
 
 
 
 
 
 
 
 

有識者委員の追加意見 

資 料 ３ 



社会保障の在り方に関する懇談会 

―――若干の意見の追加――― 
 

２００４年１１月１４日   
石 弘光 

 
１ 少子化対策としての税制の限界 
 少子化対策として税制、特に所得税の活用にしばしば大きな期待が寄せられる。政府税

調でも今後の所得税の抜本改革のおり、現行の扶養控除を所得控除から税額控除に改め拡

充することを検討したいと考えている。これは所得水準と関係なく、子育てのためより効

率的な支援を税制上受けられるように改革するという狙いを持っている。 
 しかしながら、子育て支援のための税制の活用には限界がある。いうまでもなく所得税

の課税最低限以下の低所得者には、優遇措置を講じても何の恩恵も及ばぬことを認めねば

ならない。真の少子化対策は、税制以外の手段（たとえば、歳出面や就業上の制度変更な

ど）に依存している。いずれにしろこの分野で、税制活用に過大な期待をかけるのは誤り

である。 
 
２ 中医協委員の構成を抜本的に改めるべき 
 中医協の問題点は、その委員構成にあると思う。現行の支払側委員、診療側委員、公益

委員の三者構成を抜本的に改めるべきである。とりわけ前二者の利害関係者を中心に構成

するやり方は、政府の審議会としての機能上、大問題である。他の審議会では、利害関係

者を極力排除する仕組みをとっている。中医協もこれにならい、利害関係者を排除し必要

に応じ意見を聴取するか、専門委員として参加させるかして、学識経験者を中心に再構成

する必要がある。 
 
３ 将来の基礎年金の税方式か保険方式かの選択に関しての基本的合意 
 基礎年金の国庫負担を半分にすることが決定されたいま、懇談会としてその将来の方向

に関し合意に達しておくほうが望ましい。意見は二つに分かれているようだが、そのミゾ

を埋める努力をするべきであろう。保険方式を主張する立場からも、保険のウェイトが半

分しかないかないとすると、その性格は曖昧にならざるを得ない（従来のように、１/3 の
税金投入ならまだよい）。他方、税方式の主張もまた同じような欠点をもつ。視点を変え、

混在の方式を正当化するなら、それなりの理由付けを明確にしておくべきだろう。いずれ

にしろ将来とも、このままではよくないと思う。 
 
４ 国庫負担の幻想 



 年金あるいは介護制度において、国庫負担は保険料を下げる「収入」と考えられる傾向

にあり、その割合が増加するにつれ負担感がなくなり給付水準が過大になっている。その

結果、社会保障財政が悪化し人々が真に必要とする給付の提供も困難となってきている。

保険料でも税でも国民の懐から支払われる同じ負担であるだけに、このような考えは社会

保障財政における国庫負担に関する幻想としか云いようがない。今後、この幻想をできる

かぎり取り去る努力が必要となろう。 
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                                                      ２００４年１１月１７日 

          「社会保障の在り方に関する懇談会」意見書 

  
                                                          日本労働組合総連合会 
                                                         会 長 笹 森  清 

１．年金一元化について                              

(1)社会保障の一体改革と年金一元化に向けた条件整備  
○社会保障全般の一体的改革と年金一元化 

 年金一元化については、社会保障全体の一体的見直しとして議論し、結論を得るべき。 

○国家公務員共済年金と地方公務員共済年金との財政一元化を踏まえ、厚生年金保険料 

が１５％になるまでに年金改革を実現する 

 国家公務員共済年金と地方公務員共済年金との財政一元化が今年から進められており、

2009 年には保険料が 15.142％で一本化される。また、厚生年金の保険料の引き上げスケ
ジュールを踏まえて、社会保障の一体的改革、年金一元化については、厚生年金の保険料

が 15％になる 2008年９月（平成 20年）までに、結論を得て、実施に移すべきである。 
○年金一元化のプロセスと条件整備 

  年金制度の一元化は、段階的に進めることが現実に即しており、合わせて条件整備が不
可欠である。 

 ①基礎年金は全額税方式による「負担と給付」の真の一本化をはかる。          
②パートや５人未満事業所等の雇用労働者の厚生年金への完全適用をはかる。 

 ③厚生年金と共済年金との被用者年金の「負担と給付」の一元化は、議員年金を含め  

推進する。 

 ④納税者番号制度の導入を前提に、自営業者（農林魚業従事者）の所得比例年金を創  

設する。 

 ⑤自営業者等の保険料負担（事業主負担）の在り方を整理し、被用者年金と自営業者  

の所得比例年金との一元化を展望する。 

 

○２階の被用者年金（報酬比例年金）の制度運営の在り方について 

 年金制度改革では、２階の被用者年金（報酬比例年金）の制度運営に労使代表が参画す

る制度とし、政府から独立した第三者機関（「社会保障基金」仮称）に改革する。 

 

(2)基礎年金の税方式化による課題の整理 
 ○生活保護と税方式との関係 

（基礎年金は、所得制限がなく、生活保護とは性格・役割が異なる） 

  基礎年金は、普遍主義に基づく「国民皆年金」として、65歳以上の全ての人に基礎年
金を給付するため、税方式化しても、現在と同じく所得制限を設けるべきでない。 

 生活保護は、ミーンズテスト（資産・所得調査）を前提に、最低生活水準をカバーする

制度であり、所得等がなくなり、生活できなくなった場合に給付する制度（救貧対策）で
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ある。一方、基礎年金は、老後生活の基礎的な部分をカバーし、生活困窮にならないよう

予め年金を給付する制度（防貧対策）である。基礎年金以外に、収入・資産がない場合に、

その不足分を生活保護費でカバーする関係であり、これらは、おのずから、性格と役割が

異なる。 

 

○基礎年金の税方式にした場合の保険料納付者と未納者との公平性の確保 

（居住期間に応じて基礎年金を給付し、過去の保険料拠出期間を給付額に反映させる） 

基礎年金を税方式に転換した場合の老齢基礎年金の受給要件は、18 歳以後 5 年間日
本に居住した者に受給権を与える。基礎年金の給付額は、40 年間居住で満額年金とな
り、居住期間に比例した年金額（20年居住で半額）とする。 
なお、過去の保険料の拠出期間を反映させるため、国民年金保険料の未納・未加入期

間がある場合は、その期間を基礎年金の算定期間に入れず、年金を減額する。 

 

 

２．介護保険制度改革について 

 (1)介護保険創設への連合の対応 
 ○連合は、「家族介護の限界」から介護を社会的に支援する制度（介護の社会化）を創  

設するため積極的に取り組んできた。また、当初から被保険者は 20歳以上として、広く
社会全体で支えて、給付対象も介護が必要な全ての人を対象とする「普遍的」制度とする

ことを主張してきた。 

(2)今回の５年目の制度見直しの位置づけ（社会保障制度の一体的改革との関係） 
 ①５年間の実施状況を踏まえた制度見直しとしては、現行制度（保険方式、５割公費）  

を前提に、介護予防の重視、介護施設の個室化、地域密着型サービスなどのサービス内容

の見直し、ヘルパー等の厳しい雇用・労働条件の改善をはかるべきである。 

  とくに、医療分野の社会的入院を解消し、医療と介護との役割分担を明確にし、在  

宅医療、在宅介護の体制整備をはかるべき。 

 ②制度発足時からの宿題である「被保険者・給付対象者の範囲」の見直しについては、  

現在、介護部会等で結論が出ていないが、連合は、年齢や障害等の事由で区別するのでは

なく、介護が必要な全ての人を対象とする「普遍主義」の観点から「被保険者・給付対象

者」の範囲を拡大すべきと考えている。 

 ③「被保険者・給付対象者の範囲」の拡大については、障害者当事者等の意見を反映  

するとともに、十分な準備期間を設けて、社会保障制度全般の一体的改革と合わせて、実

施すべきである。 

 

 

３．介護保険と医療制度との関連について 

 (1) 介護現場のヘルパー等による「医療行為」について 
  ７月末の介護保険部会の報告書では、介護ヘルパーの違法な「医療行為」（爪切り、血
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圧測定、湿布薬はり、点眼など）について、何も触れられていないが、現場では、困って

いる。ヘルパーが日常的に行っている「医療行為」は、本来、法律違反でり、事故が起こ

ってもその責任が不明確である。 

 介護職員が医療行為を行うことは医師法等の違反となり、日常行為に近い点眼、外用薬

（軟膏・湿布等）の塗布、つめ切り等も「医療行為」の範囲とされている。しかし、利用

者および家族からは、ヘルパーがこれらの「医療行為」を行うことへの要望が強く、現実

的に行為を行っているという事例も多数報告されている。 

 ヘルパー等によるＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者の喀痰吸引は、一定の条件下で認

められたが、その他の「医療行為」をだれがどこまで行えるのか不明確であり、明確化す

る必要がある。 

 

(2) 医療制度における地方（都道府県）の役割強化について 
  ○総合的な医療費適正化、医療費の地域格差の縮小と保険料の平準化のために、国民  
健康保険（市町村の運営）における都道府県の役割・責任強化が必要である。とくに、地

域格差の大きい老人医療費の適正化をはかるため、老人保健制度（市町村が運営）に対す

る都道府県の役割・責任の強化が必要である。 

  
(3) 医療保険制度の改革について 
  ①高齢医者医療制度（現在の 75歳以上を対象した老人保健制度）の在り方については、  
社会保障制度の一体改革とし見直すべきである。 

  ②その基本的視点は、医療保険の適用を年齢によって区別すべきでない。被用者健保  
と地域保険（国民健康保険）の２本建てを基本に、雇用労働者は、生涯にわたって被用者

健保グループに加入しつづけ、生涯を通じた予防・健康対策を行う制度に改革すべきであ

る（連合の考え方は「突き抜け方式」）。 

 

４．中医協の在り方について 

○中医協での診療報酬の改定は、政府予算に大きな影響を及ぼすために政治的な影響を

受けやすく、診療報酬改定の基準・ルールの明確化、委員構成の在り方などの見直し

が必要である。 

○中医協の委員構成は、三者構成を基本に、公益委員の役割を強化すべきである。なお、

委員選出や改定ルールの在り方などの抜本見直しについては、先の中医協総会で決ま

った運営の在り方など当面の改善策にとどまらず、中医協とは別の第三者機関の場で

も検討すべきである。 

 

５．年金制度（現金給付）と医療・介護制度（現物給付・サービス）との関係 

  ○効率性、透明性、権利性の確保の観点から医療・介護制度は、「保険方式」（公費負  
担割合は検討すべき）を基本とする。 

  ○高齢者の医療・介護の保険料、一部負担をするため、年金による所得保障を確保す  
る（現行の給付維持）。 
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  ○当然、年金、医療、介護の重複給付（公費で賄う給付部分）等は整理する（施設入居
者等への基礎年金給付など）。 

 

６．生活保護について 

(1)生活保護の受給者の増大は、２極分化の結果 
○受給者の増加は、景気低迷、失業者の増大、低賃金労働者の増大などによる所得格差

・資産格差拡大という２極分化の結果である。また、貧困世帯では十分な教育が受け

られない環境のもと、親子２代・３代にわたる生活保護世帯という「貧困の再生産」

が起こっている。 

○保護率の地域格差（10.5倍）は、失業率、同居率、地域社会との繋がりなど、様々な
要素がある。単純に、保護率が高い地域が問題とはならない。中には、不正受給者も

いるが、少数である。問題は、生活保護を受けるべき、母子世帯等が受けていないこ

とである（児童虐待等の原因）。担当職員の不足（1,089人）が、きめ細かな対応が
できない問題も大きい。 

 

(2)制度見直し（自立・就労支援）の課題 
○「就労・自立支援」を強化することは、方向性としてはよい。しかし、「画一的な支

援プログラム」を盾にして、生活保護を打ち切るための、手段となる危険性がある。 

 これまでの様々な就労支援が、かならずしも効果を上げているとはいえず、今回だけ、

効果が上がる保障もない。ましてや、担当職員の不足があるなかでは、まず、担当職

員の充足・拡充（特に、就労支援に詳しい担当者）こそが前提である。 

 

(3)老齢加算、母子加算の廃止は問題 
○厚生労働省の予算削減のために、今年から老齢加算が縮小・廃止されている。今回は、

同様に母子加算の廃止が検討されている。しかし、昨年から、就労・自立支援の強化

を前提に、児童扶養手当（母子世帯等が対象）の所得要件を厳しくしたが、その効果

検証もないままに、生活保護の母子加算の廃止はすべきでない。 

  母子世帯は、子どもを抱えているために、フルタイムや「正規社員」として働けな

いのが現状である。 

 

７．少子化対策について 

○本当に少子化の流れを変える（止めるのか、緩和する）ためには、社会全体での次世

代育成支援に今度こそ本気で取り組み、「子どもを産み、育てやすい社会」をつくる

姿勢を、国民全体にもっとわかりやすい形で示す必要がある。 

 

○子どもを産み育てたいと願う男女が、ともに働きながら子育てができる職場・社会環

境を整備することが必要である。そのため、①男女の役割分担意識の解消、②子供を

持つ者の労働環境の整備、③保育サービスの整備・拡充、が喫緊の課題である。 

   すなわち「働いていると子どもを生み育てにくい日本」から、「働いているから子
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どもを生み育てやすい日本」へ変えるということである。 

                                                                    以 上 
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平成１６年１１月１７日

補足意見
熊本県知事 潮谷義子

これまで申し述べていなかった項目と、取り巻く状況が動いている項目等について、

「補足意見」として申し上げると以下のとおり。

【次世代育成関係】

○社会保障制度は国民の将来の安心のためのものであり、その中でも次世代育成

の強化は欠いてはならず、そのためには、充実した「新新エンゼルプラン（仮

が不可欠である。称 」の策定）

次世代育成支援を強化するため、住民に身近な自治体が策定中の具体的な行動

計画に沿って、保育所や地域子育て支援センター等の子育て支援サービスを充実

させる必要がある。

年末までに、国全体の保育所受入数や地域子育て支援センター数などの数値目

標を掲げた「新新エンゼルプラン（仮称 」が国において策定される予定だが、ぜ）

ひ、自治体の行動計画の実現、そして地域に密着したサービスの充実につながる

よう、大幅に強化・拡充していただきたい。

【生活保護制度関係】

○関係者間の十分な議論も行われていない「生活保護費国庫負担率の引き下げ」

については、容認できない。

「生活保護費国庫負担率の引き下げ」については、国において生活保護の在り方検討が

進められている途中での提案であり、これまでの経緯をふまえ、また憲法２５条の生存権

についてナショナルミニマムを確保する観点から、国と地方の役割分担等、関係者間で十

分な議論も行われていない。こうした状況では、地方としてはとうてい認められるもので

はない。

【介護保険制度関係】

○介護保険制度における被保険者及び受給者の範囲の拡大は、将来的にはあるべ

き姿と考えるが、課題も多く、さらに十分な検討が必要。

被保険者及び受給者の範囲の拡大は、介護を必要とする全ての人が、当然の権利として

サービスを利用できるという普遍的な仕組みにするという観点から理想的な姿と思う。

ただし、財政問題のみならず、解決すべき課題も多い。こうした課題について道筋がで
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きてはじめてユニバーサルサービスとしての理想的な姿になりうることから、関係者や国

民の理解が得られるよう十分な議論、検討が必要と考えている。

【年金制度関係】

○くどいようであるが、これまでの年金や生活保護の議論等をふまえても、基礎

年金部分を全額公費負担とする考え方には、やはり疑問。社会保険方式のメリ

、 。ットを最大限に活かす制度の在り方を議論すべきであるし 国民にも示すべき

重ねて申し上げるが、基礎年金部分を全額公費負担とする考え方もあるが、生活保護と

の違いがなくなってしまうのではないかと懸念。

自助・共助・公助の兼ねあいをどう考えるかが大事な視点。将来を見通した個人の生き

方に対してもよりよい影響を与える社会保険方式のメリットを最大限に活かすべきであ

り、制度のあるべき姿を国民にもわかりやすく示し、総意を得るよう努めることが大事で

ある。勿論、国民年金については、危機的な納付状況等の抜本的対策が求められている。

【国と地方との関係】

○社会保障制度の全体及び各制度の見直しにあたって、国と地方の役割を明確に

していく必要がある。その上で、地方が担うべき部分の財源については、しっ

かりと確保されるべき。

社会保障制度改革にあたって、サービスの最前線である地方の視点が欠かせないことを

重ねて申し上げたい。
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2004年 11月 19日 
 
意見書 

日本経済新聞社 杉田亮毅 
 
〔社会保障制度の一体的改革の必要性〕 
  社会保障制度を取り巻く環境は大きく変わっている。 
１． 急激な少子・高齢化の進行、経済の低成長により、社会保障制度はその

安定的な持続が困難視されるようにもなってきた。給付と負担の水準を柱

として、将来に向けて持続可能な仕組みに改める必要があることは論を待

たない。 
また 86 兆円近く（85．7 兆円、2004 年度見込み）にまで膨らんだ社会
保障費用のうち年金が 45．6兆円、医療費が 20．5兆円、介護費用などそ
の他が 13．7兆円にも達するが、その重複給付も課題の一つになっている。 
さらに社会保障費用の中に占める高齢者向け給付は、1975年（昭和 50年）
には全体の３分の１にも満たなかったものが今では 70％を占め、高齢者に
偏りすぎている。高齢者主体から少子化対策へと配分のギアチェンジを行

うべきだ。 
１． 近年、共働き世帯の増加などによる「世帯から個人」への志向の高まり

など、国民のライフスタイルの変化、またそれも一つの大きな要因となっ

て社会保障に対する「一律的なサービスから多様なサービスへの要求」な

ど、サービスの受け手である国民の意識変化も挙げられる。 
こうしたことから社会保障の構造的改革は急がれるが、これまでのよう

に年金、医療、介護等の部門別の改革を続けても、おのずから限界がある

と考えるのが妥当である。 
社会保障制度間の横断的見直しの必要性とともに、社会保障制度に重大

な影響を与える、雇用政策、税制など他の政策分野も視野に入れなければ

根本的な解決は望めない。 
一方で政府は平成 17年度に介護保険制度の見直しを予定し、その具体的
な改革案を策定しつつある。当懇談会は社会保障の一体的改革を論議する

場ではあるが、当面の急がれる課題として介護保険改革に関しての具体的

提言は避けて通れない課題である。 
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〔負担と給付の関係〕 
１． 現在の社会保障の仕組みを変えないと近い将来、潜在的国民負担率は 60％

を超えることも予想される。それを 50％程度に抑える必要があり、そのた
めには最大の支出項目である社会保障費用の給付の抑制は避けられない。 

   そのためにまず着手しなければならないのは、給付の効率化である。具

体的には年金、医療、介護等の費用のいわゆる「重複給付」を是正し、真

に必要なところに重点的に配分するという仕組みに改めなければならない。 
１． また医療費の中でも、今後増大が見込まれる老人医療費の適正化も必要

である。例えば一人あたりの老人医療費では最も低い長野県と、最高の福

岡県や北海道との間には二倍近い開きがある。長野県では在宅医療の普及、

保健活動の徹底などに加えて高齢者の就業率も高く、いわゆる健康寿命が

長いことでも知られている。 
   健康な老後を迎えることは個人にとっても望ましいだけでなく、医療費

の効率化という観点からも歓迎すべきことである。 
   こうした給付の効率化を積み重ねながら、国民負担率と給付の健全なバ

ランスを維持するような努力が図られなければならない。その際、自助、

共助、公助のあり方に関しても明確な方向を打ち出す必要がある。特に共

助の柱とも言える社会保険料と、公助である税の役割に関しても見直す必

要がある。 
 
〔少子化対策〕 
  近年の出生率の急激な低下は労働力の不足を招くだけでなく、経済、社会

全体にも深刻な影響をおよぼす。もちろん社会保障のあり方そのものにもか

かわる重大な問題であり、社会保障制度の将来像を描くときには少子化対策

が最大のテーマだと言っても過言ではない。 
  少子化対策はこれまでのような児童福祉施策中心の対応だけではもはや解

決しない。雇用慣行、地域の支援などなど、あらゆる施策を幅広く、かつき

め細かく実施に移していかなければ実効は上がらない。 
  またそのためには少子化の真の原因をていねいに検証し、突き止めること

が不可欠である。わが国内でも地域によっては出生率が上昇しているところ

がある。また欧州諸国でもドイツやイタリアなど少数の国を除いて出生率（合

計特殊出生率）は 1．5から 1．8にあり、特にデンマークでは 1．9に近い水
準にまでなっている。さらにはフランスやスウェーデンのようにいったん下

がり始めた出生率が上昇に転じた経験を持つ国もある。そうした国内外の事

例を十分に検証しながら有効な対策を強力に進めなければならない。場合に

よっては国、地方の予算配分の見直しも必要になる。 
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〔介護保険〕 
  政府は平成 17年度に介護保険制度の見直しを予定して、そのための改革案
を年内に策定する方針である。 

  現段階では保険料負担の年齢を現在の 40歳から 20歳ないしは 25歳にまで
引き下げ、あわせて障害福祉を介護保険に統合するという案が浮かんでいる。

しかし①障害者への対応は保険システムがなじむのか②障害を統合すれば給

付の増大が予想され、保険料はかえって大幅な引き上げが必要となる③介護

保険料が国民健康保険に上乗せされて徴収される人たちの間では、介護保険

料はもとより国民健保の保険料未納につながる恐れがあるーーなど多くの問

題がある。結論を急ぐべきではない。 
  介護保険の利用者負担も現在のような１割負担が妥当なのかどうかも改め

て検討する必要がある。２割程度は考えても良いのではないか。さらには施

設と在宅では利用者の負担に大きな差がなく、これが施設志向を高めている

要因とも考えられる。在宅介護と施設介護の給付や負担のあり方についても、

もっと突っ込んだ議論が必要である。 
 
〔混合診療の解禁と個人勘定の制度化〕 
１．混合診療の解禁 
保険診療と自由診療とを併用すると医療費が全額自己負担になる現行制度

は、患者が治療法を患者の意志で選ぶ自由を制限している。できるだけ患者

本位の医療を提供したいという病院の選択肢も狭めている。解禁によって病

院同士が医療の質の競うことは患者にとって望ましいのではないか。 
１．個人勘定の制度化 
介護保険の制度改革では特別養護老人ホームなど介護施設への入居者に居

住費、食費などの自己負担を求める方向で検討が進んでいることを評価する。

似たような社会保障の重複給付には年金と医療、医療と介護の間にも発生し

ているとみられるので、国民一人ひとりに社会保障に関する個人勘定を与え、

重複給付を厳しくチェックする仕組みを導入すべきではないか。 
 

以上 
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                           2004年 11月 17日 

 社会保障の在り方に関する懇談会 
  座長 宮 島  洋 殿 
                           西 室 泰 三 

社会保障の在り方に関する追加意見・要望 
 
 社会保障の在り方に関する追加的な意見・要望は次のとおりです。なお、前

回会合でご質問があった件については、別紙で回答しております。 
 
１．社会の在り方、現状認識について 
 われわれは、次の点を共通認識として改革に取り組む必要がある。 
 これからの社会の在り方として、自助努力を基礎とし、活力に富む公正な社

会の実現を目指すことが求められる。社会保障制度はそうした社会の一つの柱

であるが、経済活力の維持・向上があってこそ、それは持続可能となり、また

制度に対する安心感がもたらされる。政府財政の持続可能性および潜在的国民

負担率の上昇が非常に懸念される状況であることから、社会保障給付やそれ以

外の歳出の継続的な抑制は不可避である。 
 さらに、世代間再分配のこれ以上の強化については、国民的合意が難しいと

いう認識の下で、税・保険料負担水準を検討する必要がある。 
 
２．社会保障制度の一体的改革について 

(1)基本的視点 

 経済活力の維持・向上のため、潜在的国民負担率が将来においても 50％程度

に止まるよう、社会保障制度を一体的に検討すべきである。公的な社会保障制

度の範囲は真に必要な部分に限定し、経済の伸びと整合的な給付にするため、

中期目標を設けて、適切な管理を図れるようにすべきである。 

 年金・医療・介護保険制度改革は常に連携させて行い、趣旨の重複した給付

の合理化等、重点化・効率化すべきである。 

 財源については、税・保険料、それぞれの役割分担を明確にし、一体的な検

討が求められる。 

 なお、社会保障・福祉制度の共通基盤として、各制度に共通する個人番号と

個人別の会計制度を整備することで、制度運営の効率化や公正さを確保し、ま

た国民に対する情報提供によって透明さを高めていくべきである。 

 

(2)年金制度改革 

 厚生年金保険料率の上限を 15％で固定できる制度改革を目指すことを柱と
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すべきである。そのために、低所得者に配慮しつつ、今回の制度改正に比べさ

らに５％程度、給付を抑制する必要がある。また年金財政バランスの悪化が予

想される場合、給付側で調整を図る仕組みの導入も不可欠である。 

 

(3)医療制度 

①医療費の適正化 

 公的医療保険の持続可能性を確保するため、医療費の適正化に向けた重層的

な取り組みを強化すべきである。介護保険給付とあわせて、中期的に経済成長

と整合的な給付目標を設け、その実現を図るよう、給付・自己負担を見直して

いくべきである。 

②保険者の体系 

 保険者としての基礎的条件が異なるものを一本化することには反対である。

保険者の構成については、被用者保険と地域保険の二本建ての制度体系を基本

的に維持すべきである。 

 保険者機能の発揮は重視する必要がある。そのための環境条件を一層整備す

べきである（医療機関との直接契約の要件の緩和、調査権の強化、レセプトの

電子媒体化の促進等）。 

③高齢者医療制度 

 高齢者医療制度については、給付の伸びの抑制を前提に、独立した保険者の

下で運営する仕組みとし、年金・介護保険制度との整合性の観点から 65 歳以上

の者を対象とする制度とすべきである。その財源は、公費を少なくとも５割、

残りを高齢者と一定年齢以上の若年者が人口比で負担する仕組みとし、若年者

の負担の決定等の高齢者医療制度の運営については、関係者が関与できる仕組

みを設けるべきである。患者の一部負担割合については、若年者との均衡を図

り、現行の老人保健制度より引き上げるべきである。 

④医療提供体制・介護保険制度との連携強化 

 効率的な医療提供体制を整備するため、医療機関の機能分化・連携を進める

べきである。また一体的改革の推進の観点から、医療型療養病床の介護保険制

度適用を促進すべきである。 

⑤中医協改革 

 国民の納得を得るため、第三者的な検討が望ましい。委員構成の偏りを是正

した上で、医療費と経済との整合性が重要になってきていることから、経済財

政諮問会議等、他の会議との連携を強化すべきである。 
 

(4)介護保険制度 

 介護保険制度の持続可能性の観点から、社会的入院・入所を是正し、在宅介



 3

護重視に向かうべきである。そのため給付の徹底した重点化が不可欠である（居

住費・食費については給付外とし、低所得者に配慮しつつ実費を徴収する、軽

度の要介護者に対する給付は効果のある介護予防に重点化する等）。 

 一体的改革の一環として、中期的な観点から第２号介護保険料率を法定化し、

これを上回るおそれがある場合は、給付の重点化を一層推進する等の見直しを

図るようにすべきである。また利用者の一部負担割合については高齢者医療制

度と均衡ある割合に引き上げるべきである。 

 また、保険者ごとの給付内容と費用の効果分析を行い、最も効率的な自治体

を参照する仕組みを設けたり、保険者の事後チェック機能の強化を図るべきで

ある。 

 

(5)生活保護 

 保護率の地域別格差の要因を検証し、その是正を図るよう地方自治体に目標

を設定させ、その実現に向けた取り組みを促すことが必要である。また雇用施

策と連携して、就労および自立を促すべきである。 

 生活扶助について基礎年金水準との整合性をとれるよう、水準を是正したり、

さらに単身世帯向けの生活扶助基準を設けることが必要である。 

 

(6)少子化対策 

 これまで出された対応策を着実に実施して、その効果等を検証することがま

ず必要で、その上でさまざまな施策に総合的に取り組むことが求められる。例

えば、保育サービスの充実については、ニーズの高い都市部で保育所の設置を

促進するため、賃貸借方式の促進、企業と行政の連携による保育所の共同設置、

事業所内託児施設への支援措置等や、さらには、現行の保育所に対する事前規

制方式を、情報公開と新たな基準の下での事後規制方式に転換することが重要

である。 

 企業は、従業員が子育て期にも十分能力を発揮できるような環境を意識・制

度の両面から整備していくべきである。意識面では、男女を問わず仕事と、育

児等の家庭生活を両立させたいと考える人たちの働き方や価値観をより尊重す

ること、両立に無関心な層への啓発が求められる。また制度面では、従業員の

ニーズも踏まえて、それぞれの企業に合った形で労働環境の柔軟性を高める制

度を整えるべきである。 

 

３．スケジュールについて 

 一体的改革の計画については、経済財政諮問会議とも連携して、できる限り

早期に取りまとめることとする。国・地方を通じた歳出の抑制を長期にわたり
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続けることを前提に、消費税を含む税制の抜本改革の時期に合わせて、2007 年

までに社会保障制度の一体的改革をスタートすべきである。 

 

                               以 上  
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別紙 

 

11 月８日の会合の席上、ご質問のあった件について（回答） 

 

（ページ番号は当会の「社会保障制度等の一体的改革に向けて」のものです。） 

 

①（ｐ６ ①ｆ））「零細な市町村を新たな高齢者医療制度の保険者とすること

だけは避けるべきではないか。場合によっては政府を保険者とすることも含

めて、幅広く検討することも必要」との点について 

（答）ご指摘のように、小規模の保険者で運営することは困難な場合もあり、

国民健康保険制度については基本的に広域化を進めるべきであると考える。

高齢者の医療制度についてもそのような広域化を進めた上で、地域保険が引

き受けてはどうか考えている。 

 

②（ｐ６ ②ｃ））「市町村国保における高齢者医療制度の分担金および現在の

介護保険制度における第２号被保険者納付金に対する国庫負担については、

被用者保険との均衡の観点から見直すべきである」について、「失業者等の最

後の受け皿である国保の健全な運営を考えると、国庫負担は不可欠であるの

ではないかと考えている」との点について 

（答）現在の市町村国保における国庫負担は、給付費あるいは介護納付金に対

して一律５割、負担することになっている。被用者保険に対する国庫負担と

比較した場合、世代間の財政調整、保険料の収納率等の観点から、均衡を失

していないかどうか、検討の余地があると考えている。 

 

③「（ｐ８ (5)）生活保護受給の地域格差の要因について検証し、国庫負担と

して適切でない部分については、配分に工夫を加えるべきとの提言について

は、負担率を下げるのではなくて、個別に監査すべきとの趣旨として理解し

てよいか」 

（答）当日（11 月８日）の議論にもあったように、生活保護率等の地域間格差

については、地域特有の要因が働いている部分が相当大きいのではないか。

この部分まで国庫負担を一律に充てることが適切とは思えず、地方自治体に

おける適正な運営を促すために、国庫負担の配分の仕方に工夫があってよい

と考えている。 

 

                               以 上  
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「社会保障の在り方に関する懇談会」補足意見書             宮島 洋 
 
Ⅰ．社会保障の全体的見直しにおける基本的考え方 
 
１．生活保障のあり方と社会保障の位置づけについて 
 ○現在・将来の生活保障の基礎が労働と貯蓄(民間保険)の自助努力にあることは言うまでもない
が、それは国民だけに自助努力を求めるものではない。勤労の権利・義務を実現するには、政

府の政策努力(雇用機会拡大への経済安定成長政策、職業訓練等の積極的労働政策等)とこれに
沿った雇用主(企業)の雇用確保、雇用機会均等への企業努力が不可欠である。また、貯蓄によ
って将来消費を確保するには、長期に渡って安定的な実質金利が確保されるような経済安定政

策と適切な金融政策が不可欠である。 
 ○そうした生活保障の自助努力の限界を補完する社会保障は、貧困の事前予防型制度である社会

保険を基本とすべきであり、社会保障の歴史は、貧困の事後救済型的の救貧制度から、社会保

険制度への発展・普及に他ならない。保険料拠出による受給権の保障を特徴とする社会保険は、

①拠出義務にともなう労働・貯蓄への誘因、②受給権の保障という普遍的権利性、③資力調査

等にともなうスティグマの回避、④拠出・受給関係の明確性と透明性、という点で優れた仕組

みである。 
○貧困の原因如何は問わず、しかし、資力調査等によって受給資格認定を行う公的扶助(生活扶助)
は、社会保険によっても対処できない個別貧困問題への事後的救済制度であり、社会保障のラ

ストリゾートである。生存権を保障する政府責任として財政制度の中で実施され、強制負担の

税を財源とする故に厳しい受給の公平が問われる(資力調査等はそのためである)。 
 
2．保障から自立・就業支援について 
○規模・機能の拡大した社会保障全体の見直しに当たって重要なことは、社会保障への需要・依

存そのものを縮小する政策努力であり、そのためには、保障から自立支援・予防へのシフトが

不可欠である。健康寿命の延伸とそれに応じた労働寿命の延伸によって、医療・介護・年金需

要を縮小するという長期目標を全体に渡って明確にする必要がある。 
○所得保障においては、社会保険の労働誘因を維持する仕組み(workfare)が経済的・財政的効率
性および公平性の点で重要である。財政負担(税財源)によって年齢・居住要件のみで基礎的(最
低)所得保障を行うという発想(basic-income)は、労働・貯蓄誘因の欠如、財政負担の増大(バラ
マキ)、高齢者層内部の著しい所得格差(豊かな高齢者の存在)の無視という点で望ましくない。
労働・貯蓄の自助努力や社会保障の自立支援機能の主張と、財政(税財源)による基礎的所得保
障の主張とは矛盾している。 

 
3．世代間公平について 
○未曾有の少子高齢化、低い経済成長率、経済のグローバル化等を踏まえれば、世代間扶養型の

被用者保険において、現役世代(被保険者拠出および事業主拠出)の社会保険料負担の抑制に努
めることが重要である。ただ、いわゆる負担・受益関係における世代間公平を考える場合には、

社会保険制度だけを問題にするのは疑問である。 
○相続・贈与の無償資産移転、高等教育費の負担等、公的施策・税制によって規定される高齢世

代から若年現役世代への逆所得移転も考慮する必要がある。 
○世代間公平の改善は、現役世代の負担抑制だけでなく、若年現役世代向け社会保障給付(次世代
支援、職業訓練等の積極労働政策、住宅保障、高等教育支援等)の充実によって公平化を促すこ
とも重要である。 
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4．高額所得者について 
 ○社会保険制度に受給資格に事後的な所得制限を設けるのは、拠出の見返りとしての受給権保障

という社会保険の仕組みに反しているし、そもそもリスク保障の魅力がなくなる。また、受給

権の確保が就業・資産形成を阻害するという経済的損失も懸念される。 
 ○社会保険給付の所得階層間の公平性は、受給権の保障を前提に、現金給付については累進的な

所得課税で、現物給付については累進的な自己負担で対処するのが望ましい。 
 
5．国民負担率ないし潜在的国民負担率について 
○社会保障給付・負担の規模の拡大、財政支出における社会保障関係費の増大等を踏まえれば、

経済・財政持続性との両立という観点から、何らかの政策指標を基準に社会保障給付・負担の

上限を設け、社会保障に財政規律と改革促進を求める姿勢は十分理解できる。 
○国民負担率(潜在的国民負担)という概念を具体的な政策指標に使用するのであれば、概念自体
の説明責任を果たすべきである。法律に基づく義務的負担でも受益者負担が除外される理由、

基礎資料の性格(税負担は財政統計、社会保障負担は国民経済計算)が異なる理由、潜在的国民
負担概念で加算される財政赤字の意味・範囲、分子の負担概念(間接税込み市場価格表示)と分
母の所得概念(間接税控除後の要素費用表示)が異なる理由等を明確にする必要がある。 
○国民負担率(潜在的国民負担率)の50％程度への抑制が経済活力・成長の維持にあるならば、よ
り説得的な実証的な根拠を示す必要がある。その際、国民負担を担う主体や源泉の違い、すな

わち、現役世代(労働所得や資本収益)と高齢世代(移転所得等)の違いに注意する必要がある。 
○抑制が必要な場合にも、対象は現役世代負担に絞るべきである。社会保障現金給付の税・社会

保障負担によって50％を超えることがあっても、公平性の観点から許容すべきである。北欧諸
国の極めて高い国民負担率の一因は、社会保障現金給付への徹底した全額課税にある。 
○西欧諸国よりも進展速度・度合の高い少子高齢化、社会保障をこれまで代行してきた家族・企

業の福祉機能の低下(若年層社会保障)等を踏まえれば、社会保障給付・負担の増加は避けられ
ない。税制面において世代間公平に寄与する年金課税や消費税増税も国民負担率を押し上げる

要因となる。にもかかわらず、ドイツやフランスよりもかなり低位の50％を上限とすることは、
国民生活にどのような影響を及ぼすのか。経済運営や財政運営の観点からはマクロ指標で十分

かも知れないが、社会保障等を通じる国民生活への影響(社会保障給付水準の削減、自己負担の
引き上げ等)はミクロ・ベースで示す必要がある。 
○政府の問題提起の方法としては、はじめから抑制目標を50％一本に固定することなく、例えば、

55％、60％の場合の経済・財政へのマクロ的影響、国民生活へのミクロ的影響を試算して全体
像を示し、最終的には国民に選択を求める姿勢が筋である。 

 ○国民負担率(潜在的国民負担率)を厳しく抑制しようとするならば、少子化対策(次世代支援政策)
と経済安定成長政策への最大限の努力を基礎に、健康寿命の延伸政策、定年制廃止等の高齢者

雇用確保政策、企業の福利厚生による社会保障の代行等を進める以外にない。 
 
6．社会保障(社会保険)の給付財源について 
 ○社会保険料(特に、地域保険の保険料)の収納対策の徹底的強化が以下の議論の前提である。 
 ○社会保険料の拠出義務は、就業誘因として機能するだけでなく、個々の被保険者の拠出記録と

受給権保障のリンクを通じて、コスト意識と負担・給付関係の明確性・透明性を高め、公平性

や中立性の議論の基礎となる。これに対して、租税の場合には、コスト意識と負担・給付関係

の明確性・透明性が失われ、公平性や中立性の議論の根拠が薄弱になる。したがって、社会保

険給付の財源は、原則として社会保険料拠出に求めることが望ましい。 
○ただし、皆保険体制を維持する政策コスト、制度間の負担・給付格差の是正、少子高齢化や経

済グローバル化への政策的対応(課税ベースの広い租税財源投入による社会保険拠出の抑制)と
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いう観点から、一定の租税負担(公費負担)は正当化される。しかし、社会保険の本旨および財
政規律を維持するには、租税負担は最小限に抑制しなければならない。 

 ○社会保険料の徴収問題を理由に租税財源を重視する論調には3つの問題点がある。①社会保険
料に固有のコスト意識や明確性・透明性というメリットを減殺する。②保険料徴収体制(税務当
局との連携も含む)には改善の余地が大きい。③租税徴収(滞納整理等を含む)の実態をみれば、
租税の徴収もそれほど容易ではない。 

 ○租税財源では消費税への期待が極めて大きいものの、消費税増税にも検討すべき課題が多い。

インボイス方式への転換、逆進負担対策の是非・方法、目的税化の是非、地方交付税原資の扱

い等である。 
 ○社会保険料と消費税は全く異なる負担と理解されているようであるが、被保険者については、

可処分所得減と実質所得減の違いはあるものの、実質消費の制約という点では同じである。ま

た、事業主負担社会保険料(労働コストの一部)と消費税についても、売上価格への前方転嫁と
賃金・雇用・仕入価格等への後方転嫁の実態が全く異なるのか、景気・市場状況に応じた実証

的な分析が必要である。 
○社会保障改革(特に年金・老齢者医療・介護)には、少なくとも四半世紀先までの人口動向等を
見込んだ長期的な視点が特徴的である。したがって、経済との調和という場合、経済も長期見

通しに立脚した議論でなければならない。その点で、社会保障給付抑制や保険料率抑制の根拠

とされる国内・海外の経済状況説明には、今後の生産性の上昇、雇用・賃金体系等の見直し、

東アジア諸国の急速な経済発展等への見通しを織り込んでいないことなど、足下ないし短期的

な視点ではないかという疑問がある。 
 
Ⅱ．介護保険改革および関連医療保険改革(中医協改革を含む)について 
 ○制度改革の基本的方向性のうち、予防重視型システムへの転換および給付の効率化・重点化は

速やかに実施に移すべきである。地域重視型システムの確立と被保険者・受給者範囲の拡大は、

介護保険の性格や責任に係わる問題だけに、さらなる検討と実施する場合でも段階的な進め方

を望みたい。 
 ○給付の効率化・重点化においては、まず、在宅介護と施設介護の均衡化を図ることが急務であ

るが、併せて、所得に応じた累進的な自己負担の仕組みを検討し、実施の段取りを示すよう望

みたい。 
 ○介護保険の被保険者・受給者範囲の拡大については、長期的には、支援費制度の障害者対策を

介護保険制度に統合し、「老化にともなう介護ニーズ」という現行介護保険の性格を転換する

方向性を検討すべきであろう。ただ、介護保険の本質に係わる問題だけに、当面可能なのは、

被保険者・受給者の段階的拡大の試みであり、制度改正の影響や効果を検証する必要がある。 
 ○中医協のあり方について、中医協自らが自己点検と改善策を論議し、特に専門的な事項につい

て具体的な提言を行うのは当然である。しかし、中医協の任務、委員の構成、審議の透明性の

確保等、基本的なあり方については、当事者の内部評価ではなく、第三者による外部評価が必

要である。 
 
Ⅲ．生活保護について 
 ○保護・救済から、就業・自立支援への取り組みを強めることに異論はないが、制度改革と並ん

で、制度改革の実効性を担保できる運用・執行体制の速やかな整備が不可欠である。 
 ○社会保険の限界を最終的に補完し、もっぱら税を財源とする公的扶助には、公正で厳格な運用

が求められるが、強いステイグマが真に必要とする世帯の申請までも妨げることがないよう、

運用上の配慮を望みたい。 
 ○親族扶養、労働能力、資産、他社会保障給付等の活用でもなお最低生活に不足する分を補填す
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るのが生活保護であるから、親族扶養、労働能力、資産、他社会保障給付等を考慮しない基礎

年金額と生活保護扶助基準が同一である必要は必ずしもない。 
 
Ⅳ．少子化対策について 
 ○少子化は、社会保障の持続性のみならず、将来の社会経済全体のあり方に深刻な影響を及ぼす

が、少子化の真の問題は、結婚・出産・育児等を現に躊躇・断念させている現在の社会経済制

度・慣行・通念等の欠陥にある。したがって、そうした欠陥を是正する少子化対策に代替政策

(経済政策や移民受入)は存在しない。 
 ○少子化の流れを変える次世代育成支援政策の効果の発現には長い懐妊期間が必要であること、

また、議論・対策メニューは出尽くしていることから、今や、民間・公共部門のすべてを挙げ

て直ちに集中的に少子化取り組むことが必要である。 
○若年層が就業を通じて親もとから精神的にも経済的にも自立できるよう、また特に女性)が結
婚・出産・育児等によって就業や社会的ネットワークの中断といったのような社会経済的な不

利益を蒙らないよう、さらに、育児の男性分担が確実に実現できるよう、若年層向け社会保障(子
育て支援、積極的労働政策、住宅保障、高等教育支援等)を思い切って拡充する必要がある。受
給者が若年層なので、いわゆる世代間の不公平という問題はない。 

 ○少子化の流れを変えるための次世代育成支援政策の本格的な取り組みは、漸く緒についたばか

りの喫緊の新規政策であり、しかも、国民・企業・政府・地域挙げての集中的な取り組みが不

可欠であるから、3000近い地方公共団体、数多い企業・職場等の政策推進体制の足並みが整う
まで、当面は、国が第一の政策責任を担うべきである。 

 
Ⅴ．その他 
 
1．社会保障の地方分権について 
 ○地方分権(三位一体改革)の理念が、「基本方針 2003」に謳われている内容であるならば、人口
規模と少子高齢化、賃金水準や生計費水準、家族形態や居住環境等、社会保障ニーズを左右す

る地域特性の違いが小さくないため、社会福祉の領域に限らず、生活保護や社会保険の領域に

おいても、また、現物給付に限らず、現金給付の分野においても、地方の行政・財政責任はよ

り大きくなると考えられる。 
○地方独立税の税務・徴収行政に国が協力しているように、政府管掌社会保険の保険料徴収につ

いても地方は必要な協力を行うべきである。 
 

2．社会保障個人勘定について 
 ○構想には異論がないものの、具体的な内容が必ずしも明確ではなく、従って、その政策的意義

を的確には評価し難い。例えば、社会保障現物給付の扱いはどうなるのか、税制と関連する遺

産・贈与の受取をどう扱うのかなどである。 


