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はじめに
　2012年の民主、自民、公明による3党合意
で打ち出された「社会保障と税の一体改革」
は、2019年10月に消費税を10％引き上げ、当
初の目標を曲がりなりにも達成したといわれ
る。本稿はこの増税を伴う改革がなぜ実現で
きたのか、その政治的要因を分析し、併せて
日本の高齢者人口が最高水準に到達する
2040年に向けた社会保障の新たな負担増を伴
う改革の可能性を探るものである。筆者は政
治記者として与野党の政治攻防と年金、医療
などの社会保障改革の動向を取材してきた。
本稿はそうした立場からの論考であることを
あらかじめお断りしておきたい。

１. 政治選択としての社会保障
　社会保障は一言でいえば、限られた財源の
中で年金、医療・介護、子育てなどの給付・
サ～ビスを支給する仕組みである。制度の組

み立ては議会制民主主義下の我が国の場合、
最終的に国民の選択に委ねられ、国民が選挙
で選んだ政党によって大枠が決められ、厚労
省が制度化して運営する。（図１）
　そこで最大の問題となるのが、給付と負担
のバランスをどう保つのかということであ
る。国民から見れば税や社会保険料などの負
担は少なければ少ないほどよく、現金やサー
ビスなどの給付は多ければ多いほどいい。一
方、政党・政治家にしてみれば経済・人口の
変動にあわせ全体の給付と負担を均衡させて
いかなければならないが、同時に自ら属する
政党の党勢を維持・拡大し、職業としての議
員の地位を継続させなければいけない。その
匙加減をめぐり与野党の対決が生まれ、北欧
のような「高福祉・高負担」か、米国のよう
な「低福祉・低負担」か、あるいはドイツの
ような「中福祉・中負担」なのかの選択肢が
形成され、選挙を通じて国民がその方向を選

2040年に向けた社会保障改革
−給付と負担の不均衡は是正されるのか
梶本　章

（医療介護福祉政策研究フォーラム理事・元朝日新聞論説委員）

図１　政策決定の構図

（筆者作成）
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び取ることになる。
　ところが日本の場合、有権者の抵抗が強い
負担増、給付カット案を政党が回避してきた
ため、社会保障の質は中福祉水準なのに負担
は低負担で、その財源不足を国債で穴埋めす
るという均衡を失した状態が続いてきた（図
２）。その結果が国内総生産（ＧＤＰ）の2倍
に及ぶ借金の累積で、それが社会保障を含め
た国の財政を揺るがすこととなっている。こ
うした経過のなかで、現行の中福祉と評価さ
れる社会保障水準を維持していくため、1980
年頃から消費税の導入・引き上げが政治課題
となってきた。
　しかし、歴代政権の消費税の取組みを振り
返ると、1979年に財政再建のため初めて制度
化を表明し、党内外に及ぶ政争の果て、選挙

中に死去した大平首相に始まるその歴史は、
引き上げを達成した首相も含め、まさに死屍
累々といってよい（表１）

２. 野田政権、一体改革の成功要因
　そのなかで野田民主党政権が道筋を立てた

「社会保障と税の一体改革」は、３％消費税
を創設した竹下自民党政権と並ぶ数少ない成
功例ではないか（表２）。もっとも国会審議
の中で民主党が分裂、その後の総選挙で惨
敗し、政権は第二次安倍自民党政権へ交代
するという「犠牲」を伴うものでもあった。
以下、その「成功」の要因を考える。

①1994年の小選挙区制導入により、分立し
ていた野党の再編が進み、2大政党的な
様相となり2009年に政権交代が実現し

表１　消費税引き上げや大幅歳出削減等に取り組んだ歴代政権

図２　社会保障給付に見合った安定的財源確保のイメージ

（2008.11.20　経済財政諮問会議資料）
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た。消費税が導入された直後、政権を取
る気がない旧社会党が「ダメなものはダ
メ」と参院選でアピールし、自民党を過
半数割れに追い込んだことはあったが、
そのような政治的土壌は影を潜めてい
た。

② 歳出削減一本鎗で構造改革を進めた小
泉純一郎政権後、「医師不足」「医療崩壊」

「介護難民」「後期高齢者医療制度に対
する反発」など社会保障をめぐる矛盾・
不満が噴出。小泉後の第一次安倍、福田、
麻生政権はそれぞれ短命に終わり、自民
党内にこのままでは立ち行かないという
意識が一般化した。

③ 一方、民主党は政権獲得後、消費税を

引き上げなくても財政の無駄をなくせば
財源は確保できると「事業仕分け」に取
り組んだが、失敗。このままではマニフ
ェストで約束した子育て、年金、医療な
どの制度改革ができなくなるとの危機感
が強まった。さらに2010年の参院選で敗
北し、自民党との合意を図らざるを得な
くなった。

④ こうした与野党の変化が一体となって改
革を進めようという機運を生み、2012年
6月の３党合意につながった。分かりや
すくいえば「消費税、みんなで渡れれば
怖くない」ということだろう。実は1994
年の村山自社さ政権で減税を先行させ3
年後に消費税を5％引き上げる法案が成

表２　消費税５％引上げによる社会保障制度の安定財源確保
厚生労働省資料

表３　社会保障・税一体改革の経緯

 《福田自公政権》2007年9月～2008年9月
08年 1月　社会保障国民会議（吉川洋座長）→11月最終報告

 《麻生政権》2008年9月～2009年9年9月
08年12月　持続可能な社会保障構築と安定財源確保に向けた中期

プログラム
09年 3月　09年度税制改正関連法付則104条＝11年度までに必要

な措置
09年  4月　安心社会実現会議（成田豊座長）→6月報告「安心と活

力の日本へ」
8月　総選挙で民主党が大勝、麻生氏引責辞任。
9月　鳩山民主党政権が発足。副総理・菅直人氏

　
 《菅民主党政権》2010年6月～2011年9月
10年10月　政府与党社会保障改革本部
12月　社会保障改革に関する有識者検討会議（宮本太郎座

長）報告
12月　社会保障改革の推進について（閣議決定）＝11年半ば

までに成案
11年 1月　元自民党の与謝野馨氏が菅内閣の一体改革担当大臣に

就任
 1月　社会保障改革に関する集中検討会議→6月「社会保障

改革案」
  6月　政府・与党社会保障改革検討本部・成案検討会合
       （5回開催）
  7月　「社会保障・税一体改革成案」を閣議報告

 《野田政権》2011年9月～2012年12月
12年 1月　政府・与党、素案を決定→2月大綱を閣議決定

3月　社会保障・税一体改革関連法案を国会提出
 6月　15日　民主、自民、公明3党で法案修正に合意 →法案衆

院可決
7月　修正に反対した小沢一郎氏ら計50人が民主党を離党
 8月　社会保障・税一体改革関連法成立（社会保障制度改革

推進法、子ども・子育て３法、年金２法、税制２法）
＝衆院129時間、参院85時間

11月　社会保障制度改革国民会議発足（会長：清家篤 慶應義
塾長）＝ 改革推進法により設置される（以後、20回に
わたり議論）

12月　総選挙で民主が惨敗、自民が圧勝。野田首相総辞職、
安倍政権発足

 《第二次安倍自公政権》2012年12月～
13年 8月　社会保障制度改革国民会議報告書。 総論、少子化、医

療、介護、年金の改革方向を提言
12月　社会保障改革プログラム法成立＝社会保障改革の全体

像を明示
14年 4月　消費税率を5％から8％へ引き上げ
19年 9月　全世代型社会保障検討会議発足→12月中間報告
19年10月　2回の延長を経て消費税率を８％から10％へ引き上げ

（筆者作成）
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立し、続く橋本政権で実現したのも、か
つての仇敵同士が手を結んでいたことが
大きかった。

⑤ 加えて与野党党首がいずれも財務相経
験者で、財務省の「教育」が行き届き、
問題の重要性を理解していた。さらに自
民党の政策通、与謝野馨氏が菅政権時
代に民主党へ招かれ、麻生政権時代に
成立した改正所得税法付則104条に「消
費税を含む税制の抜本改革を行うため11
年度までに必要な法制上の措置を講じ
る」と自ら書き込んだ規定を根拠に、一
体改革の推進役となったことも大きい。

⑥ 同時に、削減一本やりの痛みをさんざん
体験した国民の、安定した財政がなけれ
ば社会保障が大変なことになるという体
験が、敵・味方の関係にある与野党の共
同作業（表３）を下支えした。

　こうしたいくつかの要因が重なって一体改
革が実現した。そんな中で筆者は、消費税増
税を否定しなかったが、自分の首相在任期間
中は「もうこれ以上予算削減はやめて、消費
税を上げてくれ」と言われるまで歳出削減を
続けるとの姿勢を公言し、「自民党をぶっ壊
す」とまで叫んでいた小泉首相が印象に残る。
その一方で、大平首相を尊敬すると公言し、
党首討論で「通知表に野田君は正直の上に馬
鹿が付くと書かれた」と発言した野田首相も
忘れられない。

３. マンパワーと財源の不足＝2040年の社
会保障

　今後20年を展望し、社会保障をどう改革し
ていかなければならないのか。ここで厚労省
が2018年、内閣官房や内閣府、財務省ととも

に試算した「2040年を見据えた社会保障の将
来見通し」を振り返り、併せて厚労省が何を
課題として掲げているのかをみてみよう。
　はじめに人口構造はどう変化するのか。社
会保障と税の一体改革は「団塊の世代」が後
期高齢者となる2025年を目標としていたが、
2040年は高齢者人口がピークとなる（2042年、
3935万人）ものの、増加のペースは一体改革
時より緩やかになる。その一方で、団塊ジュ
ニア世代が65歳以上の高齢者となるため、生
産年齢人口の減少は急ピッチとなり、医療、
介護分野をはじめ各方面で人手不足が目立
つようになる（図３）。
　一方、年金、医療、介護、子ども・子育て
などの費用を積み上げた社会保障給付費は
2018年度で121・3兆円（ＧＤＰ比21・5％）
だったが、2040年度に190兆円（同24％）に
及ぶと見込まれている（表４）。今後22年間
で約70兆円増やさなければいけないとなると
厳しいと感じるが、「国民経済に対する割合
である対ＧＤＰ比でみれば約1・12倍で、負
担不可能な額ではない」「独仏スウェーデン
の社会保障の現在の給付水準にも及ばない」
というのが、厚労省の見解だ。
　こうした将来の給付見通しに基づいて厚労
省が示した新しい改革ポイントは以下のよう
なものである。
　①既に一部の欧州諸国が2040年の日本の
給付水準を超えている状況をみれば、負担の
問題は不可能な水準ではない。問題はサービ
ス提供者となるマンパワー不足だ　②医療や
介護の分野にロボット、ＡＩ、ＩＣＴなど新
しい技術を取り入れたり、データヘルス改革
を進めたりして生産性の向上に努める　③高
齢者の疾病予防や介護予防に努めて健康寿

図３　2040 年までの人口構造の変化

（厚生労働省資料）
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命の延伸を図り、医療介護の世話になるフレ
イル高齢者を減らす　④雇用・年金制度を改
革し、高齢者雇用の拡大に向けた環境を整備
し、地域共生・地域の支え合いや多様な就労・
社会参加を進める。もちろん給付と負担の見
直し等による社会保障の持続可能性の確保に
は、「引き続き取り組む」と添えられたものの、
具体策は示されていなかった。
　2019年9月、安倍首相は「社会保障制度改
革国民会議」を引き継ぐ「全世代型社会保障
検討会議」を新たに立ち上げ、「安倍政権に
とって、全世代型社会保障への改革は最大の
チャレンジ。社会保障システムの改善にとど
まらず、システム自体の改革を進めていく」
と強調した。
　もっとも、「全世代型社会保障」という考
え方は、すでに一体改革の際に打ち出された
ものだが、有識者メンバーとなった前慶応義
塾長（元国民会議会長）の清家篤氏は会合後、

「給付と負担の問題は当然、社会保障改革を
考える際の中心的な課題になっていく」と訴
え、また中西宏明・経団連会長は「負担のあ
り方について大いに前向きに検討したらい
い」と述べた。
　しかし、年末にまとめられた検討会議の中
間報告は、これまで原則1割負担だった後期
高齢者の医療費に一部2割負担を導入するこ
とが話題になった程度で、「大きな痛みを伴
わない改革ばかり」と評された。この程度の
負担増では安倍首相が退任予定の21年秋に
取り組まれる22年度予算編成で社会保障分野
の自然増を賄う効果もないといわれ、検討会
議で安倍政権が社会保障の中心課題とされ

る給付と負担の問題に本気で取り組む意思が
ないことをうかがわせた。

４. 安倍政権と今後の社会保障改革
　最後に新型コロナウイルスの世界的な感染
拡大という現下の危機も視野に入れ、安倍政
権やその後継首相が取り組むこととなる2040
年を目標とした社会保障改革の行方を展望し
ておこう。
　まず安倍政権を取り巻く現在の政治的状況
はどうだろうか。野田政権が消費税10％引き
上げを柱とした改革を実現させた時と比べる
と、①野党の主軸だった民主党が３分裂して
以来、野党全体の低迷・混迷が続いており、
安倍政権と競い合うといった緊張感はない　
②与野党の党首に財務省の薫陶を受けた財
政通はおらず、かつての与謝野氏のようなこ
の問題に政治生命をかけたまとめ役も見当た
らない　③安倍政権はこの7年間、3党合意に
よる消費税10％引き上げの「果実」を引き継
ぎ、医療・介護の本格的な利用者負担導入を
避け、適度に充実させてきたので、「難民」
や「崩壊」が叫ばれるような危機が叫ばれる
ようなことはなくなった。
　ということで、3党合意が成立した8年前と
比べ状況は一変している。厚労省は2040年に
向けた社会保障改革の重点を「給付と負担の
見直しよりマンパワー不足の解消」に移した。
また安倍首相は昨年７月の党首討論会で消費
税について、「安倍政権ではこれ以上引き上
げることは全く考えていない」「今後10年く
らい上げる必要はないと思っている」と公言
した。コロナの感染拡大による経済情勢悪化

表４　社会保障給付費の見通し（経済：ベースラインケース）

（厚生労働省資料）
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に伴う経済対策が問題となった際、野党や与
党議員から昨年引き上げたばかりの10％消費
税の引き下げが叫ばれたほどだ。
　そもそも第２次安倍政政権が発足した際の
中心政策は「大胆な金融政策」「機動的な財
政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の
三本の矢によるアベノミクスの推進である。
その主軸は「質的・量的な異次元の金融緩和」
であり、日銀が国債を無制限に引き受け市中
に出回るマネーを増加させ、株価上昇や円高
修正によって、デフレからの脱却・景気回復
を図り、経済成長を促そうという政策だ。
　こうした考えは経済の高成長が実現すれば
自ずと税収は増え、消費税を引き上げなくて
も財政再建は可能だという「上げ潮路線」と
もつながる。アベノミクス全体の評価は筆者
の手に余るが、そもそも人口減少のなかで高
齢者が増え、働き手が減っていく社会でまと
もな成長が可能なのか、というのが筆者の素
朴な疑問だ。
　ということで安倍首相はこの7年間、事あ
るごとに歳入増を進言してくる財務省を遠ざ
け、もともと経済成長を所管しアベノミクス
策定にも関与したといわれる経産省を重用し
てきた。同省ＯＢの今井直哉氏は秘書官から
補佐官に昇格し、アベノミクスに陰りが生じ
れば、「一億総活躍」という新しい3本の矢を
用意し、さらに「女性活躍推進」、「働き方改
革」といった新しい看板政策を次々と打ち出
し、安倍首相の「やっている感」を演出して、
高支持率の維持に貢献してきた。首相にとっ
てこんなに頼りになる官庁はないであろう。

×　　　　　×　　　　　×

　かくして安倍政権は社会保障改革でも負担
問題に手を付けることなく、順当にいけば後
継者に道を譲るのかというのが大方の見方だ
った。が、「政界一寸先は闇」といわれるよ
うに、ここで100年に一度と評されるパンデ
ミックが世界を襲う。日本の感染者は17369
人、死者は851人（5月24日現在）に及び、緊
急事態宣言の対象区域は7都府県から全国に
拡大され、知事から外出の自粛や施設使用の
禁止が要請・指示されるようになった。また、
とりあえず第一次分として総額108兆円の緊
急経済対策もまとめられた。新型コロナウイ
ルスに対するワクチンや特効薬が開発されて
おらず、社会的・経済的な活動を抑制するし
か対応策はなく、多くの人が亡くなっていっ
ている以上、政府が先頭に立って国民を支援
するのは当然のことだ。
　また全世界で生産活動が縮小するのだから
経済が停滞し、マイナス成長となるのはやむ

を得ない。国際通貨基金（ＩＭＦ）は世界経
済全体の成長は前年比3・0％減で、09年リー
マン・ショック時の0.1％減を大幅に上回ると
予想。「1929年世界大恐慌以来の景気後退」
を示唆している。当面、マイナス成長下での
膨大な財政拡大が必要となり、赤字国債を発
行してしのぐしない。財政の均衡とか成長の
優先などと論争している余地はない。
　ここから先のことは分からない。が、多大
な犠牲を払ってパンデミックが制圧されたあ
と、以下のような二つ道筋が見えるのではな
いか。①今回のコロナ対策で発行した赤字国
債の償還財源は、東日本大震災の時と同じよ
うに所得税で確保し、その後、感染症対策や
少子化対策を理由に消費税を引き上げ、財政
再建との両立をめざす。②新型コロナ対策の
歳出増がとどめとなって国債管理不可能とな
りハイパーインフレが発生。否応なしに消費
増税が行われ、同時に大規模な給付カットも
余儀なくされ、財政再建の道を歩む。
　2021年9月に安倍首相は自民党総裁の任期
を終え、首相を退任することになる。その任
期は憲政史上最長なのに、際立った業績、遺
産（レガシー）がないと指摘され、首相もそ
のことを気にかけているのは間違いない。パ
ンデミックがいつ収束するのか分からない
が、社会保障を含めた給付と負担の問題に道
筋を付ければ、それこそ最大のレガシーにな
るのではないか。それとも、やはり期待薄だ
ろうか。
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