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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） 

 
（概要） 

○安心実現集中審議：その１ 

（与謝野議員） まず初めに、総理から御発言いただきます。 

（麻生議長） 前々から申し上げていたように、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。 

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いるが、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されている。したがって、この会議

においては、客観的なデータに基づいて、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いるので、是非、率直な御議論をよろしくお願い申し上げたい。 

（報道関係者退室） 

（吉川議員） お手元の資料「安心社会に向けて（総論）」に基づき、説明させていただく。 

   まず「１．基本的な考え方～安心あっての活力～」。バブル崩壊後、日本経済は長期
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停滞を経験したが、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いる。我々は、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、自然なものであると考えている。 

ちょうど今から 20 年前である 1989 年、当時日本はバブル経済の時代だが、米国経済

が大変苦しい状態にあった。1989 年にＭＩＴ、マサチューセッツ工科大学では、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がつくられ、本としても出版された。 

この有名な『Made in America』という本の書き出しは、非常にわかりやすく、「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」ということかと思うが、こうした考え方は、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であ

ろう。繰り返しになるが、我々はこうした考え方が間違っているとは考えていない。 

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。これが「安心あっ

ての活力」ということだ。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、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・一体性へのほころびなどが懸念されている。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。これが我々の主張である。 

安心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

とが言われているが、先ほど総理から、こうした問題を考えるためには、まず事実をき

ちっと押さえなければいけないという御指示をいただいた。我々も全く同じ考えである。

何事でもそうだが、まずは事実をしっかりと押さえることが出発点であるべきだと考え

ており、資料別紙「所得格差の現状について」で、まずは事実確認を行った。 

１ページ、所得格差について。イタリアの経済学者であるジニが考案した、所得の不

平等度に関する指標であるジニ係数と、相対的貧困率、年間労働所得が 150 万円未満の

労働者の割合。ここでは３つ挙げている。この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る。 

１ページにあるとおり、この３つの指標のいずれを見ても、近年、所得格差が拡大し

ているということが見て取れる。そこで問題は、なぜそうしたことが生じているかとい

うことだが、それが２ページ以降。 

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か。２ページ目では２つ

の要因を指摘している。ジニ係数を世帯主の年齢階層別に見ると、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。同じく単身世帯を見ると、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、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、高齢化の下で高齢者の世帯数が増加している。また、

さまざまな理由で単身世帯も増加している。その結果、もともとジニ係数の高い層、グ

ループの比率が高まることによりマクロのジニ係数が上昇しているということである。 

３ページ左側、年齢階層別の図。２本の線があるが、今、この２本の線の違いを無視

して見ると、右側が高齢者だが、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ページ目で言及した事実だが、ここでは 1994 年から 2004 年にかけて年齢階層

別のジニ係数の変化に注目しそれを見ている。 

これを見ると興味深いことに水準としては高い高齢者の間での格差、ジニ係数は、む
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しろこの 10 年で低下している。 

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

る。 

４ページ、相対的貧困率について。所得分布の中間値、これは平均とは異なり、100

人いるときの 50 番目の人の所得だが、その所得水準の半分以下の人たち、これを相対

的貧困と言うとき、そうした人たちがどれぐらい社会の中にいるか、これが相対的貧困

率である。詳細は省くが、高齢者世帯あるいは単身世帯の増加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う。 

５ページ、低所得労働者の増加要因。年間の所得が 150 万円未満の人たちが増えてい

るという問題を分析している。 

左上の図表を見ていただくと、そもそも 150 万円未満の年間所得というのは、どのよ

うな人たちかを見ているが、要するにパート、アルバイトの方、そうした人たちが多い

ということである。逆に正社員と呼ばれる人たちは相対的に少ない。これは我々の直感

にも合うことだろうと思うが、右の図表を見ていただくと、この 20 年間に正社員は減

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ある

が、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われる。 

６ページ。これはまた違った側面を問題にしており、左上での図表では、いわゆるフ

リーターといった人たちが、一たん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示している。 

ただし、左下の図表は派遣の方々だが、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。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う。 

右のグラフでは、また違った問題を見ているが、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る。幾つかの線があるが、

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

ると、我々が直感的に予想するとおり、親の年収が高い層では大学に進学する人が多い。

逆にそうした層では、高卒で就職する人は少ない。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る。 

７ページ、子どものいる相対的貧困層について。四角囲いのところを見ていただくと、

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、相対的貧困になりやすい。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、いわゆる母子

家庭ということになる。 

 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

である。 

 この問題は、過日、有識者会議でも指摘された問題であるが、日本では、所得再分配

後にその比率が上がるということがある。なぜそうなのか、その理由が問題になるわけ

だが、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。ところで、所得再分配後というのは、税、社会保障で当初の所得を調整した

後ということだが、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。

子どもがいて貧しくても保険料は払わなければいけない。一方、子育て支援の社会保障

給付はそれほど多くなく、持ち出しになってしまう。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る。 

９ページ、10 ページ、相対的貧困率について国際比較をする場合、統計データによ
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って大分違ってくる。 

例えば９ページの左では、右から４番目が、ＯＥＣＤが使っている日本の国民生活基

礎調査によるものであるが、同じく代表的な統計である全国消費実態調査を使うと、結

果は大分違ってくる。10 ページの右にあるが、全国消費実態調査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ことは指摘

できるのではないかと我々は考えている。 

最後に 11 ページだが、格差を違った切り口から見たものである、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見ることが多いが、ここでは逆に富裕層

について見た。最上位 0.1％の富裕層が、社会の総所得のうち、一体、何％を取ってい

るか。 

 一番左、1920 年までさかのぼっている。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るわけだが、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富裕層が富裕でなくなり格差が縮小した。しかし、その後 1980 年

以降、各国で大きな違いが見られる。米国が最も顕著であるが、富裕層が更に富裕にな

った。しかし、日本ではそうした傾向は全く見られない。 

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ると、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我々は考えている。 

「３．政策の基本的方向性」であるが、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

きであると考えているが、ここで３つの方針を掲げている。 

「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、今回の対策

に基づく一時避難的な安心、これも確かに大切だが、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。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」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、奨学金を始め教育面へ

の支援強化ということである。 

「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るが、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

題は、先ほど既に指摘した。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る。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
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大きい単身高齢者等に対して、伝統的に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、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。 

 （与謝野議員） 財務大臣として発言をさせていただく。説明資料「経済危機対策にお

ける格差是正策等について」に基づき説明する。 

課税・所得移転後の子どもの貧困率について、主要国における我が国の相対的順位が

悪化している、との統計があるが、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、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ある。 

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、雇用保険を受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。 

（三村議員） 吉川議員から説明があった民間議員ペーパーの内容に全面的に賛成である。

とりわけ、「安心あっての活力」であるが、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ある。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るが、そのためには経済が安定的に成長していかなければな

らない。 

格差への対応に当たっては、１つ目に、絶対的な貧困への社会政策的な対応を図るべ

きである。また、２つ目には、格差の固定化を回避すべく、チャレンジする機会を整備

する。この２つがあるのではないか。 

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いる。

各論で述べると、特に今回の分析で気になるのは、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ある。このまま放置すれば、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、我々の検討として大事なポイントではないかと考え

ている。 

仮説であるが、働き方の多様化が進む中で、パートや派遣といった形で所得格差が出

てしまっていること、そして、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ことが、結果として出ているのではないかと考え

ている。 

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てまいり

たい。 

少子化対策が重要な政策マターになっているが、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。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、その一例だと考えている。 

更に調査を進めて、適切な対策を取るべきである。 

（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

っている。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いる。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。 

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ある。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
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必要がある。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

たいと考えている。 

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」において指摘しているとおり、「機会の平等」を担保する必要があるが、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である。 

その上で個人の適性に応じた職業選択がなされるわけだが、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いては、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である。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。 

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

られている。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、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。 

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

あるいは低い自治体は抽出できるのか。 

また、ジニ係数の定義に反するかもしれないが、例えば約 1,800 ある自治体の平均所

得を取ると、ジニ係数はとても小さい数字になるが、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。 

（与謝野議員） 総務省で調べられるのではないか。 

（鳩山議員） 考えてみます。 

（舛添臨時議員） 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きた。グロー

バル化によって「選択と集中」といった効率化を求めないといけないが、例えば大企業

では、昔であると、福利厚生を含めて、親方日の丸的なフリンジ・ベネフィットをたく

さん持っていた。毎日、私が格闘している派遣切り等の問題で言うと、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だろうか。 

我々が若い頃に海外で教えていた時に、「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は異なる」

と言っていたが、これは企業と家庭がダメ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、そういう方針でやるが、企業の方では何かできないかという問題意

識を持っているが、どうでしょうか。 

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

身雇用や色々なセーフティネットを維持していると思っている。今回、百年に一度とい

う不況がやって来ているが、正規従業員の長期雇用は維持している。 

ただ、現状としては、多くの企業において、そ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ある。しかし、企業はこうした潜在的失業を抱えながらも懸

命に雇用を維持している。景気がある程度、戻ってきたら、そこの部分は解消されるだ

ろうと思う。 

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だが、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

ろである。 

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
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と思っていない。 

（三村議員） 労働者の質によっても違うのではないかと思う。熟練労働者などは、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いったことはできない。その期

間は残業を減らす、教育をやる、あるいは色々な仕事をやるとかいうことで、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。 

しかし、一方で、そうでない労働の場合は、生産の高い、低いによって、ある程度は

増減せざるを得ない。だから、中身によっても随分違うのではないかと思う。 

（二階議員） 民間議員ペーパーの方向性については、基本的に全く賛成である。特に、「安

心あっての活力」ということは極めて重要なことであるが、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。 

これも民間議員ペーパーにあるが、安心と活力の相乗効果、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であるが、

そのことは大変大事な御指摘だと考えている。 

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らないが、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特に、重要と考えてい

る。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大切である。 

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るが、人材対策には、特に力を入れ

てまいりたい。 

（麻生議長） 別紙の「所得格差の現状について」の６ページの図表６－１を見ると、25

～34 歳のところは６年間でほとんど変わっていないが、15～24 歳の数字は 56％から

49％まで減っている。 

これは、1997 年のアジア危機の影響などによる不況で就職できなかった人が、10 年

経っても就職できていないということか。 

（吉川議員） 大きく言えば、そういうことだと考えている。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。ただし図表６－１では、15～24

歳、25～34 歳と刻みが相当大きい。言うまでもなく、１年経つとみんな１歳ずつ年を

取っていくわけだから、正確なコーホートの推移については、更にデータを見なくては

いけない。 

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

数は減っている。しかし、25～34 歳の人たちのところでは絶対数が減っていない。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わけだから、こ

の図を素直に解釈すれば、先ほど麻生議長が言われたとおりだろうと思っている。 

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があ

り、今後また勉強してみたいと思っているが、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。 

図表６－２の派遣労働者の方々へのアンケートでは、一番多いのは「できれば正社員

として雇用してほしい」だ。同じようなことが仮にフリーターの人たちにも当てはまる

とすれば、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

かと思われる。更に検討してみたいと考えている。 

（河村議員） 「所得格差の現状について」の６ページで、図６－３に関連するのだが、

親の年収等々が物すごく影響が出てきたという状況をどのように克服するかというこ
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とは、これからの日本の階層化を回避する上で、非常に大事なところである。 

 「有識者会合」でも、所得再分配後の格差がもっとひどくなっているのは、世界の中で

日本だけだという指摘もあった。これをどうやって回避するかということをこれから本

格的に考えていかないと、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

りが非常に心配である。 

だから、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

が起きないよう、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

思っている。非常に大事な指摘がこの中に含まれているので、これをいかに具現化する

かが大事であると思っている。 

（吉川議員） 私どもも同じ考えである。 

（与謝野議員） 今日は、４回シリーズの「安心実現集中審議」の第１回目である。 

   基本方針として、 

   第１に、安心と活力を両立させる、 

   第２に、階層化を回避し、社会的一体性を堅持する、 

   第３に、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う。 

   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。 

 
（以 上） 


