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1． 財政審「建議」：平成の財政と社会保障
　2018年11月、財政制度等審議会は、平成最
後の予算編成に関する「建議」の総論におい
て、平成の税財政運営を振り返り、「財政健
全化どころか一段と財政を悪化させてしまっ
た平成という時代における過ちを二度と繰り
返すことがあってはならず、手をこまねくこ
とは許されない」と厳しく総括した。
　財政審によれば、債務残高の累増要因の約
７割（地方交付税等による補填部分を含めれ
ば約８割）は、社会保障関係費の増加と税収
の減少による。この財政悪化の最大の要因は、
わが国の社会保障制度が「受益と負担の対応
関係が明確な社会保険方式を基本」としなが
らも、「現実には保険料より公費への依存が
増しており、しかも本来税財源により賄われ
るべき公費について、特例公債を通じて将来
世代へ負担が先送りされているため、受益と
負担の対応関係が断ち切られている」ことだ
という。

2． 社会保険の公費依存度の高まり
　財政審がいう通り、わが国の社会保障制度
は、社会保険方式を基本に置き、医療に始ま
り、年金、失業、労働災害、今では介護まで、
社会保険方式により運営している。
　社会保険方式には、①自立自助と社会連帯
の調和を図るもので、共助のシステムとして
現代社会に適合的であること、②拠出と給付
に牽連性があることから、財政規律・財政の
安定性を確保しやすいこと、③拠出に伴う権
利として受給権が確保されるため権利性が強
いこと、などの意義がある。

　このような社会保険方式の優位性は、多く
の国が社会保険方式を主体に社会保障制度
を運営していることからも確認できる。とは
いえ現状では、社会保険が給付費の約９割を
占めるにもかかわらず、財源には多額の公費
が投入され、しかも公費の割合は1990年度当
時の約３割から今では約４割にまで膨らん
だ。
　制度別には、公費の5割強が社会保険に充
てられ、公費負担の社会扶助（生活保護、社
会福祉、公費負担医療等）を上回る。公費の
配分は医療保険が年金保険を上回り、公費の
割合は、年金保険の２割強に対して、医療保
険は４割弱、介護保険は5割である。
　この間、基礎年金の国庫負担割合が３分の
１から2009年度には２分の１に引上げられ
た。その他、公費への依存度の上昇には、地
域保険が大きく関わっている。高齢化の進展
により社会保険の比重が、被用者保険から公
費負担割合の高い後期高齢者医療や介護保
険へシフトしてきたからである。これにより、
事業主負担から公費へのシフトが進んだ。

３．社会保障費の将来見通しと課題
　2018年5月に公表された社会保障費の将来
推計によれば、社会保障給付費の対ＧＤＰ比
は、「経済ベースライン・計画ケース」（以下
同じ）で2018年度の21.5％から2040年度には
23.8 ～ 24.0％へ2.3 ～ 2.5ポイント上昇する。
上昇幅は小さいが、これには年金保険料に上
限が設定され、マクロ経済スライドにより給
付水準が抑制されることが大きい。
　しかし、決して楽観はできない。社会保障
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負担増の内訳をみると、対ＧＤＰ比で保険料
が約１ポイント増に対して、公費は約２ポイ
ント増である。総額では、保険料が約５割増
に対して、公費は約７割増であり、今後の負
担増は保険料と公費でほぼ折半する。
　その結果、社会保障負担に占める公費の割
合は、40％から43％へと高まる。公費負担の
割合が高い医療・介護給付費の割合が、約４
割から約５割へと膨らむことによる。公費負
担増は、現在の規模で約10兆円、消費税率で
は４％の引上げになる。
　保険料は、現役世代は、年金が増えず、協
会けんぽも17％の上昇にとどまる。一方、高
齢世代は負担が急増し、後期高齢者医療は
40％、介護保険は56％上昇する。この負担増
が受け入れられるとは思われない。保険料負
担増の緩和策が不可避だ。

４． 社会保障・税一体改革の路線の再構築を
　三党合意による社会保障・税一体改革が目
指したものは、社会保障の維持・機能強化と
財政健全化であり、安定財源として消費税を
社会保障の目的税化し、将来的には社会保障
の税財源の全額を消費税により賄うこととし
ていた。しかし、消費税率10％への引上げ後
でも消費税率で７％不足している。それに更
に４％上乗せされることになる。
　現状では、たとえ社会保障財源だとはいえ、
消費増税を推進する政治勢力も世論もほとん
どない。三党合意の一方の当事者であった民
主党は、すでに解体・消滅した。他方、現政
権は、2度にわたり消費税率の引上げを延期
した上、追加的な安定財源を確保しないまま
に消費税の使途組替えという安易な手法で、
幼児教育・保育の無償化を行った。
　将来に向けては、社会保障・税一体改革の
路線とそれを担保する協調的な政治の枠組み
の再構築が課題ではないか。

５． リスク構造調整による制度間調整の推進
　財政審「建議」が指摘する時代の趨勢に
対して、政策的に手をこまねいていたわけで
はない。北欧の税方式の公的介護が喧伝され
るなかで、わが国が社会保険方式を選択した
のは賢明な選択であった。また、公費負担割
合の高い医療保険において、高齢化の影響を
ストレートに受ける国保への際限のない税財

源の投入を回避すべく、年齢構成や報酬水準
という構造的リスク要因に着目して、高齢者
医療や介護保険の制度間調整を強化したこと
にも、社会保障の財政規律を維持したいとい
う強い意志を見ることができる。
　この路線は今後も継承される可能性が高
い。当面、短時間労働者の被用者年金・保険
への適用拡大が急がれているが、その財政効
果として、基礎年金の拠出金負担では自営業
者等（第１号被保険者）から被用者（第２号
被保険者）へ、医療保険では国保から被用者
保険への負担のシフトをもたらす。
　将来に向けては、医療保険で更なるリスク
構造調整の余地がある。現状では、保険医療
費の５割強を占める高齢者医療費について、
リスク構造調整による費用負担の共同化を達
成している。また、医療保険本体についても、
協会けんぽや国保への国庫負担の傾斜配分
により、格差をかなり調整しているが、今後、
本体の調整を徹底するとすれば、保険者機能
の発揮という観点からも、リスク構造調整が
現実的である。
　その場合の調整指標は、被用者保険の保
険者間は年齢構成と報酬水準、国保と被用者
保険の制度間は年齢構成になろう。
　被用者保険の調整を徹底すれば、組合健
保の負担が増加し、協会けんぽの国庫負担は
廃止されるが、これにより組合健保の価値が
損なわれるものではない。若い年齢構成や高
い報酬水準という組合健保の構造的優位性
は失われるにしても、効率的経営という優位
性は依然として残る。
　国保と被用者保険の間では、高齢者医療・
介護保険の拠出金負担についてはほぼ調整を
終えたが、65歳未満の年齢構成において国保
への偏りがある。さらに、疾病構造において
も、「精神及び行動の障害」や「神経系の疾患」
による入院が国保に偏り、被用者保険との医
療費水準の差の主要因になっている。働き盛
りの被用者が心の病にかかり、休業を経て退
職し、一時的には健保に任意継続加入するに
せよ、最終的には国保に加入し、長期入院に
より国保の財政を圧迫する。これも国保の保
険者努力の及び難い構造的要因である。国保
に対して追加的な国庫負担を投入するか、被
用者保険との間で疾病構造に着目した新たな
財政調整を行うかの選択肢になる。
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6． 後期高齢者医療と介護保険の統合
　医療では、2025年に向けて、高度急性期・
急性期から回復期や在宅医療等への大幅な
医療機能の転換が叫ばれるなかで、地域医療
構想の進捗の遅れが懸念されている。
　その一つが医療療養病床の転換の遅れで
ある。介護医療院は、医療が必要な要介護者
のための長期療養・生活施設として2018年4
月に発足し、在宅医療等への転換を図る上で
大きな役割を担っている。最大の問題は、医
療療養病床から介護医療院へ転換すると、報
酬の支払いが医療保険から介護保険へ変わ
るため、市町村の介護保険の負担増になるこ
とである。特に小規模市町村ではその影響が
大きい。そのため、医療療養病床からの転換
に尻込みしている医療機関が少なくない。
　これは従来からあった問題である。介護を
引き受ける市町村の介護費用の負担が増加す
る一方、要介護者の大半を占める後期高齢者
の医療費負担は市町村レベルではほとんど軽
減されない。市町村が後期高齢者の医療費適
正化に取り組んだとしても同様である。問題
は、都道府県単位の広域連合が保険者であ
る後期高齢者医療制度と市町村保険者であ
る介護保険の費用負担に整合性がないことで
ある。将来的にも、一般病床からの介護医療
院等の介護保険施設や在宅医療・介護サー
ビスへの転換を進める上で、大きな制約にな
る。
　医療提供体制の改革が目指すものが高齢
社会に適合的な医療・介護サービス提供体
制の構築だという理解からすれば、それとよ
り密接に向き合うのは後期高齢者医療制度と
介護保険制度である。
　課題は高齢者の保健・医療・介護の実施
主体と費用負担の一体化である。現行制度か
らの移行を図るとすれば、後期高齢者医療制
度と介護保険を統合し、保健・医療・介護サ
ービスを一体的に提供する総合保険へと発展
させ、地域包括ケアを効果的・効率的に推進
することではないか。
　制度の枠組みは、新国保制度と同様に都道
府県と市町村の共同保険者とし、地域包括ケ
アを第一線で担う市町村と、これを支援し広
域的な調整を行う都道府県が共同で保険者
機能を分担する。さらに、地域間の公平性を
確保し、保険者努力を促す上で、所得水準と

年齢構成調整後の医療費・介護費の水準を
保険料水準に反映させるべきだ。
　しかし、その先の各論になると難題山積で
ある。被保険者・費用負担者の範囲はどうす
るか。財源については、公費と保険料で折半
するにしても、公費の国・地方の負担割合、
保険料の算定方法をどうするかなど、とても
一筋縄ではいかない。

7． 年金の十分性の確保に向けて
　公的年金制度の残された最大の課題は給
付の十分性の確保である。2019年財政検証結
果では、経済成長と労働参加が進む３つのケ
ースでは、所得代替率50％を確保できるにし
ても51 ～ 52％程度であり、余裕があるわけ
ではない。しかも、所得代替率の低下が全体
では２割弱に対して、基礎年金は３割近くに
なり、老後の基礎的生活費を賄える水準とし
て設定された当初の水準から大きく乖離す
る。
　給付の十分性を確保するには、給付水準
調整後においても現状程度の水準は確保した
い。財政検証のオプション試算によれば、厚
生年金の適用拡大が大きいほど所得代替率
や基礎年金の水準確保の効果が大きく、また、
保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選
択肢の拡大のいずれも効果が大きい。しかし、
改正法案では所得代替率の改善はわずか
0.2％（基礎年金＋0.4％、報酬比例▲0.1％）
にとどまった。
　改正の中心になるのは被用者保険の適用拡
大であるが、50人超の企業への適用拡大（新
たに適用拡大となる人数は65万人）に限定さ
れた。将来の向けては被用者の全員適用を目
指すべきだ。仮に、一定の賃金収入（月額5・
8万円以上）がある全ての被用者へ適用拡大
した場合（1,050万人ベース）、所得代替率は＋
4.8％（基礎年金＋5.7％、報酬比例▲0.9％）
になる（ケースⅢの場合）。
　現行制度でも繰下げ受給を活用すれば相
当な所得代替率の改善が可能であり、改正案
では75歳までの繰下げが可能になるが、現状
では繰下げの選択は約１％にすぎない。繰下
げの選択を促すには安定した所得が前提にな
り、70歳まで就業機会の確保を企業の努力義
務化する高年齢者雇用安定法の改正に注目し
たい。
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　65歳以降の就業確保に課題がシフトするな
かでは、少なくとも65歳までは支える世代と
して位置づけ、国民年金（基礎年金）の適用
範囲を拡大すべきであろう。これにより、基
礎年金と厚生年金がともに拠出期間40年モデ
ルから45年モデルに切り替わることにより、
ケースⅢの場合でみると、所得代替率＋6.8％

（基礎年金＋3.8％、報酬比例＋3.0％）の効果
がある。ただし、これに伴って国庫負担が将
来的には年額1.2兆円増えるから、その財源を
確保する必要がある。

8． 世代間・高齢世代内の公平確保と年金課
税の見直し

　年金改正に向けた年金部会の審議におい
てもっとも議論が難航したのは、高在老（65
歳以上の高齢者在職老齢年金）の見直しで
あった。改革の司令塔ともいうべき「骨太の
方針2019」は、「就労意欲を阻害しない観点
から、将来的な制度の廃止を展望しつつ在職
老齢年金の在り方を検討し、社会保障審議会
での議論を経て、速やかに制度の見直しを行
う」としていた。これを受けて年金局は高在
老の廃止・縮小案を提案したが、これには賛
否両論あり、見送りになった。
　被用者保険の適用拡大が所得代替率+0.3％
の改善効果にとどまるなかで、その改善を帳
消しにするような高在老の廃止・縮小は受け
入れ難いものになった。しかし、仮にその制
約がなかったとしても、解決すべき本質的な
問題がある。たしかに高在老を廃止すれば、
高齢期の多様な働き方の選択における制度の
中立性は確保できるが、高齢世代内・世代間
の不公平は解消されない。
　障害になっているのは年金課税等の税制で
ある。公的年金等控除（65歳以上で最低保障
110万円）は給与所得控除（最低55万円）よ
り優遇され、しかも高齢在職者には両者が同
時に適用される。そのため、同じ高齢世代に
あっても両者の適用を受けるか公的年金等控
除の適用のみかによる不公平がある。また、
公的年金等控除による優遇措置により、国民
健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保
険料負担や患者・利用者負担においても、現
役世代と年金受給者の間での世代間の不公
平が生じている。その他、障害・遺族年金が
非課税になっていることや、公的年金等控除

の対象である企業年金と密接に関連する退職
所得控除の優遇措置も無視できない。
　高在老の将来的な廃止を展望するには、こ
れらの問題を同時に解消する必要がある。そ
のためには、年金課税等の全面的な見直しを
行い、年金を含む所得全体を賦課ベースとし
て税・社会保険料等を課すことにより、高齢
世代内・世代間を通して担税力に応じた適切
な負担を求める必要があろう。

9． 少子化対策に拠出制による普遍的支援を
　2040年に向けて最大の課題は少子化対策
の推進である。持論であるが、年金・医療・
介護を社会保険方式により社会全体で支えて
いることからすれば、子ども・子育てについ
ても、社会保険方式等の拠出制の仕組みを活
用して同様な支援を行うことが、財政基盤の
安定性を確保するとともに、世代間連帯を機
能させる上で必要ではないかと考えてきた。
　そういうわけで小泉進次郎氏ら自民党の若
手議員による「こども保険」構想にも共鳴す
るところがあったのであるが、消費税の使途
の組替えと事業主拠出金の引上げに置き替え
られた。しかしそれでもなお、少子化の流れ
が反転する兆しはみえず、働き方改革の推進、
保育サービスの充実のほか、与党内からは児
童手当などの現金給付の拡充を求めるが高ま
っている。が、致命的な問題は、安定財源の
裏付けがないことである。
　全世代型社会保障の構築を高齢者向けの
給付の抑制・負担増だけで終わらせてはなら
ない。将来展望を切り開くには、恒久的な安
定財源を得て子育て世代の皆が支援を実感
できる普遍的な枠組みが必要である。
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