
計が物語って
いるのに、厚
労省は論点を
はぐらかして

「 全 世 代 型 社
会保障」と言っている。高齢者の社会
保障費を下げる以外に何をするかと言
うと、ただ漠然と「高校の授業料免除
を韓国籍の学生まで拡大したい」とか

「児童手当の所得制限を下げたい」く
らいしか言わない。育休・産休制度も
拡充すると言っているが、遅々として
進まない。貧しい人や突然生活に困っ
た人をどう支えるかという仕組みがな
い。最近子どもの貧困が話題になって
いるが、本来、貧
困なのは子ども自
身ではなく養育す
る親であるのに、
非正規雇用などの
ワーキングプア問
題には触れないよ
うにするため、日
本ではそのような考え方がまかり通っ
てしまっている。
　これらのことから、高齢者優遇型社
会保障と言っても、実際に高齢者が優
遇されているかと言ったらそうでもな
いことが分かる。あとは、日本国民が
いかに我慢強いか。その我慢強い国民
にもっと我慢強くなりなさいというの
が「全世代型社会保障」改革である。
低い日本の社会保障を

国際平均にするために必要な金額

　では、９分野全ての社会支出を平均
値まで上げるためにいくら必要かと言
うと、66 兆 5471 億円。日本の経済
力の低さを考慮し２割引きしたとして
も 52 兆 9050 億円を追加する必要が
ある。中でも一番追加支出が必要な分
野が医療分野だ。例えば、民医連系の
無料低額医療が頑張っていることでか
なりの人が助かっているようだが、そ

の費用を全て申請できる訳では
ないようで、医療機関にとって
かなりの財政圧迫になっている
ということである。
歪められた社会保障の在り方

　福祉国家比較研究という研究
では、国ごとの福祉をタイプ型
で分けて比較するが、日本は学
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　２月 27 日、長野県社会保障推進協
議会は第 26 回総会の開催に伴い、講
師に元立命館大学教授の唐鎌直義氏
を迎え、「全世代型社会保障」改革の
本質をテーマに記念講演会を行った。
60 名がオンライン参加し、県保険医
協会からも宮沢会長、宮沢事務局長が
視聴参加した。

「全世代型社会保障」という

争点そらしのための言葉

　「全世代型社会保障」という名称は、
今の日本の社会保障が高齢者優遇型だ
という考えから付けられている。高齢
者が受け手で、現役世代が払い手であ
るという、世代間で分離された不公平
感が存在するとして、それを解消する
ため「社会全体に福祉が回るように調
整しましょう」というのが建前となる。
しかし、これで「みんなが良くなる」
と思うのは大きな間違いで、実際に行
われるのは単純に「高齢者への福祉が
下がる」ということ。
高齢化社会による社会保障費の増大

　高齢者福祉が後退する背景には、高
齢人口の急増がある。とりわけ 75 歳
以上の人口の増加率はとても高く、
放っておけば福祉水準が今のままで
あっても費用は当然増えていく。現に
毎年社会保障費は増えており、一見す
ると高齢者福祉が拡充しているかのよ
うだが、実際の高齢者一人当たりの平
均社会保障受給額を年金・医療・介護
の観点から見てみると、どれも下がっ
ている。全世代型社会保障を実施しな
くてもすでに水準は少しずつカットさ
れ、全体では高齢人口増加の影響を受
けないようにされている。これを今ま
で以上にやっていきたいというのが全
世代型社会保障の目的であり、これは
とんでもないことである。
日本と他５カ国の社会支出率を比較

　では、日本の社会保障は本当に高
齢者優遇なのか。日本の社会保障費
を世界の先進国６カ国と比べてみる
と、2015 年分のデータが最新になる
が、唖然とするほど低いことが分か
る（表１）。国民総所得の何％を社会
保障給付に使っているかを表す「社会
支出率」を見ると、フランスが最も高
く約 45％、次いでスウェーデン、ド
イツときて、日本やイギリス、アメリ
カは同レベルで約 30％となっている。
これでも日本は少しずつ社会支出率を
上げてきたが、それは高齢人口の増加
による自然増に促された面が強い。次
に社会支出の国民一人当たりの金額を
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見ると、一番多いスウェーデンでは平
均で年間 216 万円もらっているのに
対して、日本は６カ国中最も少なく、
110 万円に留まる。安倍前首相が「世
界に誇る日本の社会保障を守るため」
と言って 2014 年に消費税を８％に増
税したが、実際に受給できる額はス
ウェーデンの半分に過ぎず、国連加盟
国の中でもギリシャなどの低開発国と
同程度である。
分野ごとに国際比較してみる

　では、日本の社会保障にはどのよう
な特徴があるのか。分野別に内訳を見
ていく（表２）。
　「高齢」の項目では、年金や介護に
使う費用が含まれ、6 カ国中 3 位で平
均額より低い。「遺族」は戦争遺族年
金などに使われ、９項目で唯一平均を
超える分野。「保健」は医療サービス
や公衆衛生に使われる項目で、６カ国
平均が一人当たり年間 55 万円である
のに対し、日本は最下位で 37 万円し
か使っていないことから、いかに日本
が医療に手薄いかが分かる。「障害・
労災」「家族」「失業」「積極的労働政策」
はダントツでビリ。どれも 6 カ国平
均の３分の１から５分の１程度しか
使っていない。「生活保護」は３位だが、
６カ国平均の一人当たり年間 3.6 万円
に比べ、日本は 1.7 万円に留まる。
貧困者を支える仕組みがない日本社会

　「障害・労災」「家族」「失業」「積極
的労働政策」「住宅」「生活保護」の６
分野を貧困に関する社会支出として抜
き出すと、６カ国平均が一人当たり
年間約 45 万円であるのに対し、日本
はたったの 16 万円。日本の貧困関連
の社会支出が極めて低いことはこの統

①高齢 ②遺族 ③保健 ④障害・
労災

⑤家族 ⑥失業 ⑦積極的
労働政策

⑧住宅 ⑨生活保護
その他

計 貧困関連
項目のみ

スウェーデン 7,328 260 5,074 3,669 2,852 265 1,020 359 765 21,592 8,930
フランス 6,646 898 4,612 946 1,537 849 524 430 426 16,868 4,713
ドイツ 4,648 1,030 4,992 1,920 1,286 508 353 311 164 15,213 4,543
イギリス 4,293 30 4,558 1,151 2,051 161 113 908 61 13,326 4,445
日本 5,086 609 3,743 506 694 85 75 57 171 11,026 1,588
アメリカ 4,646 478 10,178 1,090 466 146 76 187 577 17,843 2,541
6 ヵ国平均 5,441 551 5,526 1,547 1,481 336 360 375 361 15,978 4,460

表２. 分野別に見た国民１人当たり社会保障への支出額の国際比較（2015 年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：US ＄）

表１. 国民一人当たり社会支出の国際比較（単位：US ＄）

歴格差反映社会保障というカテゴリー
に分類される。人生の成功・不成功に
よって老後が決まってしまうという個
人責任型であり、これでは福祉国家に
も満たない状態だと思う。
　社会保障とは本来、お金がある人か
ら貧しい人へ垂直的に所得を再分配す
る仕組みであるはずだった。しかし今
の日本社会はその基本形とは異なり、
その人なりの生活を守るために格差を
付けた社会保障を設定してしまってい
る。
　本来、若者もいつかは高齢者になる
と考えれば、現役か引退かという区別
だけで皆同じであり、手を携えていけ

るはずである。それ
を政府が年齢によっ
て人口を分け、利害
対立があるようなシ
ナリオを作り、一律
で負担させられる消
費税が良いものだと
思わされてしまっ

ている。
新型コロナが暴いたこと

　最後に、今回のコロナ禍で気付かさ
れたのが、犠牲者の中心がエッセン
シャルワーカーなどの低賃金不安定就
労者であるということ。緊急事態宣言
や保障の無い休業要請により、廃業・
倒産・解雇・失業・生活困窮・住宅喪
失に繋がり、生活保護受給者が増えて
いるという実情がある。自殺者も増え
ている。経済成長と、経済成長による
雇用、雇用による生活の維持、これら
が三位一体な状態でしか成長しないと
される日本の私経済が回らなくなった
時に、どうやってその人たちを救うか
という仕組みができていなかったこと
で、負の連鎖が一気に広がった。保育
士や医療・介護従事者、ゴミの収集者、
コンビニ・スーパーのレジ担当者など、
感染の危険性がある業務でありながら
不当な低賃金で働かされている。この
まま再度彼らを低賃金労働に閉じ込め
てしまってはいけない。新型コロナウ
イルスによって私達は大変な災難を
被ったが、それを運動につなげ、コロ
ナの遺産として意味のあるものにして
いかなければならない。

一人当たり
国民所得

社会支出率 一人当たり
社会支出額

スウェーデン 52,042 41.49％ 21,592
フランス 37,402 45.10％ 16,868
ドイツ 42,024 36.20％ 15,213
イギリス 43,449 30.67％ 13,326
日本 35,614 30.96％ 11,026
アメリカ 58,291 30.61％ 17,843

オンライン講演を行う唐鎌氏

※文中の金額は日本円に換算したおおよその数値です。


