
若者・現役世代に、
雇用の場を！ 

―― 高齢者を支えるために ――
ゆらぐ現役世代の雇用と所得

2

3

4

1 高齢者は今後10年間に、約600万人増加しますが、他
方、高齢者を支える現役世代人口は、約800万人減少
します。その後、高齢者数の増加はなだらかになります
が、現役世代人口の減少はさらに続きます。
日本の社会保障の一番大きな問題は、高齢者を支える
現役世代人口が大幅に減少していくことなのです。
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の税制と社会保障制度は、国際的に見て所得再分配機能
が弱いため、歯止めをかけられません。
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代の人口減少は大きなマイナス要因です。
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ができる水準の所得を得られる「雇用の場」を作るこ
とこそが、今求められる最も重要な政策です。

しかし現実には、大きな雇用の受け皿
になってきた製造業では、この20年間
に約500万人、雇用者が減りました。
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5 こうした状況変化の中で、経済は成長するのに、その恩
恵が及ばずに「貧しくなっていく」 人々が増え、年収200
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ともに考え、創る、私たちの未来

TPP（環太平洋パートナーシップ協定）には大きな問題があり、
むしろ2国間の経済連携を重視すべき
●TPPには3つの大きな問題点があり、これらが国益を損ねるおそれがあります。

「例外なき関税撤廃」がTPPの大きな特徴です。自由貿易が重要であることは言うまでもありませんが、2国間の自由貿易協定（FTA）と
は異なり、TPPでは例外が一切認められず、また参加国のほとんどは農産的輸出国であるため、日本の食料安全保障が根本から崩れる
おそれがあります。世界的な食料危機は、人口増加や異常気象により、いつ現実化してもおかしくない状況にあります。
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でおり、アメリカの関税が引下げられても、日本の企業にさほどメリットはありません。2
農業の問題のみならず、混合診療の解禁要求（＝国民皆保険制度が崩れる）など、日本の社会制度をアメリカ型に改編するべきとい
う要求も、TPPには含まれており、これを拒否できなくなります。3
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尖閣問題　―確固たる実効支配の確立を―
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保安庁の海上警備艇能力の一層の強化が何より急務です。
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発送電を分離し、電力業に新規参入を認めれば、電気料金を引き下げられます。

世界有数の「地震国」である日本では、原発の巨大なリスクを、制御できません。
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本籍地 秩父市中町、現住所 深谷市上柴町
昭和50年　東京大学法学部卒・大蔵省入省
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家 族
社会人の長女と次女の3人家族。妻裕子は、平成14年、
3年間のがん闘病を経て、逝去いたしました（享年44
歳）。妻裕子を温かく
迎え入れて下さった
大勢の皆様方に、深く
感謝いたしております。



（１）東日本大震災以降、企業立地の内陸部指向が急
速に高まっていますが、特に、埼玉県北西部は地盤
が固く安定しています。  
（２）加えて、この４月には、関越道寄居パーキングエ
リア、上里サービスエリアに、大型車通行可能のス
マートインターチェンジの開設が許可されました。
（３）深谷、本庄児玉、秩父、寄居（来年夏以降、ホン
ダ新工場が稼働）、熊谷ーーいずれの地域にも企
業誘致の大きな潜在力があります。
小泉りゅうじは全力で企業誘致に努めています。

5

1 円高阻止
思い切った為替介入を実施し、日本政府の円高阻止の意
思を常に明確に市場に伝えるべきです。

2 新しい技術革新への政府の強力な支援
①企業の技術革新投資への余力が小さくなってきたことを補うた
め、政府が腰を据えて、これを支援すること。②雇用者、求職者の
専門技術を高める職業訓練制度を、より幅広く展開すべきです。

ヨーロッパ型の所得再分配を行う仕組みへ
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以下のとおり、
「雇用と所得の減少」が
日本が抱える諸問題の

根本原因になっています。

自由競争のみを信奉するアメリカ型から、支え合うヨーロッパ型へ――    
この政策転換について国民の同意を得ることこそ、今、政治に課せられた使命です。雇用と所得を安定させるために

“創る政策”

1「雇用と所得の減少」は、特に若い世代を直撃しています。
次にみるように、年収300万円未満では、結婚比率は一桁
にとどまっています。雇用と所得の減少が若者の結婚に
大きな影響を与えているのです。このままでは少子化を
止めることができません。

2 少子化のもう１つの原因は、日本では女性が仕事を続け
ながら出産・子育てができる仕組みが整えられていな
い、という点です。子育てのために一度家庭に入ると、職
場でのキャリアがそこで途切れてしまうため、多くの働く
女性が出産をためらう結果となっています。

結婚できない若者 ―― 進む少子化

「人生前半の社会保障」を含め、適正な所得再分配を行
うことが必要です。

1 OECDの最近の研究によれば、所得格差の拡大は先進国共
通の現象で、高額所得者はより裕福に、低所得者はより貧し
くなる傾向がみられます。
その大きな原因は――
 (1) グローバル化による賃金低下
 (2) 技術革新により雇用機会が奪われていること

3 ますます進行する日本国内の所得格差が若者を直撃し、結
婚できない若者が増えています。これが少子化とデフレを
引き起こし、税収減、そして、社会保障の不安定化へと連鎖
しています。

5 これは、自由競争を否定するものでは決してありません。自
由競争を行い、その結果生ずる過大な格差を一定範囲に補
正しようという考え方です。

6 ヨーロッパ型の所得再分配の必要性を、日本の政治は未だ
明確に認識できず、政策の舵を切ることができません。
しかしながら、ヨーロッパ諸国では、北欧、オランダ、フラン
ス、ドイツ･･･ それぞれの形で所得再分配政策を導入して
きています。
徹底した自由主義の国アメリカでも、給付付き税額控除制
度は導入されています。

4人生前半の社会保障の導入
フルタイムで働いても年収300万円に達しない勤労者に
対して、労働を絶対条件として、働くほどより多く所得の
加算を行う「人生前半の社会保障制度」（欧米で導入され
ている「給付つき税額控除制度」）を日本にも導入するべ
きです。これにより、労働意欲を高めるとともに、中小企
業には、無理な最低賃金引上げの圧力がかかることを回
避できます。

税収の減少

財政赤字

財政・金融政策の効果が失われ…　

デフレの進行 若者の結婚が難しくなることにより…

少子化の加速

高齢者を支えることが困難に！

社会保障の不安定化

地域に新たな「雇用の場」を！

この悪循環を断ち切る抜本的な
政策を打ち出せば、
日本を再生させることが
できます。

ヨーロッパ型の仕組みの導入3 医療・介護分野の雇用吸収力を高める
医療の充実とともに、介護保険の規制を緩和し、対価を得てよ
り質の高い多様なサービスを提供することを可能にするべき
です。これにより高齢者のニーズに応えつつ、介護スタッフに
より高い賃金を支払うことが可能になります。

人口減少と高齢化――この難題を解決していくためには、

「公正に支え合う」ことしか、道はありません。

2 日本でも、所得格差拡大のスピードは、近年、若年層を中心
に加速してきています。加えて、他国とは異なる日本固有の
問題は、税制や社会保障制度を通じた政府の所得再分配機
能の弱さです。多くの国では、税制および社会保障制度を通
じて格差の大きさは半減していますが、日本の制度にはそ
うした効果は、ほとんどありません。

4 この連鎖を絶つためにも、今後、所得再分配を行うヨー
ロッパ型の仕組み（人生前半の社会保障の他、ワークシェ
アリング、女性の就労継続支援、子育て支援等）を日本に本
格的に導入して
いくことが
重要です。

厳しい現実に挑む政策を ! この政策で日本復活を !

――です。

―― 先端企業等の誘致

雇用と所得の減少
格差の拡大
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