社会保障制度の在り方と財源
−全国知事会主催講演会の概要−

全国知事会主催の講演会﹁社会保

にとって社会保障支出が大きくなることは間違いあ

にもありましたように︑これからも︑特に地方財政

しております︒三十年間の研究

政を含めまして国際比較研究を

ように︑私は社会保障と地方財

ただいまご紹介がありました

する時代が来るというように︑長い目で見ると政府の

の時代が来る︒それから︑また政府の役割を重要視

ない︑効率化しなければだめだということで規制緩和

ばらくして︑いや国に頼っていても市場はうまくいか

一九二〇年代の世界恐慌の後もそうです︒それからし

国 は 経 済 対 策 も しっか り せよ︑という 時 代 が 来 る︒

済運営のかじ取りをするのが最もいいのだ︒だから︑

す︒
﹁長いスパンで見てみると︑あるときは︑国が経

げられた本です︒その本は次のことを主張していま

うか︒十年ほど前に日本のさまざまな雑誌で取り上

﹁市場対国家﹂という本を覚えておられますでしょ

です︒

りません︒かといって︑減らすことも非常に難しいの

障制度の在り方と財源﹂が︑去る一月
十四日㈭に都道府県会館において開
催されました︒
今回の講演では︑それぞれ専門の
お立場から①﹁ 少子 高 齢 化社 会を眺
望 す る ﹂︵ 前 地 方 財 政 審 議 会 委 員
権丈

木村陽子氏︶
︑②﹁社会保障と国民経
済﹂︵慶応義塾大学商学部教授
善一氏︶について︑それぞれお話を伺

を一時間 半の話にどう まとめれ

けですが︑
﹁政府に頼んでもうまくいかない︒もっと

第二次世界大戦後︑大きな政府をつくってきたわ
正直に申しますと考え込みまし

市場に活躍してもらわなくちゃだめだ﹂というので︑

際的に見てどういった制度的な

その集 合 体 をもって︑日本は国

ういったものの集合体なのです︒

介護︑児 童手当︑生活保護︑そ

政府予算で削減できなかったものは︑今日お話しする

いう大きな流れがあったのです︒そのようなときでも

代ぐらいから続き︑政府の支出規模を縮小しようと

代がありました︒各国ともそういう時代が一九九〇年

企業も民営に任せるものは任せなさい﹂
︑そういう時

の生活に非常に重要でありなが

社会保障は私たちのこれから

ることができなかったのです︒経済に対する国の関与

に必要な建物を建てるとか︑そういう支出を削減す

金給付とか人的サービスの給付︑それから︑そのため

移転支出︑社会保障支出と呼ばれる個人に対する現

ら︑財政的に見ると厄介なもの

は縮小できても︑人の暮らしに対する国の関与は︑現

と思います︒

特 徴があるのかを見ていきたい

す︒特に社会保障は︑
医療︑
年金︑ ﹁政府の財産を売り渡し︑規制緩和をしなさい︒公営

た︒いただいたテーマは 壮 大で

れば皆さんのお役に立てるのか︑

役割については大きく揺れている﹂
︒

木村陽子

ばよいのか︑どのように構 成す

前地方財政審議会委員

です︒今︑中川事務総長のお話
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いました︒
各 講 演 の 概 要 は 次 のと おりで す︒

あいさつする中川事務総長

少子高齢化社会を眺望する

−全国知事会主催講演会の概要−
●社会保障制度の在り方と財源

テーマは︑本が書けるくらい大きなテーマです︒これ

会 保 障 制 度の現 状と今 後の課 題 ﹂といういただいた

﹁諸外国の社会保障制度との比較を通じた日本の社

思います︒

てあるのです︒

在の社会では縮小することが難しいとその本でも書い

少して貧困に陥りますが︑そういったことに対応する

たことにより貧困に陥ったり︑収入が途絶あるいは減

障は︑その大きな直接的な手段です︒支出が増大し

﹁貧困との戦い﹂という言葉がありますが︑社会保

柱の一つとされたわけです︒

障の充実です︒つまり︑社会保障は福祉国家の四大

教育の機会均等︑ナショナルミニマムの達成︑社会保

すが︑福祉国家には四つの柱があります︒完全雇用︑

収するような病気には医療保険︑失業には失業保険︑

支出が増えるときには児童手当︑収入が途絶とか減

貧困原因が予測できるのであれば︑子供にかかる

そういうことがイギリスの研究でも見られたのです︒

の子が十五のときは︑本当に親の暮らしも大変だった︒

がありました︒子供が六人︑七人︑八人いて︑一番上

です︒日本でも︑
﹁惣領の十五は貧乏の峠﹂という言葉

ういう研究の積み重ねで今の制度ができてきたわけ

れるかもしれないが︑当時は大きな発見であって︑こ

ティーと英語で言いますが︑この言葉自体は一九三〇

にやっと充実した制度なのです︒ソーシャルセキュリ

で見ると際立って新しい制度です︒第二次世界大戦後

で聞いてください︒社会保障制度は︑人類の歴史の中

も多くおられます︒そういう方は︑おさらいのつもり

方の肩書きを見せていただきますと︑福祉関係の方

まず社会保障制度の定義から始めましょう︒皆様

いに変わってきました︒人が貧困に陥るのは本人の努

ほうが長かったと思います︒しかし︑十九世紀末ぐら

考えです︒人類の歴史で言うと︑そういう考え方の

だから貧困に陥るのだという︑本人の原因ですという

ります︒一つは︑本人が怠惰だから︑アルコール中毒

るのかということについては︑大きな二つの流れがあ

自分の身をおいて考えてください︒人はなぜ貧困に陥

今から百年前︑それから︑六十年前︑七十年前に

障害︑死亡︑老齢︑多子に対して︑保険的な方法か︑

り︑人の一生には貧困原因がある︒病気︑けが︑出産︑

燃えていたときに書かれたものです︒ここでも︑やは

を立ち上げていくか︑ある意味︑お金はないが理想に

一九五〇年ですから︑戦争が終わって︑どういう制度

本 で は︑ こ こ に 書 い た も の が よ く 引 用 さ れ ま す︒

で は︑ 社 会 保 障 制 度 の 定 義 に 移 り ま し ょ う︒ 日

なぜ難しいのか︒このことについて考えてみたいと

に加えて︑
﹁社会保障制度における国と地方自治体の

ために整備された制度が社会保障制度です︒

年代にアメリカで初めて使われまして年金だけを意

力以外の理由があるのではないか︑という考えが出て

あるいは税金を使うか︑どちらかの方法において経済

老齢期には年金を充実すればよいという話になってく

役割の在り方﹂というテーマもいただいたわけです︒

味する言葉でした︒現在︑ソーシャルセキュリティー︑

きたのです︒例えば世界的な戦争が起こる︑
それから︑

的な保障の道を講じる︒それでもだめな場合の生活

困窮に陥った者に対しては国家扶助によって︑最低限

るわけです︒

つまり︑社会保障制度は︑年金だけではなくて︑医療︑

世界的な不況が起こるなどです︒
それとともに︑十九世紀末にライフサイクルの研

介護︑社会福祉︑生活保護などの諸制度を含みます︒
では︑含まれている諸制度に共通するものは何かを考

国を再建するために︑心を燃やす理想が欲しいので

国家理念が必要だということになりました︒新しく

いう国をつくるか︒戦争も末期になったときに新しい

一九四五年に終わった第二次世界大戦の後で︑どう

それだけで終わるのではなくて︑今度︑年老いて収入

すと︑親の世代は少し楽になり貧困線の上に上がる︒

は貧困線よりも下に陥る︒しかし︑下の子が働き出

た︒昔は子供が多かったので︑子育てが大変な期間に

人の一生を研究して貧困線というものを明確にしまし

ころがよく引用されます︒

導︑更生指導︑そのほかの援護育成を行うというと

自立して︑その能力を発揮できるよう必要な生活指

福祉についても言及されてあることが︑この特徴です︒

ように保障するということが書いてあることと︑社会

国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営む

の生活保障をするということが書いてあります︒

はないか︒その意味で有名なのはイギリスのビバレッ

が入らなくなると︑また貧困線の下に陥っていく︒こ

社会保障は︑貧困になることを防ぐ制度︑先ほど

究が活発になってきます︒イギリスのラウントリーは

ジ報告です︒イギリスは一時﹁揺りかごから墓場まで﹂

ういうふうに︑人の一生には︑貧困原因となるものが

申し上げました貧困原因に前もって対処する防貧制

えてみましょう︒

と言われました︒

ある︒今から言いますと︑何だ︑そんなことかと思わ

新たな国家理念として福祉国家が出てきたわけで
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スの給付や金銭給付を行う供給主体になることもあ

合の保険者となり︑事業主負担をしています︒少し

る︒ほかの国に比べると︑こういった分野ではまだま

ます︒積極的労働政策は︑例えば失業者に対する職

一九七三年︑七五年に第一次︑第二次の石油ショッ

だ国の手足になっているという印象です︒

度と︑そういう制度をつくっても︑制度から漏れてし

度であるというような分け方を従来してきたのです︒

クが起き︑そのころ日本はまだ完全雇用を謳歌してい

生活保護も︑ケースワーカーの部分は単独でしてい

前までは国民年金の保険料も市町村が徴収していま

防貧制度は︑公的年金︑医療保険︑失業保険︑介護

ましたが︑それ以降︑ヨーロッパは高い失業率に悩ん

ますし︑生活保護費の二五％を地方で負担していま

業訓練︑職業教育を言います︒これは︑まだ日本で

保険︑児童手当で︑救貧制度は︑日本で言う生活保

できました︒以来︑積極的な労働政策が重要視され

す︒それから︑公衆衛生︑ごみ処理︑公営住宅の提供︑

まって︑貧困原因を除去することができないで貧しく

護で︑一般には公的扶助と言われているものである︒

ています︒積極的な労働政策を受けている人は失業

その他があります︒

した︒社会福祉についても財政負担をし︑財・サービ

第二次世界大戦が終わった直後に︑社会保障制度

率には含まれません︒各国の失業率の統計を比較す

は支出が小さいです︒

をつくった人たちは防貧制度を充実させると︑いずれ

かなりの数の人が積極的な労働政策の下にあるとい

るときには︑例えばスウェーデンで失業率が低くても︑

なってしまった︑そういう人たちを助けるのが救貧制

救貧制度である生活保護制度は縮小してしまうはず

地方自治体は社会保障制度のどの部分を担ってい

だという理想に燃えていました︒果たして︑そのよう

と労働政策を合わせたものが広義の社会保障関連制

分類です︒これに社会保障関連施策である住宅政策

福祉︑児童手当の五部門からなるというのが日本の

社会保障は社会保険︑公的扶助︑公衆衛生︑社会

ります︒だから︑貧しい人への対策がどうなっている

スウェーデンのように障害年金を多用している国もあ

ます︒生活保護制度で対応しようという国もあれば︑

えるのにどの制度で対応するのか︑ということに尽き

社会保障制度も幾つかありますが︑貧しい人を支

いて︑皆様が肌で感じておられるように︑地方団体に

ます︒九年間地方財政審議会の仕事をさせていただ

という意味だけであって︑義務的な単独事業もあり

別問題です︒単独事業は国庫補助負担金が付かない

独事業がありますが︑義務的な事業か否かとは全く

があります︒地方自治体の事業には︑補助事業と単

るかということですが︑ここで押さえておきたいこと

度です︒

かというのは︑こういう制度を見ただけでは一概には

対する風は非常にきついと思いました︒地方の歳出を

うことがあります︒

でも︑国際比較するときには︑定義をそろえなく

分からないところがあって︑こういうことにも注意す

一九七○年︑一九八〇年︑二〇〇七年︑高齢化率は
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になってきたでしょうか︒

てはいけません︒ＩＬＯによる社会保障の定義は︑年

削減しろという主張には︑ややもすれば単独事業を

全部切ってしまえという話もあるのでここで確認して

る必要があります︒
では︑日本の自治体は︑社会保障制度のどの部分

金 とかそのよ う な 分 類 をしないで︑高 齢 者 対 象 か︑
遺族か︑障害を持った方に対するものか︑労働災害︑

おく次第です︒

大きく担っています︒これが大きな特徴です︒例えば

二〇三〇年まで︵推計︶
︑国立社会保障・人口問題研

を担っているのでしょうか？ここでは簡単に見ておき

付費には入りません︒ＯＥＣＤの基準による社会支出

医療にしても︑国民健康保険︑老人保健︑後期高齢

究所の﹃社会保障給付費﹄から作成しました︒日本︑

保健医療︑家族︑失業︑住宅︑生活保護︑その他と

では財政面を見ましょう︒これは︑失業率及び高

は︑保育所を建てた場合の建設費も入ります︒現在︑

者医療制度の保険者になり︑公立病院を運営し︑共

アメリカ︑イギリス︑ドイツ︑フランス︑スウェーデ

たいと思います︒
日本の地方自治体は国際的にみても︑

国際比較をするときにはデータが整っているという理

済組合保険の保険者になっています︒介護は保険者

ンが載っています︒ごらんになると一目瞭然ですよね︒

いう分類をします︒これは︑個人に対する給付だけ

齢化率の国際比較です︒
︵表 ︶

由で︑こちらが使われます︒社会支出は高齢︑遺族︑

及び事業主負担もしています︒地方団体として財政

高齢化率は︑一九七〇年から二〇三〇年まで︑日本は

社会保障制度全般にわたって大きく関与し︑財源も

障害︑業務災害︑傷病︑保健︵医療の現物給付︶
︑家族︑

的にも負担金を出しているわけです︒年金は共済組

ですので︑例えば保育所を建てても︑社会保障の給

積極的労働政策︑失業︑住宅︑生活保護に分類され

1

●社会保障制度の在り方と財源

−全国知事会主催講演会の概要−

わけです︒二〇三〇年には︑米国︑英国︑ほかの国も

七％からもう三二％まで駆け上がるように登っていく

ます︒

題でしたので失業対策も日本の何 歩も先を進んでい

しくなりました︒ＯＥＣＤ諸国では失業が大きな問

は失業が大問題になり︑それにつれて入国規制が激

ものに対する支出が低い︒スウェーデンが障害に対す

日本では失業︑積極的労働政策︑家族︑そういった

がとれないという理由で統計に計上されていません︒

低いです︒日本でも住宅政策はあるのですが︑統計
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二％の失業率なんて誤差の範囲だと言います︒だから︑

日本は完全雇用の社会を謳歌していたわけです︒失

業率が四・四％から三・九％︑今は五％台に上がってい

ますが︑戦前及び戦後の混乱期を除くと︑今︑初め

て高い失業率を迎えているわけです︒今生きていらっ

しゃったら百歳くらいの方が︑
﹁自分たちが若いころ︑

大学を出て就職がないのが当たり前の時代だった︒だ

から︑じたばたするな﹂ということをよくおっしゃっ

ていました︒前にロンドンで暮らしたときに︑フラッ

トの上に住んでいる四十代ぐらいの男性が昼間歩いて

いたのですが︑思わず︑
﹁今日はお休みですか﹂と言い

そうになって︑
﹁ああ︑そうか︒彼は失業しているの

だ﹂と思い直しました︒それくらい︑昼間男の人が町

の中にいると休みなのだと思うぐらいに完全雇用を謳

歌していました︒それが今︑急速に変わっていて︑昨

日会った三十代前くらいの男性も半年 前に職を失っ

て︑
﹁今︑求職中です﹂と言っていましたし︑周りにそ

ういう人も本当に多くなりました︒

日本が完全雇用を謳歌していた時期にヨーロッパで

るのが異様に高くなっていますが︑それは︑先ほど言っ

ご存じのようにアメリカは︑国民全体をカバーする公

日本の支出は︑ＯＥＣＤ基準で見るとどういう特

ＯＥＣＤ諸国ではＧＤＰの二割から三割くらい︑ア

的な医療保険はなくて︑高齢者のための医療保険と

二二％とか︑ドイツは日本と同じように少子化に苦し

メリカでは二〇〇五年の推計ですが一六％です︒国内

生活困窮者のための医療扶助があるだけです︒国が

たように障害年金を積極的に利用しているからです︒

ご苦労が目に見えるくらい日本は非常に伸び率が大

総生産の二〜三割ぐらいを社会保障のために支出す

積極的に労働政策を推進していないし︑家族に対す

徴があるのでしょうか︒
︵表 ︶

きいです︒人口が減る中で高齢者のシェアがぐんと大

る︑大変な規模です︒日本は一九％ですが︑年々増加

る給付も低いのです︒

んでいるので二七％くらいになります︒政策立案者の

今度は失業率を見てみます︒失業率は︑日本はつ

しています︒日本ではまだ積極的労働政策の割合が

きくなるという状況ですね︒

いこの間 まで一〜二％でした︒労 働 経 済 学 者 は一〜
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年金が伸びているのです︒先ほどの人口のカーブから

のです︒やはり高齢者に対するものが伸びています︒

もありますが︑保健のほうはそれほど伸びていない

になる︒この間のＧＤＰの伸びが低かったということ

二八・七％だったのが二六・七％になって︑また二七％

付は日本に比べるとかなり制限されています︒

会保険料だけで運営します︒だから︑介護保険の給

とが行われます︒それは異例のことで︑基本的に社

そのかわりに事業主負担を低くするというようなこ

また︑ドイツなどではたまに環境税の一％を繰り入れ︑

では︑日本の社会保障制度の特徴についてお話しま

もそうではないです︒例えば年金ですと︑所得が一定

にとれば当たり前のことですが︑世界で見ると必ずし

日本の特徴は︑皆年金︑皆保険です︒これは︑我々

す︒大 ざっぱな話からいきますと︑医 療︑年 金︑介

意加入です︒医療保険もそうです︒本人に収入があっ

額以上ある者が強制加入となり︑そうでない人は任

いくとまだ伸びます︒

護が社会保険であるというのが特徴です︒医療を税

てもなくても︑とにかく全員をカバーする制度をつく

金で実施している国はあります︒例えばスウェーデン

職域の制度を基礎に分立した制度を持っている国

では県が自分のところの税金で実施していますし︑イ
ＨＳで︑全部国税でやっています︒日本は︑ドイツと

もあれば︑イギリスの国民保健サービスのように︑単

るのが日本の特徴です︒

かフランスのように社会保険で医療を運営していま

一の制度で国民をカバーする制度もある︒日本の制度

タリアもそうです︒イギリスでは︑ご存じのようにＮ

す︒年金も社会保険の形式をとっています︒介護も

なども統一する流れを持っているのが特徴だと思いま

は︑制度が分立していながら︑できるだけ給付水準
国もありますが︑日本はドイツのように介護保険を

す︒

そうです︒公的介護は︑地方の税金で実施している
導入しています︒

すぐお分かりいただけるのが︑日本だけが増えて

たまに目 的 税 を 導 入 す ることも あ り ま す が︑通 常︑

ンスなどのように社会保険方式をとっている国では︑

うことにすぎません︒そうは言っても︑ドイツやフラ

料を納めていることが給付をもらう要件であるとい

税方式かで分類します︒社会保険方式は︑社会保険

と思うくらいパッチワークで︑交渉の産物として制度

デルにならない︒よくあのような制度でもっているな

す︒日本のこれからの方向を考えたいときは︑余りモ

タイルは魅力的ですが︑制度研究では魅力がないので

す︒例えば社会保障で言いますと︑フランスの生活ス

ておもしろいなと思ったのは︑一時が万事という点で

地方財政と社会保障の両方を国際比較研究してみ

いる状況です︒高齢と保健と合計額を見てみたので

財源の九割以上は社会保険料です︒日本では︑社会

が分立しています︒北欧系は一つの制度でカバーしよ

年金制度を分類するときは︑まず社会保険方式か︑

すが︑二〇〇一年︑二〇〇三年︑二〇〇五年と一番新

保険方式をとりつつ︑税金がかなり入ります︒これ

初めて知ったときは︑私は︑感動のようなものを覚え

地方財政についても同じことが言えるということを

くるというのが特徴です︒

しくとれるものを三点比較します︒日本は︑一七％︑

まず社会保険料として住民がどれだけの保険料を払

日本の制度の立て方で私がおもしろいと思うのは︑

スウェーデンでも二九・五％︑三一・九％︑三〇％ と︑

えるのか︒そこから制度を組み立てていくところです︒

す︒ほかの国︑例 えば一番 負 担の大きいと言われる
あ る 程 度 定 常 状 態 に あ る と 言 い ま す か︑ド イツ も
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−全国知事会主催講演会の概要−
●社会保障制度の在り方と財源

類があって︑もっとまとめられないのかという点があ

一般交付金とか特定補助金を調べても︑いろいろな種

権化しているのですが︑例えば地方に対する国からの

どと思うところがあります︒フランスも同じように分

きています︒地方分権の進めぐあいにしても︑なるほ

からいろいろな研究者が勉強に行くぐらい合理的にで

たのです︒スウェーデンは︑財政調整についても日本

は負担しないのか︑と質問される︒日本では多くの事

ある︒ヨーロッパ諸国で説明しても︑何で一〇〇％国

庫補助負担金も一〇〇％ではなく︑地方の裏 負担が

負担も分けていることが通常なのです︒日本では︑国

の仕事︑地方の仕事は地方の仕事と︑権限もお金の

それについて補助金を出すこともない︒国の仕事は国

金を給付し︑地方自治体を通さない︒地方自治体も︑

童手当については国の役所の出先あるいは郵便局で現

数値の中に地方単独事業などは含まれないからです︒

にはこの数値はだめなのです︒なぜかと言うと︑この

値を使いましたが︑今後地方消費税を議論するとき

所の社会保障給付費の推計です︒私は便宜上この数

かったのです︒これは︑国立社会保障・人口問題研究

六・六兆円です︒昔は年金のほうが医療より額が小さ

二十七・五兆円で︑福 祉が十五・八兆円︑う ち介 護が

と︑ 年 金 が 最 も 大 き く 大 体 四 十 兆 円 で す︒ 医 療 が

とが言えます︒

ります︒そういうパッチワークのような制度だから︑

務が国と地方の相乗りの負担になっています︒これが

際にできるかどうか別にしまして︑日本はそういう

欧型に近いのではないかとの印象を持っています︒実

させるというように︑地方は国にとってやはり手足と

担させればいいということが書いてありました︒何々

保護は市を通じて配らせたらいい︑地方にも少し負

戦後すぐの社会保障の資料を読んでみると︑生活

の割合が低く年々高齢者にかかる経費が伸びており︑

害︑家族︑失業及び積極的労働政策にかかる給付費

おいても国税と地方税の両方が財源となる︑また︑障

国税や地方税が投入される︑社会福祉や生活保護に

財政的な特徴をまとめると︑社会保険であっても

財 政 的 な 特 徴 で す が︑ 給 付 費 だ け を み ま す

いろいろな人の利害を保ちながら国全体として統一で
大きな特徴です︒

感覚を持っているということと︑あと平等意識が非常

考えられているのだと思いました︒

を持ちたいという国があって︑日本は志向としては北

きるという国と︑わりあい合理的ですっきりした制度

に強い国だと思います︒

今後更に伸びるということです︒

も医療行為などにも自己負担を一様に取るというの

け一部自己負担という国もありますが︑日本は薬剤

のある人はいいが︑大変かなという気もします︒薬だ

は賛成ですが︑仮に高齢期に三割取られたら︑お金

己負担は取らないです︒私は︑自己負担を取ること

イギリスのナショナルヘルスサービスにかかっても自

診てもらったときには︑原則︑自己負担は取らない︒

方式をとっているドイツやフランスも︑例えば病気を

本の大きな特徴だと思います︒同じように社会保険

保険サービス受給時に自己負担があるというのも日

活保護を受給するのです︒後でお話ししますように︑

るので︑その制度から手当を受けるまでの期間に生

業手当とかほかの制度が貧困対策として充実してい

月ぐらいしか受給期間がないんです︒その理由は︑失

は︑地方自治体の税金で実施していますが︑平均三ヵ

れている制度です︒例えばスウェーデンだと生活保護

されます︒入りにくいが︑入ったら出にくいと言わ

が異なろうと︑貧しいということで同じ制度でカバー

であろうと︑同じ制度でカバーされます︒貧困原因

活保護は︑ご存じのように高齢者であろうと︑だれ

どのように一時的︑臨時的な制度ではない︒日本の生

出を減らすことができなかったのかという問題にかか

さな政府で行こうと決意をしたときも︑なぜ社会支

うなったのか︒各国とも大きな政府を止めよう︑小

やはり中核を占めるのが地域福祉です︒では︑何でそ

す︒安全・安心を提供する行政課題に変わりつつあり︑

に変わっていることは肌身に感じておられると思いま

要だということです︒地方自治体の行政課題が急速

重要なのは︑どういう 社会を築くのかビジョンが必

いう決断ができないだけではないかと思います︒一番

何 も 変わっていないが︑どのように対 処 するのかと

年金など︑私が大学院で学び始めたときから問題は

生活保護は包括的制度であり︑かつスウェーデンな

が特徴です︒

各国とも新たな貧困が大きな問題になったときに生

わってきます︒

また︑
医療や介護の保険者に地方団体もなっていて︑

社会福祉や生活保護の現金給付︑現物給付や人的

活保護制度を大きく変えているので︑今で言うと先

日本の社会保障制度の課題ははっきりしています︒

サービスなどの運営管理主体が地方自治体であるの

進諸国の中では珍しい制度のまま残っているというこ

それは︑一口で言いますと︑家族が変わったという

も日本の特徴である︒例えばほかの国であれば︑児
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プロセスをたどると家族が同じように変わってきてい

人種も違うけれども︑同じような産業︑工業社会の

は思っていました︒しかし︑現実には︑宗教も違うし︑

た︒ヨーロッパとは家族は違う形態をとると若いころ

百人いれば十五︑
十六人︒ヨーロッパ並みになりまし

れから︑五十歳をシングルで迎える男性は︑同級生が

親子四人の世帯など日本で割合が減っています︒そ

ことです︒よく言われるように︑標準的と言われる

にどの程度影響を与えるか︑ということになります︒

したがって︑年 金は︑資 本 蓄 積︑ひいては経 済 成長

しなくともいいな﹂というように貯蓄が減ってきます︒

年金が充実してくると︑
﹁老後のためにそんなに貯蓄

や︑全く価格を高めないという議論が対立しました︒

争 力を弱めてしまうのではないかという 議論と︑い

されるかが議論になりました︒価格を高め︑国際競

が上がります︒労働コストは︑価格へどれぐらい転嫁

例えば社会保険料が高くなってくると労働コスト

まうかもしれない︒権利意識はすぐに変化するので︑

になって大阪市は大きな社会福祉事務所になってし

同じだったら六割ぐらいが生活保護費に使われること

出のうちの一五％が生活保護費なので︑ほかの条件が

も四倍にはなるわけです︒大阪 市だったら︑今︑支

す︒イギリス並みに八割になったら︑皆さんの地域で

活 保 護を受けている人は一割か二割と言われていま

日本では︑生活保護を受ける資格があるのに︑生

した︒
﹁権利のある人は生活保護を申請してください﹂

る︒離婚が増え︑再婚が増え︑生涯シングルが増え︑

う意思決定にもかかわりますので︑労働供給に影響

年金が何歳からもらえるかで︑何歳まで働くかとい

も権利意識が強まってくると考えられ︑それにつれて

多分︑地方自治体が今かかわっている諸給付について

と国がテレビでスポット広告を流しました︒

ように︑同じように変わってきている︒扶養意識も当

シングルペアレントが増え︑高齢者世帯が増えという

します︒こういったことでものすごく 議論が活発に

就業形態の多様化への適応についてですが︑一番初

然変わっています︒愛情に重きを置く家族は不安定

国民生活に安心を提供すること︒これは︑国家の

めに﹁市場対国家﹂の本を紹介しましたが︑あの中で

仕事も対応もかなり変わると考えられます︒

こういったことを背景に︑生活保障のための社会的

安寧にもつながります︒
﹁年金どうなるのだろう︑医

も既に言われていることです︒経済はグローバル化し

なってきたのです︒

なインフラとして社会保障制度が必要になり︑もう

療どうなるのだろう﹂ということでは余りよくないし︑

になる︒結婚も家族も生活保障手段ではなくなった︒

既に生活設計に組み込まれている︒今の生活設計で

国際競争激化への配慮があります︒社会保障制度

とになっています︒

期化・深刻化への対応は︑あとで話しますが深刻なこ

就業形態の多様化への適応︑それから︑失業の長

です︒
﹁ここ四︑
五年のことですね﹂
︑ということです︒

もらえるか﹂と聞きに来る人が多くなったということ

う人が多かったが︑最近では﹁どうすれば生活保護を

すが︑これまで生活保護を受けるのが恥ずかしいとい

マンショックで経済が急速に悪化する前に聞いた話で

給付に対する権利意識が変化してきました︒リー

した救貧制度と防貧制度が整備されているはずなの

期化︑深刻化しています︒そうすると︑先ほど説明

雇用は労働者のうちの三割になりました︒失業が長

るということが書かれています︒今︑日本では非正規

から︑労働者は置いてきぼりになって大変な状況にな

じ生産手段である労働はそれほど移動できない︒だ

まみのある投資先を求めてすぐに移動しますが︑同

て︑政府の規模を縮小し︑規制緩和して市場を開放

の経済的影響への配慮というのはこういうことです︒

日本は︑特に地域性もあって︑新潟県のある市では係

に︑現実には﹁あれっ？﹂ということが起きているの

どの国でも下手したら政権の命取りになりかねない

今から三十年以上前に経済学の名だたる︑ノーベル

の人でさえ︑
﹁何でここまで我慢されましたか﹂と聞く

です︒

公的年金がないことなど考えられないぐらいになって

賞をもらったような研究者も含めて︑社会保障の分

ぐらい﹁我慢してからやっと申請に来る﹂と言ってお

その理由はこういうことです︒失業 保険に入って

すれば︑資本と情報は各国をめぐります︒資本はう

野に経済学者がどっと流れ込んできた時期があるので

られました︒例えばイギリスであれば︑権利ある人の

いなかった人がいるかもしれない︒失業保険に入って

のが社会保障制度です︒

す︒彼らは何を言い出したかというと︑社会保障制

うち八割︑九割が生活保護を受けています︒いっとき

いなかった若い人が生活保護をもらえるかというと

いますが︑生活設計に深く入り込んだものを変更す

度が規模も大きくなり︑経済に対する影響が無視で

は全世帯の四分の一が生活保護をもらっている状況で

ることは非常に難しい︒

きない時代になったと言ったのです︒
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−全国知事会主催講演会の概要−
●社会保障制度の在り方と財源

ういった制度にするほうがいいですよと提言していま

これが重要です︒

ています︒それから︑公営住宅の供給もしています︒

そうでない場合がほとんどです︒
﹁まだ若いんだから︑

それから︑総合行政が日本の地方自治体の大きな

日本の社会保障の具体的な問題として︑まず︑財

増大する人的サービスの需要︑ひいては社会保障

すし︑いろいろな提言はあるのですが制度はまだ変

しても︑国民健康保険は職域保険のない自営業者の

源問題があります︒地方消費税の議論も入ってくる

関係費の上昇にいかに対応するか︑財源の問題と総

どこかで仕事見つけてきなさいよ﹂と言われたら︑宙

ための保険でしたが︑今︑自営業者でない加入者の方

わけです︒また︑地域の格差と言いますか︑人口減少︑

合行政が生かされているかを点検することが重要だ

特徴です︒総合行政の規模が大きく︑投資を多く担っ

が多くなっています︒無職の人や失業者︑非正規の労

高齢化で医療や介護についてサービス供給困難地域

と思います︒

わっていないという状況です︒

働者が国民健康保険に加入し︑国民健康保険は所得

が拡大する︑アクセスの保障︑これも大きな問題です︒

ぶらりんになってしまうでしょう︒それから︑医療に

の低い人の保険という色彩が強くなっています︒国民

貧困層と貧困予備軍の拡大も問題です︒就労支援

たが︑長期に入院すると仕事を続けられないので︑自

業できた︒健康診断で﹁がんかもしれない﹂と言われ

知人の中年男性ですが︑非正規の仕事にやっと就

私は考えています︒

県で引き受けて範囲を広くしても救済にならないと

をつくり︑働ける人には就労支援と結びついた新たな

ことはできないということで高齢者は高齢者用の制度

かし︑高齢者には今さら働いて︑そこから自立という

本のように包括的な生活保護制度だったのです︒し

のかという課題があります︒例えばイギリスでも日

が重要で︑失業保険と生活保護の連続性をどう図る

問題があります︒国と地方の役割分担を明確にして

地方団体は貧困対策を担い切れるかという大きな

す︒

とか︑その人の人間的な魅力とかが重要になってきま

職員に期待されるのは企画力だけでなくて︑調整力

コーディネーターとしての役割が大きくなりますので

わる︒先ほどのように供給主体が多様化してくると︑

職員の期待される資質をいかに育むか︒仕事が変

健康保険を県で引き受けろという意見もありますが︑

分はお父さんを養っているから病院に行かないと言う

制度をつくった︒就労支援を軸に︑失業保険と生活

いくことが︑これからの地方と国の大きな課題である

のです︒
﹁お金を出すから行ってよ﹂と言っても︑﹁いや︑

保護の連続性を保つような制度を各国とも導入して

は地方にという議論があります︒保育サービスのよ

いい﹂と言うのです︒ほんの十数年前の社会では考え

準市場の育成・健全化︑監視は︑地方自治体にと

うなものは地方でやるから︑児童手当のようなものは

と思います︒そのときに現金給付は国に︑現物給付

家族の変容への適応ですが︑日本の国民年金は専

り最も大きな問題です︒これは地方分権が進んだと

国庫負担でまるまる負担してくださいねというのは︑

いるのですが︑日本はまだです︒

業主婦の保険料はただですが︑その人が仮に離婚し

きの課題であると言うノルウェーの学者もいます︒

られないような状況になってきています︒

て生活が非常に貧しくなると︑今度は国民年金の保
が高く専業主婦になるのが当たり前の時代︑皆婚社

険料を納めなければならない︒専業主婦世帯の割合

険は供給主体が多様化しており︑みんながそこで介

に似ていますが公的規制があります︒例えば介護保

普通は市場と言い準は付けません︒準市場は市場

ておかなければならないことは︑地方自治体は貧困

でも︑そこのところで︑地方自治体として肝に銘じ

一つ説得力があると思います︒

会で作られた六十五年前の制度のありようが︑現在

対策を担い切れないということです︒生活保護に関連

ないとだめだということです︒国際比較研究をしてな

護サービスを売ったり 買ったりしているわけですか
介 護 保 険 市 場 に 流 れ る お 金 は 公 共 の も ので す が

るほどと思ったんですが︑貧困は全国一様に起こるわ

の制度の前提になっています︒家族が変わり︑就業形

サービスの価格などは公的に規制されます︒地方自

けではなく︑突発的にある地域に集中して起こりま

する貧困対策は︑やはり国で財政負担をしてもらわ

治体が供給主体にならなくても住民にとって満足の

す︒日本の貧困問題は︑今︑大都市問題です︒時代

ら︑そこが市場です︒

いく健全な市場であるかの監視︑サービスの質の確保︑

態が多様化したときに︑保障から漏れる人が出てき
ています︒そこのところをどう対応するのか︒これは︑
深刻な問題です︒
これについては︑知事会と市長会の﹁新たなセーフ
ティネット検討会﹂でも︑今の生活保護を改めて︑こ
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が大きく変化してきて︑政令市のようなところが大

きな貧困問題を背負っています︒突発的に地域に集

中して起こるときには︑一つの地方自治体ではそれを

担い切ることは不可能です︒では︑地方交付税があ

るではないかと言 う人もいますが︑本来︑地方交付

税はそういうものではなくて︑地方自治体の平均的

な支出に対して保障するというものであって︑突発的

に起き︑なおかつ起きた以上は︑必ず 保障しなけれ

ばならないものまでを保障するものではない︒

なお︑ドイツでは︑貧困対策としての就労支援は

市町村が担い︑財源負担も全面的に担っているという

人がいますが︑それは違います︒

それでは︑ここから統計について重要なことを話し

ます︒国︑
地方を通じる目的別歳出構成費を見ますと︑

社会保障関係費は︑十年前は二三・六％だったが︑も

例えば大都市の生活保護費の割合は非常に大きい

う二八％になって︑更に伸びてきますよということで

財 源 で す か ら 給 付 費 よ り も 多 めで 百 兆 円 に な り

のです︒台東区は︑支出のうちの二二％が生活保護費

す︒

社会保障関係費︑民生費︑衛生費︑住宅費︑そのほ

ま す︒ こ れ だ け で 見 て み る と︑二 〇 〇 三 年 で 国 税

なのです︒大阪市は一五％︑これで果たして総合行政

これは︑
﹁地方財政白書﹂からとった数値なのです︒

かですが︑社会保障関係費は国が二十二・四兆円︑地

二十一兆円に対して地方 税六兆円しかないとか︑国

が生かされるのかということになります︒

︵表 ︶

方のそれは二十三・九兆円で︑国から地方に対する支

税 が二十二兆 円に 対 して地 方 税 が八・八 兆 円 しかな

残された時間で自治体のこれからを考えるという

れていない︒だから︑
私たちが議論をするときには﹃地

出が四・六兆円︑それを差し引いてネットで見まして

いとかいうことになって︑地方 税が非 常に低いと思

ことについてお話します︒地方分権は先進諸国に共

付費﹄
に掲載されている社会保障の財源を見ましょう︒

も国が十七・八兆円︑地方が二十三・九兆円です︒総額

われるでしょう︒
﹃地方財政白書﹄では︑地方 負担は

通した流れです︒十月 末からオランダに調査に行っ

この数値でいくと︑地方自治体の社会保障にかか

中に占める地方の割合は五七・三％︑民生費︑衛生費︑

二十三・九兆円でしたね︒
﹁何だこれはおかしいではな

てきました︒なぜかというと︑オランダは先進諸国の

方財政白書﹄に基づく数値を使うことが大切です︒

それぞれで見ても同じことです︒地方自治体が大き

いか﹂と思われる方がいらっしゃるでしょう︒
﹃社会保

中では分権が進んでいない珍しい国だと聞いていたの

わる支出は︑国よりも大きいということになります︒ ︵表 ︶

な割合を占めます︒

障給費﹄には︑先ほど申し上げたように単独事業は入

ここで国立社会保障人口問題研究所の﹃社会保障給
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−全国知事会主催講演会の概要−
●社会保障制度の在り方と財源

て︑一つは︑ＥＵによりヨーロッパ諸国が国境がない

分権が先進諸国に共通した流れになっている理由とし

伝統的にも基本原則だという考えを持っている︒地方

が︑全然そうではなかった︒地方分権を進展するのが

で︑本当にそうかと知りたい気になったからなのです

いではないか︒入り口が二つなのてナンセンスではな

中で︑
﹁やりにくい︑総合行政のメリットが生かせな

と思います︒住民ニーズに合ったサービスを提供する

くいと役場の人が考えているかどうかが大きな鍵だ

いう規制があるから︑自分の町に合った仕事ができに

か︑地方自治体は︑大きなところから小さなところま

特に三位一体改革を真正面で見て感動したと言います

どうするんだ﹂ということが大事だということです︒

ことは︑
﹁これからどうなる﹂ではなしに︑
﹁これから

地方財政審議会の仕事をさせていただいて感じた

治体のデータを使わないといけないということです︒

を目の当たりにしたときに︑
﹁
﹃どうなるの﹄ではなく

という宣言をしまして︑それで国とやり合った︒それ

いか︑自分たちにもっと任せれば効率的にできるぞ﹂
︑

財源の問題ですが︑知事会でも資料とか意見書と

て﹃どうしたいんだ﹄だ︒それで動けば世の中は変わっ

ぐらいに統合してきたので︑地域というものが非常に

ですから︑環境というものも含めて安全・安心を

議論がもう既に始まっています︒地方消費税は︑所

か提言もいろいろ出しておられますが︑地方消費税の

でありますから当然利害は対立することもあるはず

与えるサービスの提供というのは地方自治体の新た

ていく﹂と思いました︒財源についても︑やはり地方

そういうことを感じてきたので︑日本でも地方分権が

な行政課題です︒余談になりますが︑地方自治体の

得税法の改正のときに︑まず︑このように書かれまし

自治体は結束して当たっていかなければいけない︒

重要になってきたということがあります︒あと一つは︑

仕事の意味が初めて分かったのは︑研究対象の先進諸

た︒含意だけ言いますと︑消費税が引き上げられる

です︒だけど︑地方六団体が﹁小異を捨て大同につく﹂

国ではなくて︑皮肉なことに︑いわゆる発展途上国と

ときには︑先ほどの医療とか年金とか介護とか社会

住民の権利意識も変わってくる︒住民からの突き上

徐々に進んできたのです︒

言いますか︑フィリピンとかタイとかインドネシアの

保障の給付費のほうに回しますよと︒それから︑基

げも激しくなるだろうし︑供給主体は多様化してく

やはり︑高齢化社会の到来だと思います︒

専門家と一緒に地方財政についてシンポジウムをした

礎年金︑今︑三分の一だけ国庫負担が入っていたのを

分かったのです︒これは︑我々がふだん当たり前過ぎ

を守るためにどれだけ貢献をしているか︑とてもよく

も整備されていない国で︑地方自治体は︑住民生活

ように生活保護費の地方負担分とか︑生活保護のケー

子化対策にも使いますよとなったのです︒お気づきの

を言っていたときに地方自治体が猛反発しまして︑少

二分の一に引き上げる財源に使いますよと︒それだけ

例えばスウェーデンの場合︑これが地方分権の究極

いけない︑苦情処理はしなければいけない︒

ればならないし︑コーディネーターにもならなければ

る︑供給主体が提供するサービスの質は監視しなけ

地 方 自 治 体の足 元 を 見 れば行 政 課 題は変わるし︑

ときでした︒まだ高速道路はおろか普通の生活道路

て忘れていることだなと思ったのです︒経済が発展し

ようが︑高齢者が満足していればいい︒そのかわり高

の姿かなと思ったのは︑老人ホームの規制がないこと
地方消費税については︑検討するというような書

齢者に不満がある場合は︑ホットラインで県のほうに

スワーカーの人件費のように単独事業などはここには

き方なのです︒役所仕 事で検討すると言ったら︑ど

苦情処理を受け付ける部門がある︒私たちは︑高過

て︑人口が高齢化し少子化が進んでいる国は︑同時に

ういう意味か皆さんはよくご存じでしょうが︑このよ

ぎるコストには耐えられないので︑今ある資源を生か

でした︒どんなところに住もうが介護職員が何人い

どういう枠組みで住民ニーズに最も合ったサービス

うに書かれて︑では︑あきらめるかというと︑今話し

しながら︑どういったサービスを一番いい方法ででき

含まれない︒

を提供できるかと言うと︑分権的な意思決定ができ

ましたように︑これから必ず増えていく地方自治体

るのかというと︑やはり現場がすぐに決定できるよ

家族が変わっています︒そういう中で︑地方行政は住

る仕組みです︒なぜかというと︑住民のニーズは地域

の社会保障関係費にとって安定財源は絶対必要なの

うな仕組みが望ましいということなのですが︑それは

民生活に直接かかわる︑介護や育児など︑安全安心

によって違うからです︒高齢化とともに地方分権が

です︒あのように書かれてもそれで引くわけにはいか

黙っていてはやってこない︒

を提供する行政に変わってきています︒

進みます︒

ない︒議論するときは︑
﹃地方財政白書﹄など地方自

次は規制についてです︒仕事をしている中で︑こう
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いということが︑例えば北欧のフリーコミューンの地

まま反映されていないか︒総合行政が生かされていな

に︑縦割りになり過ぎていないか︒国の縦割りがその

す︒一人の住民が何とかしてほしいと役所に来たとき

総合行政は生かされているか︒これも重要なことで

ともっと変わってきます︒

ます︒仕事は今も変わりつつありますが︑
これからもっ

会とか︑そういったところの役割が非常に大きくなり

体です︒そうなると︑こういう連合体の役割︑知事

ことはかむが︑あくまでも主役は地方自治体の連合

担当が交渉する︒内務省︑日本で言う総務省がかむ

ていくことが非常に重要ではないか︒

んどんされているように︑先に自分たちのほうから出

のだから︑待ちの姿 勢ではなくて︑今︑知 事 会もど

治体がもっと提言をする︒役割は本当に大きくなる

だったのです︒そういうものをくみ上げながら地方自

国と地方の協議の場が設置されました︒その前にあ

三位一体改革で生活保護と児童扶養手当について

いかないといけない︒そうでなければ︑一つの情報だ

について声を上げ制度がよりよくなるように変えて

いって︑自分たちが現場でおかしいと考えていること

ることです︒力があるので︑もっともっと力をつけて

私の願いは︑地方 自治 体がもっともっと力をつけ

方分権改革では大きな動機になりました︒
のショーウインドーをいろいろつくらないといけない︒

まり表に出ていない一回だけのラウンドがあったので

分権の進展はどういう影響を与えるかという分権
男女共同参画を進めるときもそうでしたが︑生活が

しい︒社会保障ではっきりしているのは︑負担を上げ

けでキャンペーンされて物事が決まっていくのはおか

の代表が出席しやりあったわけです︒でも︑
﹁国と地

なくてはならないという議論が必ず来るということで

省の局長が︑地方自治体側は知事会の代表︑市長会
方の協議の場﹂では︑地方からは知事会︑市長会の代

す︒そのときには必ずまた皆さんの仕事とか︑賃金

す︒そのときには︑国側からは厚生省の局長と財務

そのとおりだと思います︒言うまでもなく要求され

表と財務大臣︑総務大臣︑それから︑厚生労働大臣

がどうかとかキャンペーンが起きます︒そういうとき

変わらない︒

る資 質︑仕 事が変わってしまうので︑当然職員は変

がテーブルにつき︑国と地方の政治家同士がやり合う

にきちんと説明できるか︑そういうことに備えること

どう変わるのかということを人に見せないと世の中は

わらなければならないということです︒先ほど申し上

場となりました︒

ろなサービスの供給主体をきちんとコーディネートし

のプロジェクトチームで生活保護担当の課長さんたち

今日は詳しく話す時間がないのですが︑生活保護

を多く含んでいますが︑どの国も社会保障の支出の

社会保障はお話ししたように︑複雑な難しい事柄

職 員 は変 わらなけ ればな らないかと問 われれば︑

げたように︑自分の町の十年後の姿を書いて︑いろい
ていけるか︒本人が本当に勉強しているか︒そういっ

と一緒に仕事をさせていただいて︑本当に優秀という

削減が難しいのは︑それだけ社会保障が国民生活に

も大事だと思います︒

たものが要請されるようになります︒

のが︑現場でしか見えない物事が政策をつくり上げる

根差している重要なものだからです︒地方自治体に

オランダに行った理由には︑
﹁国と地方の協議﹂を調

上でいかに重要かということが分かったのです︒

わってきます︒例えばオランダではどういう形で協議

たらおかしいかもしれませんが︑連合体も大きく変

一方で︑分権の時代には︑地方団体の上部組織と言っ

たように︑
地方自治体の足元はすごく変わっています︒

い︒分権の時代は︑やはり国と地方は共に一国を構成

いうことがよく分かりました︒でも︑それではいけな

終的な決定をするときには国家官僚の意見を聞くと

方自治体を圧力団体の一つにしか考えていなくて︑最

一方で︑悔しい思いをしたことがあります︒国は地

団結して理論武装するのが重要だと思います︒

のが重要ではないかと思いますし︑国などに対しては︑

要なのかとか︑そういう青写真を早目につくっておく

るのか︑どういう規制が必要でどういう規制が不必

の県とか自分の町についてどういうサービスを提供す

とっても今後ますます重要になります︒まず︑自分

査研究することもあったのです︒先ほど申し上げまし

しているかというと︑日本で言えば地方六団体の会長

するものでありますから︑国にとって地方は政策の

ただきます︒

時間が来ましたので︑私の話はこれで終えさせてい

たちと首相を含む大臣たちとが協議して決定するこ

全国七十ヵ所の地方 自治体を回っても︑別々に仕

パートナーにならなければいけない︒

でには︑事務総長と事務次官の交渉︑その前の段階

事をしているのに生活保護に関する問題意識は一緒

とが最終的決定事項になります︒そこで決定するま
では︑例えば知事会の介護問題の専門家と厚生省の
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