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転嫁できてなかった消費税引き上げ
•消費税2%引き上げ後、コロナショック前で
も、消費者物価は前年同月比1%に達したこ
とはなかった。

•最高の12月でも0.8%
•実質消費額に占める非食料とアルコール飲料
の割合は⾧年一定の86%。転嫁できていれば、
1.72%上がるはず。

•エネルギー価格は12月で0.6%下がっただけ。
•懐厳しい客が逃げるので転嫁できていない。





こんな世の中
への移行は

•コロナショックで不連続なジャンプとなる?



こんな世の中
への移行は

•円高で、ますますジャンプ!? 後戻り不可能?



コロナ前よりも６円ほど円高
コロナショック

109円台

1月24日朝
103.47円

Yahoo! ファイナンス



輸出を支える中小企業も多い←円高で輸出額減
農畜産業・地場産業は安い輸入品と競合

財務省貿易統計と経済財政白書⾧期統計より作成

円安

円高ここはリーマンショック



2020年3月17日:東京財団政策研究所の
経済学者による緊急提言

小林慶一郎東京財団政策研究所主幹
5月12日、政府のコロナ対策の「基本的対処方
針等諮問委員会」の委員に決定。



提言８:企業の退出（廃業、倒産）と新規参入
による新陳代謝が不可欠である。…適正なス
ピードでの企業の新陳代謝を促す政策も組み合
わせることが必要である

•「度重なる天災・自然災害ごとに中小企業へ支援
するのはややもすれば過度な保護になり、新陳代
謝を損ないかねない。」

•さまざまな安楽死措置を提言。



提言２:需要不足をおぎなうだけの財政
出動ではなく、生産性を高める分野に重
点投資すること

•デジタル化・オンライン化。(提言１のオンライ
ン診療への規制緩和→直にやれば個人医院淘汰)



こんな世の中にスムーズに一気にジャン
プさせようという提言。



https://rosemark.jp/



4月



5月3日:自民党の逢沢一郎
衆院議員
「ゾンビ企業は市場から退
場です」とツイート



7月17日閣議決定
「成⾧戦略フォローアップ」



9月6日:自民党総裁選菅候補、中小企業基本法の見直しに言及



これは、デービッド・アトキンソン氏の持論



アトキンソン氏の主張

日本の生産性が低いのは
小規模な企業が多すぎる
せいだから、360万社弱
ある中小企業を、200万
社弱に統廃合すべきだ。



アトキンソン氏の主張
政府の対策費の「真水」が
少ないことは、財政状況が
厳しいからやむを得ない。

「政府による企業支援策
の対象が、生産性の低い
小規模事業者に偏ってい
る」と批判。



アトキンソン氏の主張

小規模事業者に補助金を出
す必要はない

コロナ危機が日本最後の
チャンスだ

慢性的な赤字企業は、ただ
の寄生虫



「生産性が低い」は偽りの問題設定
•「菅政権発足にあたって」薔薇マークキャンペー
ン事務局コメントより

単に、不況で人々の購買力が足りないせいではないのか!



2019年12月7日に、菅官房⾧官(当時)が、世
界の富裕層向け一流ホテルを、財政投融資を
使って全国に50箇所建てるとする考えを示し

たことを、擁護するアトキンソン氏。

こういう店は「生
産性」が低いから、
なくなるべきだと
いうことになる。

ABCテレビ

ABCテレビ

TBSテレビ



1980年代英国のサッチャー改
革を礼賛するアトキンソン氏

マーガレット・サッチャー英首相(在職1979-1990)
画像 ウィキペディア



サッチャー改革の結果どうなったか?
•製造業は空洞化して衰退。
•金融業は発展するが、古くからの金融機関の多く
は外資に買収される。

•個人商店は続々廃業。
•格差と貧困が拡大。

https://www.channel4.com/news/margaret-thatcher-
death-reaction-brixton-glasgow

サッチャーの死を祝う人々→
2013年4月8日のサッチャーの死去後、全
英各地でそれを祝う集会が開かれ、米映
画『オズの魔法使い』挿入歌「鐘を鳴ら
せ、悪い魔女は死んだ」が英音楽ダウン
ロードチャートのトップになった。



9月8日:自民党総裁選立会演説会で菅氏最低賃金引き上げを主張
これもアトキンソン氏のかねてからの主張。
中小企業の統合・再編のために提唱。



•9月16日:菅首相就任
•9月18日:菅首相、竹中
平蔵氏と懇談。小泉内
閣の総務相だった竹中
氏を副大臣として支え
た頃から昵懇の仲。

•10月16日:新設の「成
⾧戦略会議」初会合。
アトキンソン氏、竹中
氏が起用されている。



10月17日:中曽根康弘元首相の内閣・自民党
合同葬 菅首相弔辞

＊写真＝「田中龍作ジャーナル」より

体制の中枢メンバー
を集めて、故人の遺
志を継ぐという形で
新自由主義改革に向
けての意思統一を図
る決起集会



•10月20日:菅首相から梶山弘志経済産
業大臣に対して、中小企業の再編促進の
指示があったと報道。

•10月22日:中小企業基本法見直しに向
けた検討に着手すると報道。



10月26日:財政制度等審
議会歳出改革部会。「新陳
代謝」のため給付金終了を。

「企業の新陳代謝を促進すべきだ」との意見が相次ぎ、
持続化給付金について、2021年1月15日の申請期限を
もって予定通り終了すべきだとの声が大勢を占めた。

「期限をずるずると先延ばしすると、本来はよりよく
新陳代謝が促される機会が奪われてしまう」(土居丈朗
部会⾧代理)

給付金によって、「事業が振るわない企業の⾧い延命
に懸念する」「人材の流動化やM&Ａ（合併・買収）
が阻害され、経済成⾧につながらない」などの意見が
多かった。



11月9日:経済財政諮問会議、新浪剛史
サントリーホールディングス社⾧報告
•「雇用調整助成金により雇用維持を図ることで成
⾧分野への労働力の供給が滞れば、生産性の向上
に大きくマイナス。成⾧分野の代表は、まさに政
権を挙げて進めているデジタル関連産業であり、
ここに必要な人材を供給できなければ成⾧の大き
な足枷となってしまう。」

•環境の観点からの産業構造転換の基準を、ヨー
ロッパに作られてしまうことへの強い危機感。
「ここで主導権を握られると日本企業の競争力に
大きなマイナスの影響を与えるおそれ」



11月25日:財政制度等審議会「令和3年
度予算の編成等に関する建議」

•「こうした政府の一時的
かつ非常時の支援を継続
し、常態化させれば、政
府の支援への依存を招き、
産業構造の変革や新陳代
謝の遅れ、モラルハザー
ドを通じて今後の成⾧の
足かせとなりかねな
い。」 写真＝産経新聞ウェブ

https://www.sankei.com/economy/photos/20
1125/ecn2011250020-p1.html



11月25日:財政制度等審議会「令和3年
度予算の編成等に関する建議」

• 「今後は、単なる給付金や一
律の「つなぎ」的な措置と
いった支援から、ウィズコロ
ナ・ポストコロナを見据えた
経済の構造変化への対応や生
産性の向上に前向きに取り組
む主体の支援へと軸足を移し
ていき、未来に向けた日本経
済の成⾧力の強化につなげて
いくべきである。」 写真＝産経新聞ウェブ

https://www.sankei.com/economy/photos/20
1125/ecn2011250020-p1.html



11月25日:財政制度等審議会「令和3年
度予算の編成等に関する建議」

• 構造変化に対応していない既
存施策を大胆に見直し、スク
ラップ・アンド・ビルドを徹
底する」として、中小企業の
生産性向上のために、「新陳
代謝の促進、補助金の対象の
見直し」を掲げ、「雇用調整
助成金の特例措置の見直し」
を含む「円滑な労働移動の支
援」を提言している。 写真＝産経新聞ウェブ

https://www.sankei.com/economy/photos/20
1125/ecn2011250020-p1.html



11月26日:「デジタル庁」設置決まる

•翌年9月1日発足と決定。異例のスピー
ド。

•東京財団提言に見られた、資源配分を生
産性上昇に資する部門に集中させること
を志向し、具体的にはデジタル化をあげ
る発想そのまま。



12月3日:日経報道。

•中小企業の買収・合併を促進す
るための税制案が固まる。

•「生産性向上」に資すると認可
されたら優遇される仕組み。



12月21日:2020年度第三次補正予算と
一体の2021年度予算案閣議決定
•この時点では、持続化給付金は1月15日に申
請打ち切り、家賃支援給付金も打ち切られ
る見込みだった。

•雇用調整助成金の特例措置も３月以降縮小
される。

•代替策として、中小企業・小規模事業者へ
の「事業再構築補助金」が創設。



事業再構築補助金とは

•「新規事業への進出、新分野への展開、業
態転換、事業再編といった思い切った挑戦
を支援する」もの

•事業計画を出させて審査する。
•内容は、規模拡大・「生産性」上昇、グ
ローバル展開の方向のものを選抜支援する
仕組み。



12月25日:第６回成⾧戦略会議(グリーン
エコノミーが話題)、アトキンソン氏の発言
• ３種類の企業のグループのうち、第１グループというのは、主
に大企業が多いのだが、目標を出すだけで、大体それに向けて
自主的に動く傾向がある。特に上場企業の場合、株主の方から
そういうプレッシャーがあることが寄与していると分析されて
いる。／第２グループの場合は、主に中堅企業になると言われ
ているが、社会貢献型の企業が非常に多くて、このグループに
関しては、貢献したいけれども、必ずしもそれを実現するため
のお金を持っているわけではないので、補助金をもってインセ
ンティブを与えて、促進をするということがポイントになる。
／第３グループの場合、グリーンエコノミーをやらなくてはい
けないとか、協力的[というわけ]ではないようなところの場合
は、やはり規制をするしかない



アトキンソン三大リベラル撒き餌
•最低賃金引き上げ（でも支援しない）
→ 中小企業淘汰

•女性の活躍推進（でも支援しない）
→ 中小企業淘汰

•グリーン規制（でも支援しない）
→ 中小企業淘汰

•支援なき「自粛」「罰則」も同様



財政規律にとらわれて公的保障に及び腰
になると、「リベラル」な要求が、淘汰
路線に加担することになる。



1月18日:菅首相施政方針演説
•以上確認した菅路線全開
•「デジタル」「グリーン」「イノベーショ
ン」で成⾧。

•中小企業の規模拡大、生産性上昇。
•最低賃金引き上げ。
•国際金融拠点
•農業を輸出産業に、観光立国
•規制緩和



•緊急事態宣言出し渋ったのは、支援
の延⾧を避けたかったのでは?
→発令しても当初は予定通り打ち切
る方針だった。期限の15日当日に
一ヶ月延期を発表。

•Go To トラベルも、支援のように見
せて、実は淘汰の手段として機能。



やっぱり日本の支配層に共有されるビジョン

どうしてこれを目指すのか? それは次回以降で



分断をどう乗り越えるかが阻止の鍵
•非常に分断を作りやすい。
•最低賃金引き上げ→中小企業vs雇用労働者
•グリーン規制も女性の活躍も
•コロナ補助金をめぐってもすでに分断
•本当の敵と搾取の構造の認識
•守るべきものの共通性＝少しでも自分たちの意思
でコントロールが効く労働・生活コミュニティ


