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はじめに 

 ２年ぶりに栃木に来させていただいております。毎週のように全国で呼ばれてお話をし

ていますけれども、私が呼ばれるということは余り良くない社会かなと思います。だいた

い忙しくなるときは社会保障が改悪されるときなんです。元々私は公務員をしていました

けれども自治体から呼ばれることはないんです。自治体とは全く逆の立場の労働組合であ

るとか或いは自治研であるとか、総じて反対する勢力の方からしか呼ばれません。私が自

治体の審議会の委員とかに呼ばれることは一切ありませんので、いいたいことを言えるの

かなと思っています。審議会とかに入ると、突然皆さん方ものを言わなくなる、歯切れが

悪くなります。私は非常に歯切れがよくて万年野党型とかいわれるかもしれませんけれど

も、別にそういう意味ではなくて、やっぱり駄目なものは駄目だというふうに言っていか

ないとこの社会はどんどん悪くなっていくと思っています。  

 

１ 安倍政権下の社会保障の解体 

１）社会保障から公的責任を捨象 

安倍政権下で社会保障の解体が進んでいます。2012 年に第２次安倍政権が発足して以降

の社会保障は完全に改悪だと思います。社会保障の水準をどんどんカットしてきています

し、いわゆる市場化という形でビジネスに直結させていこうとしています。消費税率を上

げそれを社会保障に振り向けるんだといって、一見社会保障が充実するかのようにいいな

がら実はそうではありません。そもそも消費税収だけで社会保障が担えるものではありま

せん。消費税収を社会保障に全部使うといってもそのごく一部を賄うだけしか入ってきま

せんので、結果的にはその他の税とか国債の発行によって財源を賄わざるをえない状況に

あります。ですから、消費税収が全部社会保障に使われたとしてもその水準は決して良く

はならないという構造になっています。 

 2013 年 12 月 5 日に「社会保障プログラム法」が可決・成立しています。プログラム法

は、一般的にはある制度の改革のスケジュールを書いた法律のことです。この社会保障プ

ログラム法は、社会保障の改革を何時頃こういうことをやりますよということを書いた法

律です。ですから、個別の制度、介護保険だとか医療保険制度の中身を規定するものでは
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なくてスケジュールを規定したものです。これが可決・成立した後にそれぞれの関係法律

の改悪を繰り返していっているというのが安倍政権だということです。2014 年６月 18 日

には「医療・介護総合法」（実際はこんな短い法律ではありません）が可決・成立していま

すが、これは社会保障プログラム法に則っとって介護保険法、医療保険法等の具体的な改

正の中身を記した法律です。 

この社会保障プログラム法は、社会保障における公的責任を明確にしていない法律で、逆

説的な意味で非常に大きな意義のあるものです。つまり、「公助」という言葉がどこにも出

てこない。助け合い或いは環境整備をするのが社会保障だと、自助･公助の環境整備なんだ

ということで、社会保障そもそもの目的を捨象するような文言しか書かれていません。社

会保障というのは自助･自立・相互扶助なんだということを明確にしたのが社会保障プロ

グラム法であるということです。それ以後の社会保障各法の改革というのは自助･自立を

醸成していくものになっています。決して法的責任を明確にしてはいないものだというふ

うに捉えることができると思います。  

２）社会保障の市場化 

① 健康・医療の市場化と人権 

  2014年５月 23 日に「健康・医療戦略推進法」と「独立行政法人日本医療研究開発機構

法」という２つの法律が成立しました。健康・医療戦略推進法は健康や医療を推進するん

だという文言の法律ですけれども、中身は実はそうではなくて、健康や医療分野をまさに

ビジネスにするというものです。この法律の第 1 条が目的ですが「健康長寿社会の形成に

資する新たな産業活動の創出及び活性化、･･･中略･･･それを通じた我が国経済の成長を図

る」と書いてあります。つまり経済成長のために健康長寿社会に関する健康や医療部分を

ビジネス、つまり商品化していきますよということを明確に目的として書いているわけで

す。もっと具体的にいえば、医療保険に関わる部分、介護保険に関わる部分をどんどんビ

ジネス化していきますよということを明確に書いたものであるということです。 

② 健康医療戦略の中身   

この法律には「疾病予防、慢性期の生活支援等を念頭においた公的保険外の新しいヘル

スケアサービスの市場を創出」するんだと書いてあります。医療保険の利かない部分、介

護保険の利かない部分をどんどん拡大していくと、当然その部分は社会保障としての社会

保険がカバーしないですから商品になっていきますので、自分で購入しなければならなく

なってきます。だから市場の創出なんだといっているんです。法が社会保障として守って

いる場合は市場にはなり得ません。市場というのは、いかなる人が市場における商品を作

ってもよくて、価格は需要と供給によって決まるものです。ところが社会保障の場合は、

完全な市場にはなりません。医療保険や介護保険を見れば分るように需要と供給の関係に

よって価格が設定されるのではなくて、医療であれば診療報酬、介護保険であれば介護報

酬という形で国が決めるんです。つまり、市場で需要と供給によって決まるものではない

ので、これはマーケットにはなり得ません。ところがこれをマーケットにして市場を作る

んだということは、公的なカバー範囲を減らさない限りできないわけです。これはまさに

公的な医療保険や介護保険のカバー範囲をどんどん外していきますよということをこの時

点でいっているわけです。 

・実質的「混合診療」の解禁 
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 実質的な混合診療の解禁ということですけれども、この 4 月から「患者申出療養」が始

まります。実は 1990年代以降に実質的な混合診療の一部解禁がなされております。制度と

して位置付けられたのは小泉構造改革の時で、「保険外併用療養制度」ということで、「評

価療養」と「選定療養」という２つできました。それに加えて「患者申出療養」というの

ができたわけです。 

選定療養というのは室料差額であるとか病院給食費であるとか或いはリネンに関する費

用、これはアメニティだと、例えば個室に入るんだから個室代を、テレビを見ているんだ

から電気代を取りますよというものです。自分でその部分を選んでいるでしょうというの

が選定療養です。評価療養というのは、近い将来に保険収載されるであろう薬などをフラ

イングで少し早めに使うというときに、保険の対象になる部分と対象にならない部分を併

用してもいいよというものです。 

これに加えて今度の患者申出療養は、患者から日本では保険に認可されていないけれど

もアメリカではある癌に関してこれは効くといわれているので使いたいというように申し

出ることによって保険の利く部分と利かない部分を併用できるというものです。評価療養

との違いは、評価療養は近い将来に保険収載されることが決まっているものを早めに使う

というものです。でも患者申出療養というのはそれが全く決まっていないんです。つまり、

それが安全なのか危険なのかを国が判断しきれていないものを患者から申し出て使えます

といったものです。これが実質的に混合診療になってしまうということですけれども、こ

れは大変大きな問題です。 

評価療養というのは、近い将来保険収載がされることが決まっていても、それを使う場

合は 6 ヶ月間の審議期間を経て使うか使わないかを決めます。ところが、患者申出療養は

６週間で使うか使わないかを決めるわけです。そしてなおかつ第 2 回目からは、2 週間で

良いとなっておりますので、危険性についての把握が果たして 2 週間や 6 週間でできるの

かということです。でも、国はこの辺はちゃんと考えていて、だから「患者申出療養」と

いう名前を付けて、患者が申し出たんだから、何か医療過誤があっても、あなたが言った

んでしょということにすることができるんです。特定機能病院等大学病院だとか県立の総

合病院だとかそういうところでしか一旦は使えないということにしておりますけれども、

二回目以降は民間病院でも使っていいということになっていますので、これはもう実質的

な混合診療の解禁になっているということです。 

 4 月 1 日以降、患者申出療養の薬などがかなり増えていけば大変なことになります。今

は保険が利く部分と利かない部分では 100％の自己負担か 30％の自己負担かですが、売れ

ると見込めれば当然３割負担の方が売れるから一生懸命認可を得るために治験等を繰り返

します。ところが、実質的な混合診療になれば、別に認可を得る必要がないんです。患者

から申し出れば高い薬でも使えるようになればどういうことが起きるか。この患者申出療

養が進んで 10 年 20 年すると、保険収載される薬が少なくなってくるんです。薬というの

はだいたい一つの薬を開発するのに数十億から数百億円かかります。その半分くらいは治

験に要するに費用、つまり安全かそうでないかのデータを集めるために使われるといわれ

ています。その資料をどれだけ精緻に集めるかによって認可がされます。認可されるため

の費用の半分は治験ですから、認可が必要なくてどんどん使えるようになったら結局薬が

安くなりますという宣伝をすることができるようになるんです。でも半額になったとして
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も高いです。3割で済んでいるのに半額になったとしてもまだ 1.5倍の高さになるんです。

ただ、製薬会社にとっては有利になります。半分で済むんだからもっと売れるようになる

と考える。 

これはさらにＴＰＰと絡んでいます。世界の十大製薬会社のうち 5 社まではアメリカで

す。世界十大製薬会社の中に日本の製薬会社は一つも入っておりません。イギリス、オラ

ンダ、アメリカの会社しか入ってないんです。先進医療薬のかなりの部分をアメリカが作

っていますので、結果的にはアメリの言い値で薬を売れるようになるということです。そ

れを狙っているんです。ＴＰＰが合意される前にこれを法律で通しているということが、

まさに安倍政権がアメリカべったりだということです。強いことを言っている割にはアメ

リカには媚び諂うというのは軍事費にも表れています。戦後初めて 201６年度予算で軍事

費が 5 兆円を超えました。社会保障関係費は 30 数兆円ですから、５兆円というのは大し

たことないと思うかもしれませんけども、そうではありません。軍事費というのは後年度

負担というローンです。20 年のローンを組んでいるとその年の予算は 20 分の 1 です。イ

ージス艦は 2200 億円ほどしますけれども、これを 20 年で組めば、1 年あたり 220 億円し

か計上されません。だから軍事力の費用としては 20分の 1 とか 30 分の 1 しか出てこない

わけです。少なく見積もるようにできているわけです。ですからその年度の防衛費だけ見

て大したことないよと思うのは大きな間違いです。 

スウェーデンにストックホルム平和研究所（シプリ）というのがあります。ここが毎年世

界の軍事力と世界の軍事費の実数を全部出してきておりますけれども、その中でなんと日

本の軍事力は世界第三位なんです。ロシアやドイツ、イギリスよりも軍事力は大きいんで

す。アメリカ、中国、日本の順なんです。そういう意味では日本は実は軍事大国になって

いるんです。 

・国民の資金をウェルネス産業に吸い取らせる 

健康医療の戦略に関していうと、ウェルネス産業といわれる部分の育成もあるということ

です。アメリカが非常に大きなウェルネス産業を持っているんですけれども、現時点で

5000 億ドルといわれています。これが 5年後には 100 兆円、1兆ドルになるといわれてお

ります。日本もそれと同じくらいとはいわないまでもかなり大きな産業になっています。

例えばトクホ（特定保健用食品）だけでも 2014 年度で 6275 億円です。かなり大きな産業

になっています。多分近い将来 1 兆円産業になってきます。コンビなんかに行ってもお茶

とかのトクホが非常に増えてきています。非常に高いですが結構売れているんですね。な

んかそれを飲んでいると健康になるかのように誘導されてしまうんですね。だからどうし

てもそういうものに手を出してしまう。実はこれは裏返すと不健康だと思い込んでいるか

らです。自分が本当に健康だと自覚している人間はわざわざトクホは買いません。だから

国民をどんどん不健康に思わせてこういう産業が増えていくということなんです。 

・マイナンバーと医療情報の結合でペナルティー強化 

 マイナンバーは 200 万通がまだ未達だといわれています。２、３日前に総務省のある職

員がマイナンバーなんて後何年かしたら無くなると言ったというのが情報としてかなり流

布しています。何故かというと、ここまで携帯電話が普及していると、SIM カードに全て

の情報が入っているのだから敢えてマイナンバーなどを使う必要性が多分無くなってくる。

だから何年かしたら、SIM カードにデータを移行してそれを個人情報のカードとして使う
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ようになるのではないか、だから何年かの凌ぎですよということを総務省の官僚が言って

いるんです。それが漏れてネット上で凄い話題に実はなっているわけです。住基ネットも

そうでした。結局何百億円もかけてやったのに、あれは一体何だったのかと。今回はもう

特定の IT 関連企業だけが儲かるという仕組になっています。その人達を儲けさせるため

にてこ入れして数年したら止めるんではないかというのが専らの噂です。噂ですからどう

なるかわかりませんけれども、さもありなんです。 

 このマイナンバー法というのはよくよく読んでみると非常に面白いんです。通知カード

の受け取りを拒否している人は自ら番号を知ることができないからこの法律の対象者にな

らないという解釈ができるという話になっています。実は受け取り拒否をしている人が増

えていったのが 200 万通の未達の一つの大きな要因です。もう一つは、外国人がかなりお

られて、郵便局等になかなか取りに行っていないという問題もあるのではないのかといわ

れています。1 億 2000 万人いる国民の中で 200 万通が未達というのはかなり大きな問題だ

ろうと思います。実際はもっと多いのではないかともいわれています。 

未達が問題というよりもマイナンバーカード自体が問題なんです。これが単純に個人を特

定する ID カードだという問題ではないんです。去年の 9 月に施行する前に改正法が成立

して様々に要件が拡大されました。銀行口座を開設するとか不動産の売買等に関してもす

べてマイナンバーカードを使わなければいけないとか、あるいは国民健康保険や健康保険

等の医療保険にリンクさせるとかです。年金番号に関しては、年金機構からの情報漏えい

があったのでちょっとストップしています。不動産の売買等あるいは銀行口座云々という

のは基本的にいえば、これはクレジットカード等にもリンクするということです。結局リ

ンクしてしまうと、我々が何を買ったかも実は紐付けされてくるということです。個人情

報が国家によってすべて捕捉されてしまう、資産についてもお金の動きについても全部捕

捉されてしまうということです。 

これは一体何を意味するかというと、同じ時期に成立した刑事訴訟法改正法との関わり

があります。何故と思われるかもしれませんが、要はこの法律は盗聴法です。この 4 月か

ら施行です。現行では盗聴に関しては麻薬等の取引、殺人、あるいはテロの３つの組織的

犯罪関して指定されています。これはあくまでも組織的犯罪で個人による犯罪は対象外だ

ったんです。ところが、この刑事訴訟法改正によって個人の犯罪に関しても盗聴ができる

ことになったことと、もう一つ大きいのは、事業者の立ち会いが要らなくなりました。例

えばメールの盗み見にしても電話盗聴にしても、これまでは NTT 職員とかソフトバンクの

職員であるとか或いはプロバイダーの職員等が立ち合わなければいけなかったんですが、

この 4 月からは立ち会いが必要でなくなりました。警察権力が勝手に国民を監視すること

ができるようになりました。これは大変なことなんです。だからマイナンバーなんです。

マイナンバーにすべての情報が入っていきますと、それはクレジットカード等とか銀行口

座とかにリンクしていきますから、いつなんどきどういうもの買ったか、特定の医薬品を

かなり買っているとか、それは爆弾を作れるとか、そういうことを勝手に警察権力が認定

して個人を調べることができるようになるということです。 

 つい先だって富士通でしたか、顔認証システムを開発したということで、既にどこかの

企業が使っているというのが出ていました。特定の個人を顔だけで判断できるということ

です。すると監視カメラを設置することによって、誰がどこを今歩いているかを顔認証シ
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ステム等でできるということになる、誰がどこに行っているのかということも紐付けされ

てくる可能性も高いといえます。つまり完全に国家が我々国民を監視するということです。

様々なデモなんかの時も公安当局が一般的には全部ビデオを撮っています。どういうデモ

に誰がいたのかというのをものすごく見ているといわれていますけれども、それが顔認証

システムで簡単にいつなんどきそのデモに誰が参加したのかということまで分かってしま

うということです。そして勝手にそれがテロ行為云々とかに紐付されて全部調べられる、

知らない間にメールから何まで見られてしまうということが今後は起こってくるという大

変な社会になるのではないかと思っています。 

  

３）2025年問題と地域医療構想の課題   

地域医療構想は、2016 年度に全ての都道府県が策定しなければならないということにな

っています。そのため都道府県には構想を策定するための地域医療構想調整会議というの

が設置されております。地域医療構想では 2025 年までの病床数を二次医療圏ごとに策定

することになっています。二次医療圏は全国で 344 ヶ所あります。ですから都道府県によ

って若干数は違いますけれども、その二次医療圏ごとに一般病床はどれだけ、急性期はど

れだけ、慢性期はどれだけと病床数を確定していきます。この 2025 年の姿を 2016 年度中

に作って、それに従って病床数の多い部分は削減を強制していくというものです。 

① 医療需要推計の欺瞞 

これが、国が示した全国ベースの病床数です。2013年の現状では 134 万 7千床あります

が、それを 2025 年には 115 万～119万床まで減らしますということです。これは非常に大

きな矛盾なんです。確かに人口は若干減りますけれども、有病率の高い高齢者の方が増え

るにも拘わらず、病床数を 20 万床ほど減らすという案なんです。全国規模で 115 万～119

万にするために 344 ヶ所の二次医療圏でそれだけどんどん減らしていきなさいということ

なんです。減らしていくというのは入院させないということです。なるべく入院するので

はなくて、自宅で療養しなさいということです。果たして 115 万～119 万まで減らすとい

う根拠はあるんだろうか、これが非常に大きな問題だと私は思っています。  
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診療報酬、レセプトの請求というのを出しますけれども、それによってどういうふうに

実際に診療行為が行われたかというのがわかるんですけれども、その積み上げを 2025 年

の人口推計に合せてやっていくと 115 万～119 万だということなんです。けれども、これ

は病院に掛かりたい人がすべて掛かれているということを前提にしておりますけれども、

実際はそうではありません。 

社会保障･人口問題研究所が３年ごとに「生活と支え合いに関する調査」を行っています。

このグラフは、その中で過去 1 年間病院に行く必要があったけれども行けなかったという

人の理由を問うているグラフです。無作為抽出の有効回答 21,173 人のうち 14.2％の人が

「医療機関に掛かりたくても掛かれなかった」と言っています。7 人に 1 人が病院です。

診療報酬の積み上げではこの掛かれなかった人の意向は何ら反映されていません。7 人に

1 人分の状況は全く反映されずに 115 万～119 万床に減らすということです。これは大変

大きな問題だと思います。それを根拠にして全国の自治体で今病床数を削減していくとい

うことです。 

② 地域医療構想調整会議･････病床削減への荒手の手法 

病床数を削減するといっても日本は公立、国立の病院以外は自由開業制です。医師が自

分で医療法人を作って、ここに病院を造りたいといえば駄目だとはいえないのが原則です。

これを崩さない限り病床数を減らすことはできませんが、この権限を都道府県知事に与え

たのが今回の地域医療構想であり地域医療構想調整会議です。公的医療機関の場合は当然

都道府県知事や厚生労働大臣が認可をしていますから、削減命令は簡単にできます。民間

の場合はどうかというと、国の指針には出来ると書いてあります。民間医療機関は「正当

な理由がなく、要請に従わなかった場合には勧告を、許可に付された条件に関する勧告に

従わなかった場合には医療機関名の公表、地域医療支援病院の不承認又は承認取消し、管

理者の変更命令等の措置を講ずることができる」と書いてあります。これは公的医療機関

と全く同じです。最終的には民間医療機関も命令によって不承認になったり管理者の変更

ができるということですから、まさに自由開業制を根底から覆すようなことです。そうし

ない限り病床数 削減というのはできないわけです。  

 

４）「地域医療連携推進法人」創設等の医療改革法可決成立（2015年 9月 16日）   

「地域医療連携推進法人」というのは「地域医療非営利ホールディングカンパニ―」と

いうふうに一般的にはいわれているものですが、この創設等に関わる医療改革法が 9月 16
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日に可決･成立しました。これと全く同じ時期に社会福祉法改正法が出されていたんです

けれども、これは審議未了で継続審議になって、今国会でもう一度審議することになって

います。これはセットだったんですけれども片方しか通りませんでした。これには非常に

大きな意味がありまして、要するに病院や社会福祉法人を統括するような持ち株会社のよ

うなものを作りましょうと、そこの下部組織にいろんな病院や社会福祉法人があるよとい

うイメージを描いていただいたら結構かと思います。そうする、病院の系列化が進み、病

院と社会福祉法人の合併が進んでいくということになります。 

地域医療連携推進法人というのは持ち株会社みたいなものですから、直接の医療機関で

はありませんので、医療機関の場合は法人理事長は医師でないといけないんですけれども、

持ち株会社のようになりますので理事長は医師でなくてもいいんです。となると、実質的

に病院や社会福祉法人を経営しているのにそのトップはどこかの株式会社の社長だった人

が就くことが可能なんです。現職でどこかの株式会社の社長をしている人は就けませんけ

れども、そこを辞めた形にすればどこの会社の社長であっても就けるということです。つ

まり、株式会社が実質的に医療機関を経営するような形態を考えるしかなくなります。こ

れはあくまでも社会福祉法の改正とセットだったんですけども、これは社会福祉法人を徹

底的にスリム化するというものです。一昨年の人事院の監査によって社会福祉法人に凄い

内部留保があった、だからそれを吐き出せと、それを吐き出すまでお金をやらないよとい

うものです。持っているお金や内部留保は地域貢献利用にすべて使えということです。 

介護保険でいえば、昨年から来年にかけての２年間の間に今まで行われていた介護保険

の要支援１・２に対する訪問介護と通所介護を介護保険からの給付ではなくて新総合事業

に移行させていくということですが、その主体は地域住民を主体にしたような支援システ

ム、つまりボランティアでやりなさいと。それを社会福祉法人にやらせるということです。

お金をかけずに自分達で社会福祉法人の地域貢献事業としてボランティアを育成し、そこ

でやらせなさいと、そのために今までに溜めた内部留保を使いなさいと、それを使い切る

まではお金をやりませんというものです。国はお金をかけずに社会福祉法人にそれをタダ

でやらせようというものです。そういう意味では、社会福祉法人を改革するための社会福

祉法を改正しなければいけなかったんですけれども、これが前回の国会では通りませんで

した。今国会でこれを通しますと、大変なことになります。総合事業は今までどおり社会

福祉法人や社会福祉協議会がやらなければならないんですけれども、ほとんど無報酬でそ

れを担わなければいけないということになってくるということです。  

５）保険医療 2035提言書が語る危険な姿   

厚生労働省のホームページを開くと、上の方に「保険医療 2035」というのが出てきます。

これはカラー刷りの 10 頁足らずの文書ですが、ここには非常に恐ろしいことが書いてあ

ります。簡単にいうと、現在ある医療保険、介護保険を解体しますよということです。つ

い 1 年くらい前までは厚生労働省は「2025 ショク」という言葉をよく使っていました。

2025 というのは、団塊の世代がすべて後期高齢者になる 2025 年のことです。ところが、

厚生労働省は既に「2035 ショク」という言葉を使っているわけで、これに運動体の方が追

い付いていっていないで遅れているんです。この「2035」とは、団塊ジュニア世代が 65 才

に達するのが 2035年ということです。ここが問題だと。つまり、日本の高齢化率が極めて

高くなる時の医療保険や介護保険が問題だということです。だからそれを見越して今から
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改革をやりましょうということなんです。 

「団塊ジュニアの世代が 65歳に到達し始める 2035年頃までには、保健医療の一つの『発

展形』が求められることになる」といっています。さらに「均質のサービスが量的に全国

各地のあらゆる人々に行き渡ることを目指す時代から、必要な保健医療は確保しつつ質と

効率の向上を絶え間なく目指す時代」に変わったんだというんです。「効率」と書いてある

ところがミソです。非効率な部分はもうカットとしていけということで、具体的にどう書

かれているかというと、「基礎となる国の公的医療保険の土台に、地域や職域保険が選択的

に提供できるサービスを新たに追加できるようにし」ということで、これは二階建て保険

のことです。すべて国民を網羅する公的医療保険の運営に地域型保険を別に作りましょう

ということです。現在は縦割りになっていて、自営業や無職層が入る国民健康保険と被用

者が入る健康保険に分かれているんですけれども、そうではなくて、1 本の基礎的な医療

保険とその上の地域型か職域型という二階建て型にするといっているわけです。 

いいではないかと思われる人もいるかもしれませんが、これには実は大きな問題があり

ます。現在、健康保険と国民健康保険の保険料の賦課方式は違います。地域型のいわゆる

自営業層や無職層が入る国民健康保険は、世帯割、人数割、所得割、資産割という４つを

組み合わせて保険料が算定されますので、所得だけから勘案されるわけではありません。

健康保険は、所得だけです。世帯割とかがあるわけではありません。人数割もありません

ので、極端な話、家族が 1 人であろうが 100 人であろうが健康保険の場合は同じ賃金であ

れば同じ保険料なんです。こういう違いのある保険を一本のものにしようということは、

被用者のところにも資産とかが加わってきますということが書かれているわけです。 

 それと市販されているようなものについては保険の対象にしませんと。例えば具体的に

議論されたのが、モーラステイク、腰痛であるとか肩痛であるとかで整形外科にいくと必

ず処方されますけれども、こういうものはいくらでも市販されているから保険から外しま

しょうとか、あるいは整腸剤であるとかビタミン剤などをすべて保険から外そうというこ

とも書かれています。介護保険にいたっては、今ケアマネジメント･プランは無料ですけれ

ども、これを有料にするということも書かれています。つまり介護保険においても無料が

なくなる。負担なきものには給付なしということを徹底しますということも書かれていま

す。そういうことで大変なことになるんだろうと思います。  

 

６）介護予防・日常生活支援総合事業の問題点 

① 新総合事業(以下「総合事業」)とは   

介護予防・日常生活支援総合事業は「新総合事業」といわれますが、もうこれは始まっ

ているところもありますので、「新」を付けずに「総合事業」と一般的にはいわれています。

総合事業には大きな問題があります。そもそも要支援１･２に対して日本の場合は介護保

険からの給付がありました。世界で介護保険という名称を持っている国は、イスラエル、

ドイツ、日本、韓国、台湾の５か国しかありません。台湾は今年から始まるといわれてい

ますけれども、この間政権交代がありましたので多分これはすんなりとは進まないだろう

と台湾の学者はいっておりますので、実質的に現在介護保険が実施されているのは４か国

しか存在しないということになります。 

このなかで要支援に対するサービス給付をやっているのは日本だけです。イスラエルも
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ドイツも韓国も要支援に対するサービスはありません。国はこれを根拠にしているんです。

そもそも他の国は要支援などをやっていないではないかと。だから外せばいいんだと。効

果性も科学的には余り証明されなかったということで、要支援の給付の６割を占める訪問

介護と通所介護について自治体の総合事業に組み入れていく、つまり介護保険からの給付

でないものにするというのが総合事業の中身です。  

② 総合事業の問題点   

実質的にどうなるのかというと、今までのように介護報酬から出るということであれば

年度途中でお金が無くなったからやりませんということはできなかったんですけれども、

上限が決められた予算事業になりますから途中でお金がなくなれば打ち切りです。これが

大きな問題なわけです。それと、日本の場合、要支援段階で介護給付をやるというのは意

義があったんです。要支援状態の中で専門家が関わって要介護状態にさせないということ

が大事だったにもかかわらず、そこをボランティアと住民主体でやりましょうということ

は専門家から非専門家になるということで大きな問題です。本当に今までどおりのサービ

スの質を確保できるのかというところが私は大きな問題だろうと思っています。  

③ 総合事業の対象者   

総合事業の対象者がどうなるのかですが、これはかなり削減されるだろうと考えられま

す。今までは介護認定を受けて要支援１･２になった人が対象だったんですけれども、介護

認定をしなくていいと、例えばそれぞれの地区の地域包括ケアセンターに行ったとします

と、どう見てもあなたは要介護状態ではないから認定を受けなくていいよと、基本チェッ

クリストでいいと、それであれば直ぐにサービスが受けられますと、介護認定を受けるに

は最低でも 30 日が必要になってくるからサービスは直ぐには受けられないよと、明日か

らでも受けようと思ったら介護認定を受けるよりも基本チェックリストで明日からでもサ

ービスを受けられ方がいいんではないですかという誘導を総合事業を実施しているところ

では今しています。そうすると、本来は要介護１かもしれないけれども、ケアマネジャー

にいわれて明日からサービスが受けられるなら 25 項目の基本チェックリストでいいと。 

基本チェックリストは、外出できる･できない、食事を作れる･作れないとか非常に曖昧

な書き方がされていますので、その基本チェックリストから外れる人もいるんです。外出

できるかできないかなどという曖昧な聞き方、例えば歩行車を使って外出できるのか、杖

を突いてやっと外出できるのか、そういうものなしで例えば近くのスーパーまでいけるの

かという細かいことを聞かずに外出できるのかできないのかというのは本人の感覚になっ

てしまうわけです。そうするとここから外れる人が非常に多くなってくる。つまり対象者

を限定できるという問題があるし、本来は要介護１くらいなのかもしれないですけども介

護認定をさせないわけですからそこから外れる、つまりこれは介護認定を受ける人の数を

一気に減らすことができるということです。ということは自治体における介護認定作業も

減ってくることになりますので、介護保険給付を減らすことを狙っているということがわ

かるかと思います。 

④ サービス利用終了を前提   

この総合事業というのはサービス事業終了を前提としています。「介護予防ケアマネジ

メントの考え方は、サービス利用を終了した場合においても利用者のセルフケアとして習

慣化され、継続される必要がある」と書いてあります。つまり自分でどうにかしなさいと
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いうことを習慣化させる、予防でやっていて要介護に繋げるのではなくて、あくまでも終

了なんです。この総合事業のモデル事業で埼玉県の和光市というところが有名ですけれど

も、そこでは「卒業」という言葉を使っています。これは一昨年 NHK の特集でもやってい

ましたけれども自治体が卒業式を開くんです。要支援サービスを受けないで良くなった人、

80 何歳とかの人に卒業証書を渡すんです。でも、要支援状態から完全自立に移行するとい

うのはいろんな専門家にも聞きましたけれども、あり得ないことです。いわゆるソフトラ

ンディングさせることが大事なのであって、全くサービスを受けないということにさせて

いくのは大きな問題だと思います。 

サービスに繋がらないということで何が起こるのかというと、1 人で住んでいれば孤立

死の可能性があります。サービスと繋がっているが故に安否確認が定期的になされるんで

す。ヘルパーが行っていたのが途端にヘルスケアになるとサービスに繋がらないことによ

って孤立死が増えるのではないかということがいわれています。ですから、卒業や終了と

いうことはあってはいけないことで、どこかで必ずサービスに繋がっていないと非常に大

きな問題だろうと私は思っています。 

⑤ 総合事業の単価・利用者負担   

総合事業の単価は自治体が勝手に決めればいいんです。住民主体のサービスでやるとい

うことは、いわゆる指定事業者がやっていた場合よりも低い単価でいいというのは分かり

ます。「単価は予防給付における単価以下で設定」しなさいと国は指針を出しています。専

門家がやっていたのと同じ料金のわけがないんです。ところが利用者負担に関しては違う

見解が述べられています。今回の介護給付の利用者負担割合は、現在の「（原則 1割、一定

所得以上は２割）等を勘案して利用者負担を定める」と書いてあるんですけれども、この

ガイドラインの別の項目では「その下限は当該給付の利用者負担割合とする」と書いてあ

ります。「下限」なんです。つまり１割あるいは２割は下限なんです。ということは３割で

も４割でも 10 割でもいいよということです。これは自治体の事業なんだから自治体が勝

手に決めればいいということです。ある通所介護が 1 回あたり 3000 円だったとします。

それが 1 割なら 300 円ですけれども、これは下限なんだからうちの自治体は 10 割とりま

すといったら、3000 円としてもいいわけです。こんなことを国が指針で出しているわけで

す。これは私は詐欺に近いと思います。  

総合事業は今全ての自治体で行われているわけではありません。総合事業に移行してい

るのはまだ少数派です。多くの自治体は現行のサービスをまだ続けています。ただ、2017

年度までに全ての自治体が介護保険給付から総合事業に移行しなさいといっています。こ

れにはペナルティーが科されることになっていますので、いやでも 2017 年度までにはや

らなければならないということです。そうなると自治体は１割２割ではなくて３割４割５

割という料金設定を考えるところが出てくる可能性が極めて高いと思います。今までより

も単価は下がったとしても、料金の割合が増えれば今までよりも負担が増える可能性が高

くなるといえます。素人がやるわ料金は高くなるわでは、踏んだり蹴ったりということに

なります。そういうことが起こる可能性は現に高いと考えられます。 

 

 



 

１２ 

 

２ 一億総活躍社会の欺瞞  

次に、安倍首相が大風呂敷を広げた「一億総活躍社会」という非常に欺瞞的な言葉です

が、この言葉は戦前の国家総動員体制なんです。つまり働ける者はみんな働けということ

です。それが活躍だと。しかし、人間にはいろんな貢献の仕方というのがあるはずで、た

だ単に働いているだけではなくて、芸術活動やボランティア活動など様々なことがありうるは

ずなのに、全てが働かないといけないようなイメージを醸すということで極めてよくないこと

だと思っています。 

 そういう中で 7 月に参議院選挙があります。その前にいろんなバラ撒きをやります。一

番大きいのが低年金者に対しての３万円の給付です。これはいつやるのかというのが非常

に大事です。参議院選挙が７月ですから直前にやらないと高齢者は忘れるだろうというこ

とで、６月らしいです。６月に 1400 万人に配るといわれています。年金を受給している人

の３割に当たります。明らかに票狙いです。年齢別の得票率でみると国政選挙では高齢者

の得票率が一番高いんです。高齢者にお金を配ると、自民党や公明党が配ってくれたんだ

ということで現政権に票が入るだろうというのは明らかに分かる話です。それを誘導する

ために選挙の直前に配るんだということです。 

 待機児童の解消もやりますということをいっています。2017 年度末までに整備拡大量を

今まで 40 万人といっていたのが、50 万人にしますということを言っています。待機児童

解消加速化プランといっていますけれども、どういうふうに整備していくのかというと、

保育士が足らないので、例えば朝夕の保育士の配置は基準上は今まで２名だったけれども

１名にすればいいんだというようなことをいっています。確かに２名から１名にすれば半

分で済むわけです。これが整備なのかということです。それから幼稚園・小学校の教員免

許がある人は講習会を経れば保育士の免許を与えますといっています。これは教育と保育

の専門性を完全にごちゃまぜにしています。教育の概念を上位概念にしているんですが、

これは下位概念でも上位概念でもなく全く別の専門性なんです。要は教員免許は沢山の人

が持っているけれども実際には働いていない人が多いからそれを保育士にすれば働く人が

沢山増えるでしょうという非常に安易な考え方です。研修時等の代替要員は保育士でなく

ても誰でもよいと、例えば事務職員がその日代わってもいいし運転士が代わってもいいと、

あるいは給食職員も代わってもいいと、これは全く無茶苦茶な話です。そういうものを出し

て整備するんだといっているわけです。要はこれは保育士の配置の緩和です。結局は株式会社

等を大量に参入させるために保育士資格のないものまで保育士のように見せかけるというやり

方です。 

 「希望出生率 1.8」というのを新３本の矢の中で出しましたけれども、これは計算しま

すと、保育利用者が 100 万人増えることになるはずです。となるとこれには矛盾がありま

す。2017 年度までに 50 万人増やすというのは半分です。40 万人といっていたのを 50 万

人に増やしましたけれども、希望出生率 1.8 にすると 100万人必要なので半分なんです。

これもまやかしです。 

 「介護離職ゼロ」というのも非常に不思議です。そもそも、介護保険は、家族介護から

介護の社会化ということで、家族が介護しなければいけない状況になって離職をするのを

もう止めましょうと、そういうことをさせないということで始まったわけです。介護保険

が導入されるまでも、介護保険が導入された後も、実は 1990 年代以降ずっと毎年介護離職
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は 10 万人なんです。これをゼロにするんだということで、特養等を増やすといっています

けれども、これは大嘘で、実は「サ高住（サービス付き高齢者向け住宅」」を増やすだけの

話です。サービス付きというサービスは最低限安否確認があればいいということになって

いるので、安否確認だけがある住宅のことなんです。それを誤魔化して、これで介護離職

が減るでしょうといっています。 

 もう一つは、介護職離職もなくすといっています。介護職をなるべく離職させないとい

うのが介護職離職をなくすということです。これも面白いんですけれども、介護職員再就

職準備金 20 万円を給付するというのを打ち出しました。何かの状況で介護職を辞めたけ

れど、また介護職の現場に就いたら 20万円あげるというんです。５年間働いたら返還免除

にするという奨学金です。５年間働かないと返していかなければなりません。５年間すな

わち 60 ヶ月で 20万円を割ると月々で 3333円です。つまり５年間だけ月々の給与が 3333円増

えただけの話です。これで本当に誤魔化される人がいるのかなと思います。給与を安定的に上

げるという話ではないんです。まさにこれは戦前の「国家総動員体制」、働かざる者食うべから

ずという方向性なんだろうと思います。 

 

３ 障害者総合支援法見直し示唆 

障害者総合支援法の見直し法案が今国会に提出されることになっていますけれども、社

会保障審議会の障害者部会で「障害者総合支援法施行３年後の見直しについて（案）」（2015

年 12 月 14 日）が出されています。このなかでは利用者負担増が示唆されています。つま

り、その他の制度との関係性でいくと「制度の維持可能性を確保する観点」からしょうが

ないだろうということです。つまり応能負担から応益負担へという流れを作る可能性があ

るんです。民主党政権の時に歴史的な和解といわれたものを反故にしていこうということ

です。 

障害者の方は 65 歳以上になると介護保険に移行になってサービスが下がるということ

で訴訟まで起こっています。これについては「維持することは一定の合理性がある」とい

っています。つまり介護保険に移行するのもしようがないでしょうということをこの案の

中でいっています。もう一つは、介護保険ができた時からくすぶっている障害者のサービ

スと高齢者介護との一体化についても「制度一体化の展望を検討する価値がある」といっ

ております。つまり障害者総合支援法と介護保険法を将来的には介護保険に一本化しよう

ということが社会保障審議会の障害者部会の議論の中で明確に出されてきております。 

 

４ 2015 年度補正予算と 2016 年度予算の主な内容 

2015 年度補正予算については、「新３本の矢」あるいは「１億総活躍社会」に関わるも

のですが、要するに参議院選挙を見越してのばら撒きです。 

2016 年度予算の社会保障のところでいえば、小泉構造改革の時以上に社会保障費の自然

増をカットしていきますと、ここ数年に渡って 5000 億円規模のカットを繰り返していく

ということをいっております。年金は据え置き、そして今年度の診療報酬は 10 年ぶりのマ

イナス改定を出しました。 

教育に関しては教職員の 3475 人の削減、国立大学法人に対する補助金のカット、そして

国立大学法人・公立大学法人の学費を 10 年後に 1.5 倍まで上げろという通達、国立大学
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はだいたい学費が 50 万円くらいですけれ

ども、これが 10 年後には 70万円から 80万

円にするということです。80 万円になりま

すと私立大学の一般的な総合大学の文系・

社系の学費と一緒になります。国立と公立

そして私立大学の学費の差をなくしていく

ということです。ということは、所得の低

い世帯は大学にはなかなか入りにくくなる

ということです。国立大学や公立大学が独

立行政法人化されてもまだ私立大学よりも

学費が低かったから入れたのに、そこすら入

れなくなってくるということです。  

奨学金を給付型に云々といっています

が、日本は給付型の奨学金は現時点では存在しません。教育費に関わる支出の GDP 比でい

くと OECD30 か国の中で日本は一番低いんです。一番教育にお金を使わないのが日本です。

そういう中で教員は減らす、学費は高くするということは、増々大学に入れなくなってき

ます。今高校を卒業して進学する人は、専門学校も含めて日本は 53％です。これは先進国

の中では非常に低いんです。韓国は 75％です。さらにこれは減るんではないかというふう

にいわれています。私の大学（立教大学）の学生に聞くと、日本の大学等進学率は８割か

ら９割だと思っているんです。つまり周りの高校時代の同級生がほとんど大学に行ってい

るからほとんどの人が大学にて行っていると思っているんです。半分だというと、驚く学

生が多いんですけれども、実際はその程度で、日本の場合は大学に行きたくても行けない

人が非常に多いんです。しかも中途退学する人が結構多いんです。奨学金で借金を抱えて

しまいますので、それを延々と返していかなければならないんです。今は日本学生支援機

構というのになっていて、ここのトップは元金融機関におられた方で銀行化していて取り

立てが酷いんです。悪質な取り立て業者のようになっていて、延滞金とかを何十年払って

いても少ない金額でしか払っていないと元金は全く払えていないという人も多いといわれ

ています。訴訟にも沢山なっていて、犯罪者のように扱われるというふうに変わってきて

います。そういう意味では、奨学金もなかなか借りられない状況、借りたら最後借金ずく

めになってしまうという社会に今なっています。 

そういう中で、大企業は凄く儲けているのに実質法人税率 30％台を 2016年度からは29％、

20％台に下げるということをいっています。軍事費は５兆円以上になりました。 

それから先だって福井県の高浜原発が再稼働しました。これは大きな問題です。あれ程

大きな原発事故があった国で再稼働が当たり前のようにされていくというのは、事故から

全く学んでいないなと思います。死の灰をどんどん溜め込んでいきそれを処理する能力す

ら我が国は持っていないという中で、死の灰を溜め込んでいけば、何かあったときに大変

な問題になるのに、安倍政権のもとではそれを全く勘案していないということです。やは

り原発をゼロにしていく脱原発というのは非常に大事だと思うのに全く顧みていないとい

うことです。 

世界では、福島の原発事故による白血病とか小児がんが増えているとかということが外
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国のメディアでは凄く報道されているのに、日本ではそれが自主規制されていて、そうい

うことをいった途端にキャスターが降板させられるという状況にあるというのは、真実を

伝えられない社会になってきているのではないかと思います。 

 この表は安倍政権が参議院選挙後に狙う社会保障改悪の中身です。医療、介護、年金、

生活保護です。例えば医療においては、入院ベッドの削減、室料差額を上げていく、自己

負担を上げていく、かかりつけ医ではなく大病院等にかかった場合は３割負担とは別に

5000 円をとるというのがほぼ決まりました。市販類似薬については保険給付から外します。

これは 2016 年度からの実施に向けて今検討されています。75 歳以上の窓口負担を１割か

ら２割にしていくことについては 18 年度末までに結論を出すということです。医療費の削

減目標を出させて市町村がそれをやらないと国保の交付金をカットしていく、守ったところだ

け支給するといっています。。 

介護のところは、なんと要支援ではなく要介護１・２を保険から外すという議論がされ

ています。つまり介護保険においては、要介護３・４・５にしか給付はしないと。理由は、

ドイツや韓国は中程度以上にしか介護給付がないではないか、日本だけが軽い段階から介

護給付をやっているのは財政的に無理だということです。外国の事例を挙げながらのこう

いう方向性には実は嘘がありまして、2016 年からドイツは逆に日本の要介護１～５でいい

じゃないかと、ドイツは現在は中程度以上の３段階ですが、2016年からは５段階にすると

いう案を既にだしました。逆なんです。ドイツは日本に真似て５段階にするといっている

のに、日本はドイツに真似て３段階中程度以上にするというんです。こんな嘘をよく言え

るなと思います。利用料は特定の人だけが２割でなくて、全部を１割から２割にしようという

ことです。こういうことが 16年度末までに結論をだすということになっています。 

 年金はどんどんどんどんカットするし、支給年齢を 65歳ではなくて 70 歳くらいまでに

上げようとしています。生活保護に関していいますと、扶助基準特に医療補助についての

見直しを 2017 年度に結論をだすということと就労しない受給者への保護費の削減、働く

ことを強制させていくということを狙っています。 
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５ 社会保障費抑制と増税 

１）消費税率アップは、成長戦略へ重点配分が本音 

我々は、通常日本は確かに１千兆円近い借金を抱えているのだからしようがないだろう

と思うわけですが、これは実は大きな間違いです。私たち国民が借金をしているわけでは

ありません。国債は個々の国民が買っているわけではなくて、銀行が購入しているんです。

銀行には預貯金があるからそれを使って購入して利子を貰えるからです。単に貯金だけを

してもらっていても、それをそのままにしていたのでは銀行は儲かりませんから、企業等

に貸して初めて儲かるわけです。それと同じです。つまり、国債を購入することによって

利子が儲かるから銀行は国債を買うわけです。その原資は国民の預貯金なわけです。現時

点で銀行が保有する国民の預貯金総額は 1600 兆円です。国債残高は 1 千兆円です。1600

兆円から 1 千兆円引いたとしてもまだ 600 兆円の貯金があるので、日本は潰れるわけでは

ありません。だからどんどん国債を発行すればいいという意味ではありません。もちろん収支

を均衡化させるということは大事です。 

これはよくギリシャの例を出されるんですけれども、ギリシャは国内で買ったわけでは

ありません。ギリシャ以外のＥＵ諸国が支援して買っているので海外から借金をしている

ことになります。つまり海外から返せといわれたら返さなければいけないのにそのお金は

ないわけです。ところが日本の場合は、日本国内で買われていますので海外から返せとい

われることはまずないわけです。ですから日本が潰れるという話にはならないわけです。

それでも非常におかしなのは、ほとんどは銀行が買うんですけれども、それはそのまま日

本銀行がもう一度買うんです。だからほとんど日本銀行に国債は行くんです。国が国債を

発行して、紙幣を発行している日本銀行に渡る、これってなんか変ですよね。本来あって

はいけない禁じ手なんです。市中銀行なり都市銀行は国債を持っていてもしょうがないの

で購入したと同時に日本銀行に売るんです。そうすると 20 年満期でも少ないけれども利

子が付きますから直ぐに日本銀行に売って利子を貰った方がいいに決まっているので売る

んです。つまり銀行は儲かるから国債を買うんです。 

何がおかしいかといいますと、2000 年以降一昨年までほとんどの都市銀行は法人税を払

っていません。バブル崩壊後に銀行が潰れかねないということで、多くの銀行に公的資金

を注入して合併を繰り返してきました。ですから旧銀行の名称を混ぜ合わせたような名称、

三菱東京 UFJ 銀行のように５つの銀行が一つになったようなところもあって、そんなやや

こしい名前になっているんです。公的資金を注入して合併をさせていくということをやっ

ていますので、まだ借金を抱えているではないか、だから当分の間は法人税を免除すると

いうことになっていて、数年前まではほとんどの都市銀行は法人税を払っていませんでし

た。にもかかわらず、国債はずっと買っていたわけです。国債を買うお金があるのなら税

金を払えばいいんですけれども、税金は戻ってきません。でも国債は利子が付いて日本銀

行に売れるわけですからこんなおいしい話はないわけです。だから都市銀行はせっせと国

債を買っていたわけです。 

この「主要税目の税収の推移」のグラフを見ていただくと非常に面白いと思います。所

得税、法人税、そして消費税です。一番新しいところが 2014年ですけれども、主要税収の
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中で消費税が一気にトップになって、15.3兆円の収入になっています。以前は所得税か法

人税がかなり大きかったんですが、今では消費税が一番大きな税収になっているんです。

法人税は一番低くなっていて、一番多いときの半分くらいになっています。1989 年に 19

兆円だったものが今は 10 兆円くらいの税収しかありません。これをもっと下げるという

ことです。法人税の実効税率は 34%くらいですがそれを 29％まで下げますから当然税収は

減ります。だから来年の４月から消費税を 10％にしなければいけないんです。じゃあそれ

程儲かっていないのかというとそうではありません。例えばトヨタは車の販売数は３年連

続世界一です。だから儲かっていないのではなくて儲けているんだけれども、税金を安く

してあげましょうよというのが大きな狙いです。 

消費税がどんどん上がっていきますけれども、消費税は 2012 年の消費税法の改正によ

って社会保障の目的税になりました。それで社会保障のために使われるようになったとい

う話をしました。本当にそうなのかといいますと、消費税法改正法の 18 条２項には「税制

の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の

需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済等への影響等を踏まえ、成長戦略並びに

事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分する」と書いてあるわけです。つ

まり、社会保障に使うのではなくて、まずは成長戦略だと、そして防災等に使うと書いて

あるわけです。社会保障のために使うとは実は書いてないんです。そういう意味では、社

会保障に使われていないではないかといっても、いや使わないとちゃんと書いてあると言

えるようになっているわけです。 

 今非正規社員が非常に増えてきています。2014 年に初めて全従業員の４割が非正規にな

りました。若い人だけに限ってみますと、16 歳から 35 歳までを若年労働者といいますけ

れども 50％を超えています。つまり若い労働者２人に１人が非正規という時代になってい

ます。その内訳をみると６割がパートタイムなんです。時間給で働いている人が多いとい

うことです。これは人件費の削減が大きいということです。今大企業は空前の好景気で凄

く儲けています。昨年 12 月にも大企業の内部留保は 300 兆円を超えたというふうに出て
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おりました。国家予算が 96 兆円ですから 300 兆円というのはとてつもない金額ですね。

それ程一部の大企業だけで儲けているにも拘わらず、大企業ほど実は非正規化が進んでいるん

です。非正規であることによって社会保険に加入できなかったり、時給でボーナスも貰えない

という人が大量に存在しているということです。  

安倍首相は、儲けている企業はその分を賃金に反映させればいいんだというふうによく

言いますけれども、お膝元の官僚はそういうことを言っていません。参議院の調査室に「経

済のプリズム」という雑誌があります。昨年 11 月に、参議院調査室財政金融調査会調査室

の吉田博光さんという方が「企業の３社に２社が法人実効税率を引き下げるべきと考えて

いるものの、その使い途としてもっとも可能性が高い項目は『内部留保』であり、その割

合は 22.8％に上っている」と書いています。賃金を下げて内部留保に回しているといって

いるわけです。内部留保があるから賃金を上げるという話にはならないわけです。その割

合は 22.8％にも上っていると。そして「法人税を納めていない約 7 割の企業にとって法人

実効税率引き下げの恩恵はなく、その意味でも法人実効税率引き下げの効果は限定的」「今

後法人実効税率が引き下げられて企業のキャッシュフローが増加するような状況になった

としても、これが賃上げにつながるのか確定的なことは言えない」とも書いています。つ

まり、賃金を下げて内部留保にしているのだから実効税率が下がったからといって賃金を

上げましょうということではなくて、もっと内部留保に回すだろうということが書かれて

います。大企業というのは自分の儲けだけを考えているというのが分ります。 

２）所得税の累進強化  

このグラフ「所得税実質負担率(2008年度)」を見てください。国税庁の本ページから簡

単に取ってくることができます。どのくらいの所得の人はどのくらいの実質的な所得税の

割合を負担しているかというものです。1億円以上くらいまでは確かに累進化しています。

ところが 1 億円を超えた途端に突然下がってくるんです。これは何だろうかというと、点

線の方のグラフは合計所得金額のうち株式譲渡の占める割合です。これが増えると、途端

に税金が減ってくるんです。株式譲渡に関わる所得は分離課税になっているからです。昨
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年から２割になっています。昨年の３月までは法律上は２割なのに軽減税率で１割だった

んです。それでは余りにも低いということで野党が批判したので法律どおりの２割にしま

したけれども、これでも低いです。 

今所得税の最高税率は 45％です。でも株式の譲渡益は２割ですから半分以下です。つま

り高額所得者ほど株を持っていてそれを売り買いしているということです。大企業の社長

達などは現金でもらわないんです。年俸制になっていて自社株を持っていてそれを売買し

ているんです。つまり金持ちほど税金を払わなくていい仕組みがそもそも分離課税という

仕組みの中に存在しているから 1 億円を超えた途端に税金の負担割合が減ってくるという

ことです。税金はお金を持っている人が払わなければいけないのにお金を持っている人ほ

ど実際は税金を納めていないということです。 

 このグラフは、富裕層の世帯数、資産ゼロ

の世帯の割合の推移です。富裕層というの

は純金融資産が 1 億円以上ある世帯です。

資産ゼロというのは金融資産がゼロ、預貯

金が全くない世帯ということです。濃い折

れ線グラフが富裕層ですが、現在 100 万世

帯を超えています。つまり 50世帯に１世帯

は富裕層なんです。結構多いですね。その資

産の総額は 241 兆円です。一方、資産ゼロは

全世帯の約３割です。つまり３世帯に１世

帯は全く預貯金がないわけです。この差は

余りにも酷いわけです。つまりお金持ちほ

ど税金を払わないからどんどん資産形成が

できるということです。 

３）大企業は適正な法人税を納付すべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグラフは資本金別の法人税の実質負担率です。これも大企業ほど税金が低いんです。
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おかしいですよね。大企業ほど儲けているんだから本来はどんどん負担しなければいけな

いのに、実はそうではないわけです。  

このグラフは大企業の内部留保と民間の平均賃金の推移です。内部留保はどんどん増え

ています。最新の情報では 300 兆円を超えています。一方，折れ線グラフの民間平均賃金

は 1990 年代以降一貫して下がっています。これは内部留保分を賃金に配分していないと

いうことです。これでは暮らし向きが良くなるわけはありません。そういう中で社会保障も大

幅にカットしていくというのは、あってはならないことだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 社会保障の世界的動向 

世界の所得格差についてクレディ・スイスというスイスの大手金融機関が昨年 12 月に

「2015年度世界の富報告書」というのをまとめています。この中で資産の上位 1％の富裕

層の保有比率は 2000 年の 48.9％から 2015 年には 50.4％なっています。上位 10％の保有

比率は 2000 年の 88.3％から 2015 年には 87.7％でこれはほとんど変わっていません。約

９割です。上位 10％の人だけで世界の富の約９割を占めているということです。 

この格差は凄いですね。100 万ドル、約 1 億 2000 万円以上の資産保有者は、全世界で

2000 年の 1370 万人から 2015年で 3370万人になっています。2015年でみますと、アメリ

カが 1565万人で約半数を占めています。日本では 212 万人もいます。これは米国，英国に

次いで世界第３位です。国連加盟国は 196 か国ありますから、日本も相当富裕層がいると

いうことです。2015 年度の資産額が 5000 万ドル、約 60 億円以上の超富裕層は世界で 12

万 3800 人しかいません。何とこのうち日本人は 2467 人もいるんです。これ程格差が広が

っているんです。富めるものはさらに富めるようになっているんです。つまり税金を払わ

ないから集中していくんです。 

 そういう中で南米のチリでは英断をしまして、バシェレ政権が今年から私立大学も含め

てすべての大学授業料を無償化する法律を昨年の 12 月 23 日に可決･成立させました。2016

年度から全ての大学が無料、つまり低所得であっても大学まで行けますよと、これは大事

なことです。教育を受けることによって就労の機会も増えていくし、いろんなことを学ぶ

ことによって社会の矛盾にも気が付いてくる、つまり大学の学費が高ければ高い程一部の
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人しか大学に行けませんので、様々な知識等を得る機会を奪うことになるんですけれども、

チリはそれほど豊かな国ではないのに国民的な大きな運動の中で、はじめは国立大学だけを無

償ということだけだったんですけれども私立大学も含めて無償化せざるをえなくなったんです。 

そういう中で日本の場合はどうなのかということです。厚生年金にそもそも加入できる

資格があるにも拘わらず 200 万人が加入していないということが朝日新聞の昨年 12 月 29

日付の朝刊に出ていました。何故なのか、正規の人に比べて週３分の２以上の労働時間が

ある場合は厚生年金・健康保険に加入させなければならないにも拘わらず、うちは加入で

きないんですよということで、国民年金や国民健康保険に入らせていたんです。これが問

題になって、厚生労働省が調査したことによって 200 万人が厚生年金などに加入していな

かったことが分かりました。企業は厚生年金の場合は事業主負担があるので、うちは加入

できませんよということによって事業主負担を免れてきたんです。これが 75 万社あった

んです。こういうものの解消すらできていません。 

 私はニュージーランドの社会保障が専門ですが、ニュージーランドでは非常に大きな改

革を行いました。これに関して「賃金と社会保障」という雑誌の昨年 12 月 10 日号に論文

を載せていますけれども、その最後のところで「ニュージーランドでは、2015 年 7 月より

開業医への診察自己負担無償を 7 歳未満から 13 歳未満に拡大した。ニュージーランドは、

日本と同様子どもの貧困率が高くその解決への第一歩と考えている」と書きました。 

日本では自治体の制度として乳幼児無料制度等を行っていますが、自治体によって全然

違います。中学校卒業までのところもあれば小学校までのところもある。入院についての

みとかバラバラです。これでは駄目だと思います。子供が自由にいつでも疾病なりけがを

したら親の所得を心配せずに治療を受けられるというのがそもそも大事なことです。子ど

もの発達にとっては、疾病やけがを治療していくことが大事にも拘わらず、親の所得の多

寡によって治療を受けられないという状況があるというのは大きな問題です。 

自治体に乳幼児無料制度があるといっても自治体間格差があります。よく勘違いされる

のが、そもそも親が医療保険に入っていないと対象になりません。医療保険から給付の３

割負担の分を自治体が肩代わりするだけであって、そもそも親が医療保険に入っていない

場合はその対象になっていないんです。そうすると 10 割負担なんです。その問題は一切解

消されていません。ですから子どもであるという条件のみによって医療費を無償にすると

いうことは、国が制度化しないといけないと私は思っています。 

 

おわりに－能力の共同性 

最後に「能力の共同性」というお話をしたいと思います。能力の共同性という言葉を聞

いてもピンと来る人はほとんどいないと思います。これは障害者福祉分野で使われる言葉

ですが、別に障害者分野でなくても人間の発達段階で使える言葉です。 

簡単に言うと、我々は日本語で話し日本語で聞いて内容を理解できますけれども、では

生まれたばかりの子供は日本語を理解できるのかというと理解できるわけがありません。

この能力を獲得する過程を「能力の共同性」といいます。つまり能力の共同性というのは、

自助努力によってその能力を醸成するわけではなくて、周りの人の協力・共同によってそ
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の能力を醸成するということです。つまり我々が言葉を習得する過程がまさにこれなんで

す。親があやしながらいろんな言葉掛けをする、周りから日常的に日本語が聞こえてくる

なかで日本語を理解し喋るようになります。日本人だったとしても、生まれて直ぐアメリ

カに養子に出されたとしたら、その時点から英語を毎日聞くから生まれは日本であっても

日本語は解せずに英語だけを解するということになります。つまりこれは自助努力ではな

いんです。周りからの支援、協力・共同があって初めてその能力を醸成するというのが能

力の共同性なんです。 

それをまず頭に押さえていただくと理解しやすいと思います。例えば税負担のところで

こういうふうに考える人がいます。私は努力したんだと、努力したが故に勉強もよくでき

たと、そして中･高･大と良い成績を取ったと、そして良い企業に勤めたと、これは自助努

力なんだと思う人がいるかもしれません。そして 10 年間くらいその企業に勤めてその退

職金や預貯金を元にして起業して、また沢山儲けたりすると、こういうふうに言うんです。

一生懸命頑張って儲けたのに税金を一杯取られるのは何ごとか。だいたい儲けた人はそう

いうふうに思う人が多いんですけれども、これは能力の共同性ということを完全に忘れて

いるが故にそういうことがいえるんです。 

調査が何度も行われて一般的にいわれていることですが、所得の高い世帯程大学進学率

が高くて、所得が低い世帯程進学率が低いというのが分かっています。統計ですからそう

でない場合もありますけれども、平均するとやはり所得が高い層ほど成績も高いというふ

うに出てきます。それは何故なのか、所得があることによって沢山の本を買えるんです。

新聞も購入できるし、家庭教師が付く場合もあれば、あるいは塾にもいけるんです。これ

は本人の自助努力ではなくて周りの人の経済的な支援や様々な支援、協力･共同があった

からその子は能力を開花し成績がよくなっただけの話なんです。だからこの辺を勘違いす

ると、自分の努力で儲けたんだと、だから税金を沢山取られるのは嫌だというふうに言う

んです 

けれども、能力の共同性の視点から考えるとまさに能力を発揮できた人ほど様々な周り

からの協力･共同があったんだからそれに報いるためにも税金を沢山払うべきだというこ

とです。企業もそうです。自分のところが頑張ったからトヨタなんかはプリウスというの

を開発してというかもしれませんが、それだってそうではなくて、全国各地からいろんな

部品を安く調達して道路網や鉄道網も安く利用できる仕組みになっているからなんです。

では道路網や鉄道網をトヨタが造ったかというとそうではありません。名古屋港から大量

に南米や東南アジアに向けて沢山の自動車を輸出していますけれども、名古屋港を造った

のはトヨタではなくて公共事業で我々の税金が投入されているわけです。ですから儲けた

のは国民の支援があったからトヨタは儲けられたんです。だからそれに報いるためにも税

金を沢山払わなければならないのに、逆に減らそうとしているわけです。 

能力の共同性から考えると、儲けた人ほど沢山税金を払うというのが当然だと思います。

それを社会保障に使わなければいけないのに、大企業の団体である経団連はどんどん減ら

そうと、直接税である法人税や所得税を減らして間接税である消費税を増やせばいいでは

ないかと言うんです。これはおかしいんです。大企業は消費税を払っていません。日本の
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場合は輸出大企業ですから、消費税を逆に貰っているんです。輸出戻し税という制度があ

りまして、例えば 2013年ではトヨタは消費税を 1600 億円貰っているんです。５％の時に

1600 億円なんです。来年の４月から 10％になると単純計算で倍なるんです。だから消費税

を値上げしろといっているんです。法人税も減らせ所得税も減らせ消費税は増やせと、当

然ですよね、消費税がどれだけ増えてもトヨタは何ら影響を受けないんです。かえって輸

出分が戻ってきますから、国内販売よりも輸出が多ければ多い程消費税が戻る仕組みですから

こんな嬉しいことはないわけです。 

来年から軽減税率をするんだということですけれども食料品等は８％です。これは軽減

ではなくて現在の８％を維持するだけです。軽減というのは下げるんですけれども、全く

下げるんではないんです。 

だから我々国民の負担は増えて社会保障費はカットされて社会保障の負担は増える、踏

んだり蹴ったりなんです。これは国民が怒らないといけないんです。このままでは、我々

は何を食べて生きていったらいいんだと、本当に食べるものも無くなってしまうかもしれ

ません。ＴＰＰで高いアメリカの農産物を輸入しなければいけなくなって、農産物の原産

地は書かなくていいとか遺伝子組み替えなんか書くなとアメリカは強い圧力をかけていま

す。組み替えと書くことによってアメリカの農産物が売れないから全部書くなと、牛肉等

の原産地も書くなと、つまりアメリカ産だから買わないんだということになるからＴＰＰ

に合意したら書くなといっているんです。そうすると我々は価格だけで見なければいけな

くなるので安いものに手を出すと実はアメリカ産ですということになります。危険なもの

を食べさせられるということになります。 

よく私は言われるんですけども、あなたの話を聞くと暗くなると、暗くなるから明るく

しようという一つの運動になるのかなというふうに思います。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

(本稿は、当日の講演録を基に事務局で編集したもので、文責は事務局にあります。)  

 


