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講演の構成

社会保障財政と財政健全化の課題
社会保障・税一体改革

財政健全化の見取り図

 医療・介護費用の財源調達の問題

 税と社会保険料の選択
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2055年の人口ピラミッド？

（資料）国立社会保障・人口問題研究所 3



日本の人口：1872－2105年（単位：千人）
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 「社会保障の給付と負担の見通し」（厚生労働省，2006年５
月）では， 一連の年金・介護保険・医療制度改革を織り込

み，将来の社会保障給付費が（机上の計算であるが）抑制さ
れた。

 歳出・歳入一体改革で一層の抑制を図ったが，逆に2008年
の社会保障国民会議での議論以来，社会保障の充実に路
線が転換した。

（兆円） 2006 2011 2015 2025
社会保障給付費 89.8 105.0 116.0 141.0
ＧＤＰ 513.9 592.4 630.7 738.8
（対ＧＤＰ比）
社会保障給付費 17.5% 17.7% 18.4% 19.1%
　年金 9.2% 9.1% 9.4% 8.8%
　医療 5.4% 5.4% 5.9% 6.5%
　福祉等 2.9% 3.0% 3.3% 3.8%
　　うち介護 1.3% 1.5% 1.6% 2.3%
社会保障負担 16.1% 17.0% 18.1% 19.4%
　保険料負担 10.5% 11.0% 11.6%
　公費負担 5.6% 6.1% 6.5% 5



 「社会保障に係る費用の将来推計について」（社会保障改革
に関する集中検討会議，2011年６月）によれば，2011年度の
社会保障給付費は，2006年推計よりも名目額で約３％増加

したが，名目ＧＤＰが大幅に下方修正されたため，対ＧＤＰ比
は4.6ポイント上昇した。

（兆円） 2011 2015 2020 2025
社会保障給付費 108.1 121.9 135.5 151.0
ＧＤＰ 483.8 510.9 558.1 607.4
（対ＧＤＰ比）
社会保障給付費 22.3% 23.9% 24.3% 24.9%
　年金 11.1% 11.4% 10.6% 10.2%
　医療 6.9% 7.6% 8.3% 8.8%
　介護 1.6% 2.1% 2.7% 3.2%
　子ども子育て 1.1% 1.2% 1.1% 1.1%
　その他 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
社会保障負担 20.6% 22.4% 23.7% 24.8%
　保険料負担 12.3% 13.3% 14.2% 14.7%
　公費負担 8.3% 9.1% 9.6% 10.1% 6



民主党政権における「司令塔」の不在で
ばらばらの財政運営が続く

 経済財政戦略が「新成長戦略」（2010年６月）と「財政運営戦
略」（2010年６月）・「中期財政フレーム」に分割される。

 財政運営戦略は新成長戦略が実らない場合が基本線とな
り，ちくはぐ。

 「中期財政フレーム」（2011年８月）では，「東日本大震災から
の復興の基本方針」（2011年７月）の経費は，別途管理。

 「東日本大震災からの復興の基本方針」では，原子力事故
の経費は含まず。

 「社会保障・税一体改革成案」（2011年６月）の経費は，来年
度の「中期財政フレーム」で考慮する。

7



（出所）「経済財政の中長期試算」（2010年６月22日，内閣府）

成長戦略シナリオでは，増税なしで2015年度の財政健全化目標（「国・地方の基
礎的財政収支について，遅くとも2015年度までにその赤字の対ＧＤＰ比を2010年
度の水準から半減する」）が達成できることになっていた。慎重シナリオでは，追
加の財政収支改善策が必要。 8



（出所）「社会保障・税一体改革成案」（2011年６月，政府・与党社会保障改革検討本部決定）
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高齢化は2025年で終わらない

 少子化が持続的に継続するため，社会保障財政は2025年以
降も深刻化する。
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医療・介護保険財政モデル

 2007年刊行の研究で開発
 Fukui and Iwamoto (2007), “Policy Options for Financing the Future Health and 

Long-term Care Costs in Japan,” in Takatoshi Ito and Andrew Rose eds., Fiscal 
Policy and Management in East Asia, Chicago: The University of Chicago Press, 2007, 
pp. 415-442 

 岩本康志・福井唯嗣(2007)， 「医療・介護保険への積立方式の導入」，『フィ
ナンシャル・レビュー』，第87号，2007年９月，44-73頁

 モデルの特徴

 政府推計よりも長期の医療・介護費用の将来推計をおこない，その
財源調達の問題を考える。

 毎年・各歳の負担を計算することで，世代（生年別）の生涯負担の動
向を見ることができる。

 分析の課題

 将来の人口構成が医療・介護保険の財政と世代間の負担状況にど
のような影響を与えるのか。

 積立方式の移行は，どのような変化をもたらすのか。 11
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現行制度での負担率の推移
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（出所）岩本康志・福井唯嗣(2011)，「医療・介護保険の費用負担の動向」，
『京都産業大学論集 社会科学系列』，第28号，年３月，159-193頁 12



医療・介護の保険料・公費負担の増加（対ＧＤ
Ｐ比）

『医療・介護保険財政モデル
（2009年９月版）』によれば，

医療・介護の財源としては，
保険料，公費負担ともに，

 2010-2020年度 １％程度

 2020-2050年度 ３％程度

2010-2020 2020-2050

公費負担
　医療 0.66% 2.49%
　介護 0.30% 0.97%
　合計 0.96% 3.45%
保険料負担
　医療 0.54% 2.25%
　介護 0.27% 0.83%
　合計 0.80% 3.09%

（出所）岩本康志(2011)，「社会保障財政の

長期的課題」，『超高齢化社会における社会
保障・財政のあり方』（金融調査研究会報告
書[47]），金融調査研究会，９月，19-32頁
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財政健全化への見取り図

基礎的財
政収支赤
字半減

基礎的財
政収支黒
字化

債務残高
ＧＤＰ比安
定的に引
き下げ

高齢化の
進展

2010 2015 ～2020 2050
● ● ● ●

①基礎的財政収支赤字の解消
約３％ 約３％

②社会保障・公費負担の伸び
約１％ 約３％

③基礎的財政収支黒字の確保
約１％

注） 数字は対GDP比。
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社会保障・税一体改革は
長期的視野を欠いている

 2025年度以降も高齢化が続くことを考えると，現在に社会保
障給付の拡大（消費税率２％分）を図る財政的余裕はない。

 財政収支の改善を図るために，まずは消費税10％への２段
階増税は妥当な選択である。

 第１段階は，経済の状況次第だが，早ければ2013年度に実
施できる。

 その際には，復興財源の所得税増税は延期するのが望ましい。

 第２段階の時期はいま確定させなくてもよい。

 「財政運営戦略」の目標に固執する必要はない。

 社会保障改革の具体策については，日本財政学会シンポジ
ウム「社会保障と財政－今後の方向性－」（2011年６月）での
議論を参照。
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（出所）「経済財政の中長期試算」（2010年６月22日，内閣府）
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財政全体から考えると，復興債の早期償還に
こだわる必要はない

 1000年に１度の災害としても，財政需要の規模は1000年に1度で
はない。

 「復興基本方針」で示された19兆円程度（GDPの約4％）だと，今後
50年間程度での社会保障費（年額）の増加が同程度の規模にな
る。

 震災復興経費は一時的であるが，社会保障費の増加は恒久的で
ある。 社会保障の安定財源を

確保できれば，財政の持
続可能性への信認が高
まり，復興財源を別途手
当てする必要なく，通常
の償還ルールで処理す
ることも可能となる。

震災復興経費 高齢化による社会保障費の増加

19兆円程度
（GDPの約4％）

一時的 今後50年程度 18



講演の構成

 社会保障財政と財政健全化の課題

医療・介護費用の財源調達の問題
高齢化社会での社会保障財政

積立型医療・介護保険の可能性

 税と社会保険料の選択
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高齢者の医療・介護費用をどう支払うか？

リスクが高く，負担能力が低いため，保険が成立しにくい問題

1. 民間に委ねる解決策

 高齢者があらかじめ貯蓄する

 払わない

2. 政府が介入する解決策

 現役世代の社会保険料で支払う

 税で支払う

 どのような制度にせよ，現役世代からの支援について支持
が得られるかが，成否の鍵をにぎる。構造的には医療保険
での老健拠出金・後期高齢者支援金と同等の問題点をはら
む。
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高齢化社会での社会保障財政

社会保障財政は，（高齢者人口／若年者人口）の上昇で悪化

する。

乗り越える道

1. 分母を増やす
 少子化対策

 しかし，これまで効果をあげず，出生率の低下が進む。

2. 分子を減らす
 健康な高齢者をつくり，医療・介護サービス消費を減らす。

 効果は不確定。

3. 社会保障財政を人口構造に依存させない
 積立方式の（部分的）導入
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シルバー市場の視点から見た，医療・介護サー
ビスの皮肉

 一般的に，顧客人口の増加により，シルバー市場はビジネ
ス・チャンス。

 ただし，高齢者が自分の資産・所得で支出する限り。

 社会保障制度改革では，医療・介護サービス費用は抑制の
方向で議論されている。

 医療・介護サービスの給付は現役世代からの所得移転で支
えられているから。

 医療・介護サービス市場を危機ではなく，好機に転換するこ
とは可能か？

 現役世代の所得移転ではなく，自らの貯蓄でまかなう必要が
ある。 22



表２　年齢階層別の１人当たり医療・介護費用（2009年度）

（単位・円）

年齢階層 医療費 介護費用

0-4 201,000
5-9 101,000
10-14 73,000
15-19 63,000
20-24 67,000
25-29 84,000
30-34 98,000
35-39 108,000
40-44 126,000 6,000 (40-64)
45-49 156,000
50-54 197,000
55-59 250,000
60-64 322,000
65-69 407,000 39,000
70-74 583,000 86,000
75-79 722,000 188,000
80-84 832,000 394,000
85-89 918,000 774,000
90-94 990,000 1,275,000
95-99 1,071,000 1,749,000 (95-)
100- 1,098,000

高齢期の医療・介護サービスの
需要は大きいが，社会保険でま
かなわれているため，国民はそ
のための貯蓄が必要とは認識
していない。

（出所） 岩本康志・福井唯嗣(2011)，「医
療・介護保険財政をどう安定させるか」，鈴
木亘・八代尚宏編『成長産業としての医療
と介護』，日本経済新聞出版社，45-71頁
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積立型医療・介護保険の実現可能性

 自分で積み立てれば，給付の抑制を図る必要はない。

 積立型保険導入の意見は少ない。

 その理由

 これまで公的負担が主であったため，老後に必要な生活費用という
観念が乏しい。

 将来の費用の予測が難しい。政府の関与したリスク分散の仕組みが
必要とされる。

 政府が積立型保険を運営することに困難がある。

 移行期の世代に「二重の負担」が発生する。

 しかし，他の道が厳しければ，選択肢として真剣に考慮しな
ければいけない。
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医療・介護保険財政モデル（2009年9月版）によ
る政策シミュレーション

 期間：2008年度－2105年度

 15歳以上の就業者が税・社会保険料を負担。

 国民経済計算における雇用者報酬と混合所得の和の90％
に賦課（Fukui and Iwamoto, 2007において実際の保険料率に
近い数値とするために採用）。

 ２通りの政策

政策A: 賦課方式
毎年の給付費をその年の税・社会保険料でまかなう。

政策B: 事前積立
高めの保険料を設定し，毎年の将来の医療費・介護費用にあてられ
る社会保険料を事前積立。2105年度に完全積立方式に移行。

（岩本・福井，2011，「医療・介護保険の費用負担の動向」より抜
粋） 25



政策B: 事前積立

（設定）

 利子率－成長率=1.6%
厚生労働省「平成21年年金財政検証」（2009年2月）に準拠

 医療給付費：0－64歳は賦課方式

65歳以上は15歳から105歳までで事前積立

 介護給付費（40歳以上）: 40歳から105歳までで事前積立

（保険料率の計算方法）

1. 2000年生まれコーホートへの給付を事前積立で運営するた
めの保険料率を計算。

2. その保険料率を2000年生まれ以降すべてに適用した場合に
2105年度時点で蓄積される積立金総額を計算。

3. 実際に2105年度にその額の積立金が蓄積されるよう，2009年
度から2105年度までの一定の保険料率を計算。 26



事前積立方式での保険料率
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図11 生涯負担率の比較・基準ケース（改革シナリオB2）
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均衡財政

28282828

2037年生まれ28.97％

2041年生まれ33.47％

1993年以降生まれの世代で
生涯負担率は上昇を続ける

2036年生まれの世代まで
生涯負担率は上昇を続ける

（二重の負担）
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医療・介護保険財政モデル（2010年10月版）
による確率シミュレーション

 岩本・福井(2011)，「医療・介護保険財政をどう安定させるか」

で医療費・介護費用，金利と成長率の差の確率的変動を導
入。

 医療費・介護費用・金利と成長率の差のそれぞれについて，
正規分布に基づく乱数発生により10,000通りの確率的変動
系列を生成する。

 事前積立での保険料の改訂

 ５年ごとに保険料率を見直す。

 医療費・介護費用の伸び率および金利と成長率の差について，見直
し年度までの過去5年分の平均値が今後も続くと想定。

 2105年度に必要となる積立金に到達するような保険料率を再計算す
る。
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医療費・介護費用の確率的変動
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金利と成長率の差の確率的変動

31



323232

2011年生まれ世代以降，政策Aの下位2.5％＞政策Bの上位2.5％
1980年生まれ世代以前，政策Aの上位2.5％＜政策Bの下位2.5％

政策A
平均値最大39.5％（2039年生まれ）
上位下位の幅最大2.1％（2026年生まれ）

政策B
平均値最大34.1％（2033年生まれ）
上位下位の幅最大5.22％（2038年生まれ）
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講演の構成

 社会保障財政と財政健全化の課題

 医療・介護費用の財源調達の問題

税と社会保険料の選択
消費税の社会保障目的税化は正しいか？

公費負担の政治的意思決定
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税方式か社会保険方式の選択に関する思考
実験

以下の「税方式化」によって何が変わるのか？

 「社会保険料」の名称を「社会保険税」に改める。

 保険税の負担を給付の要件とはしない。

変化したこと

 未納・未加入問題は解決されている。

 負担と給付のリンクは切れている。

変化しないこと

 厚生労働省の特定財源はそのままである。

 消費税ではなく，賃金税・所得税のままである。
34



「消費税で未納問題が解決する」は正しいか？

 消費税を皆が負担するのは，「金がなければ物が買えない」
という冷徹な経済原則の上に立脚しているから。

 お金がない人を助けるのが社会保障であるが，その費用負
担では違う考えでなければできないのであろうか？

 消費税増税に現在理解があるのは，税率が低いから。かり
に税率１０％だとしたら，一層の増税に同じような支持が得ら
れるだろうか？

 強制加入が原則であるから，未納・未加入者には税と同じく
厳格に徴収し，罰則を与えればよい。制度の問題ではなく，
運用の問題である。

 社会保険料には種々の減免措置があり，未納は「ある種の
運用上の減免措置」である。 35



消費税の社会保障目的税化は正しいか？

 「消費税の福祉目的化」 自民党・自由党・公明党で消費税
の使途について合意。

 1999年度より，予算総則に「消費税の収入が充てられる経費

（地方交付税交付金を除く。）の範囲は次に掲げるとおりとす
る」と書かれる。

 「消費税の使途を高齢者３経費に限る」ことと「高齢者３経費
を消費税で賄う」は別物。量的には，前者は「消費税収≦高
齢者３経費」，後者は「消費税収≧高齢者３経費」。いずれ
も， 「消費税収＝高齢者３経費」とは違う。

 社会保障経費の増加分は消費税増税を中心でまかなわな
いといけないが，社会保障経費全額を消費税で賄うことは別
問題である。消費税を福祉財源として目的税化する税理論
上の根拠はない。
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税と社会保険料の違い

岩本康志(2009)，「社会保障財源としての税と保険料」，国立社

会保障・人口問題研究所編『社会保障財源の効果分析』，東京
大学出版会，13-35頁で議論。

 社会保険の税方式化は，政策問題としては，賃金税から消
費税への移行ととらえることができる。

（１） 帰着を通しての影響

 岩本・濱秋(2006)
 給付の便益が評価されないとき，賃金税の帰着として分析で

きる。労働需要が完全に非弾力的なら，労働に帰着。
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税と社会保険料の違い（続）

（２） 資本形成を通しての影響

 生涯負担の現在価値が同じ場合でも，納税のタイミングが異
なる。

 貯蓄の増加により，資本形成を促進。経済厚生に正の影
響。

（３） 資本課税を通しての影響

 消費税への移行は，既存資本への非撹乱的な課税になる。

 攪乱なしで税収が得られるので，経済厚生に正の影響。

（４） 世代内再分配を通しての影響

 報酬比例の保険料に上限があり，それ以上の階層で平均負
担率は逓減。

 定額負担の保険料は，逆進的な負担。

 消費税への移行は，世代内所得再分配を強める。 38



税と社会保険料の違い（続）

（５） 特定財源化としての影響

 社会保険料は賃金税を社会保障目的に特定財源化と解釈
することが可能。

 消費税を社会保障目的税化すると，特定財源とする税目の
違いと解釈できる。

 政府が合理的意思をすれば，一般財源と特定財源の区別が
つかない。

 政治的意思決定を考慮することで，分析。特定財源化の利
点Buchanan (1963)。特定財源が内生的に選択される理由
Anesi (2006), Brett and Keen (2000), Bos (2006)。

39



公費負担の政治的意思決定

 これまで保険料での財源調達が限界であるとの認識で，給
付に対する公費負担が導入・拡大されてきた。

 少数の受益者が厚い給付を得ることから賛成し，多数の負担者は薄
い負担となることから積極的に反対しない，という形の政治的意思決
定として説明できる。加えて，将来の公費負担増は現在の有権者で
ない若い世代も負担することから、支持が得られやすくなる。

 高齢化による公費負担の自然増により，これを政治的に維
持することが難しくなる。
 一般会計歳出に占める社会保障関係費

1960年度予算 11.1％ → 2011年度予算 31.1％

 世代間所得再分配政策の支持が得られやすくするには，給
付と負担が対応していると国民が感じられる制度として是非
を問うことが必要である。
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社会契約（恒久的所得再分配政策）

 世代間再分配政策でも，国民が給付と負担が対応している
と感じられるように工夫することは可能である。
 個人は利己的動機で投票すると仮定。

 現在限りの現役世代から退職世代への所得再分配政策の是非を決
める場合，現役世代は反対し、退職世代は賛成するので、現役世代
の投票者数が多ければ再分配政策は実現しない。

 恒久的な所得再分配政策として是非を決める場合

 投票者はそれが継続するものと考えて投票するので、現役世代のな
かでの年齢の高い層は、残りの現役期での再分配のための負担が
退職後の受益よりも大きくなれば、再分配政策に賛成する。

 将来にこの投票が繰り返されるとしても、同様の結果が維持されるな
らば、政策は恒久的に続くという投票者の予想は実現されることにな
り、政策が恒久的に支持される均衡が存在することになる。

41



制度が恒久的と判断される材料

 将来が不確実な場合，制度が持続すると判断できる材料は
政治的意思決定に影響を与える。

 一般財源か特定財源（とくに受益者負担でない場合）を財源
とする扶助制度は，恒久的な制度と認識されるかは不明確。
将来の投票で財源調達が廃止される可能性を，現在の投票
者は心配する。

 長期社会保険（公的年金，積立型医療・介護保険）は，制度
が将来給付の債務をもつことで，廃止の障害が大きくなり，
恒久的な制度と認識される可能性が高まる。

 公費負担による将来給付は，保険料を財源とする将来給付
よりも受給者に対する債務と認識される可能性が低く，廃止
の障害としては小さくなる。
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改革の方向性

 ２つの視点が重要
 経済に与える攪乱効果をできるだけ小さくすること

 政治的維持可能性を保つこと

 国民が給付と負担の対応を感じられる制度となる改革が望
ましい。

 現役世代の医療 社会保険で（公費負担を減らす）
 給付がもつ便益への理解を求める

 世代内所得再分配への理解を求める

 高齢者医療・介護 現状は多くが世代間所得再分配
 積立方式の（部分的）導入でその程度を弱める

 社会契約への理解を求める
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