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の当初の目的である社会経済の活性

だねれば豊かさの果実はおのずから

ともに利益の分配に消極的なのであ

その成功体験を払拭できず、競争社
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化、新たなる経済成長というのは実現
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会に保守的にしか適応できない経営
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悪化に伴うリストラを恐れず利益が計
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前年度比約20％増を達成し、設立以来
好調な成長を続

貧しき競争社会

のコラボレーショ

「構造改革」推進論者から言わせれ

何が違うのか、
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とまさに合成の誤謬で経済全体は停
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ン で 、売 上 の

ば、規制緩和がいまだ道半ばにして中
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滞する。
日本のGDPの約７割は個人消

する労働者が生まれてこない限り、社

30％が「こども宅

途半端のために緩和効果が出ていな

労働者に分配することなく内部留保金

費が占めているが、賃金上昇が見込め

会全体の活性化は夢のまた夢である。

食 事 業 」の支 援

いのだから更なる規制緩和を進めれ

として貯めこんでしまうことが大きな要

ない以上「貧しい競争社会」になるの

貧骨

金となる。

ば現状の停滞を打ち破れるという論法

因である。財務省による
「法人企業統計

は必定である。政府が最低賃金のかさ
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