを見るとこういうことですか。左側の 25～34歳のところは６年間

で全然変わっていない。全然とは言いませんが、ほとんど変わっていない。44％

から 51％ということになっているのですが、右側の 15～24歳の数字は 56％から

49％まで減っているということになっています。 

これは、今から 10年前というと、1997年のアジア危機で銀行が次々倒産したあ

の年なのですが、このときに就職できなかった人が、今、10年経って 34歳。だか

ら、あの若いときに最初の大学出たとか、高校出たとかいうときに就職できなかっ

た人は、10年経っても就職できていない。簡単に言えば、企業では途中採用がな

いということですか。 

（吉川議員） 大きく言えば、そういうふうに私たちは考えております。上の四角囲

いの中で「フリーターの年齢構成は高齢化している」と言っているわけです。こ

れは見ていただきますと、左上の図表６－１で 15～24歳、25～34歳と刻みが相当

大きいです。言うまでもなく、１年経つとみんな１歳ずつ年を取っていくわけで

すから、正確なコーホートの推移がどうかということは、更にデータを見なくて
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はいけないところはあります。 

しかし、これで見ると、まず第１に、2002年から 2008年まで、全体でフリータ

ーの数は差が減っています。しかし、総理が指摘されたとおり、25～34歳の人た

ちのところでは絶対数が第一に減っていない。それから、平均年齢を計算すれば明

らかに上がっていることは間違いないですから、少なくとも、この図でどういうこ

とが生じているかということは、先ほど総理が言われたとおりだろうと私も思って

おります。 

更に、そのことをきちっと言うためには、もう少し詰めなくてはいけないところ

はあるかと思いますし、今後また勉強してみたいと思っておりますが、やはりそう

いうことが生じているのではないか。１回フリーターになると、そのフリーターと

いう職域からなかなか出られない。 

この左下の図表６－２に書いてあることは、上と下で少しずれがあるのですが、

上はフリーターで、下が派遣です。派遣労働者の方々へのアンケートでは、一番上

ですが、できれば正社員として雇用してほしいというわけですから、同じようなこ

とが仮にフリーターの人たちにももし当てはまるとすれば、すべてではなくとも、

かなりの人ができれば正社員として働きたいと思いながらも、フリーターのままで

いて、かつ高齢化していく。平均年齢が上がっていっているということではないか

と思われます。更に検討してみたいと思います。 

（与謝野議員） 官房長官、どうぞ。 

（河村議員） 今、総理が言われた「所得格差の現状について」の６ページで、私も

その図６－３のところに関連するのですが、今日、御指摘いただいた安心社会の

ために、非常に重要な、大事な視点が幾つも入っていると思いますが、特にこう

した格差といいますか、親の年収等々がものすごく影響が出てきたという状況を

どういうふうに克服するかということは、ここにも書いてありますけれども、こ

れからの日本の階層化を回避するということで、非常に大事なところだと思いま

す。 

「有識者会合」でも、所得再分配後の格差がさらにひどくなっているということ

は、世界の中で日本だけだという指摘もありました。これをどうやって回避する

かということをこれから本格的に考えていきませんと、階層化を回避して、日本

の強みである社会的一体性の堅持ということがおかしくなるし、頑張れば頑張っ

たほど報われる社会なのかどうか。この辺が非常に心配です。 

これは教育の面でもう少し力を入れて、少なくともスタート時点からそういう

問題が起きているとか、幼児期に貧困の根を断つような政策をどこかに入れない

といけないと思います。今日のこの御指摘というのは、非常に大事な指摘がこの

中に含まれておりますので、これをいかに具現化する方策を取るかということが

大事ではないかという思いを抱いております。 

（吉川議員） 私どもも、もとより同じ考えでございます。 

（与謝野議員） それでは、これは４回シリーズで、今日は第１回目でございます。

基本方針として、 
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第１、安心と活力を両立させる。 

第２、階層化を回避し、社会的一体性を堅持する。 

第３、生活安全保障の仕組み（セーフティネット）を再構築する。 

以上の民間議員御提案の３点については、大筋の確認が得られたと思います。 

次回は、活力増進型の格差是正の在り方について、議論をしていきたいと存じ

ます。 

それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。大変

貴重なお時間、ありがとうございました。 

（以 上） 


