
全世代型社会保障構築会議
第1回議事録より（2021年11月9日）

• 第1回全世代型社会保障構築会議
• 【年金】おかげさまで、年金における勤労者皆保険という言葉の意味と意義が広く理解される

ようになってきました。勤労者みんなに厚生年金を適用することは、この国の年金で最も優先
順位が高い政策ですので、ぜひとも実現してもらいたいと思っています。

• 【子育て支援】高齢者向けの給付である医療、介護、年金保険の持続可能性を高めるために、
これらの社会保険自らが少しずつ拠出して、子育てを支える方策が有効・得策であると長らく
言ってまいりました。

• 【公的価格と経済政策】私は人を見ると、労働者というよりも消費者に見えて、消費者として
国民経済にどれだけ貢献しているかに関心がありまして、そういう意味で、看護・介護・保育
という、今やこの国の主要産業の人たちに購買力を分配しようという公的価格評価検討委員会
はいい試みだと思っております。

• 【医療】日医の前会長の横倉先生が先日出された本に、かかりつけ医が一層普及していれば、
コロナ禍でも医療をより円滑に行えたのではないかと書かれています。有事のための改革は
2013年の社会保障制度改革国民会議以来、平時に進められていた改革のスピードアップである
という理解に落ち着いてきている今、従来の手法とは異なる手法、かかりつけ医の制度的普及
策を考えたり、国保の都道府県化の徹底、地域医療構想における都道府県の責務と権限の明確
化・強化をはじめ、実効性ある手法への転換が求められている時代に入ったということを実感
しております。 11



「社会保障への不勉強がもたらす誤報の正体」『東洋経済オンライン』

政府が２０４０年の社会保障給付費を試算

• ５月２２日
• 日経新聞

• 社会保障費、４０年度６割増の１９０兆円、政府推計、介護は２．４倍、支え手急減で負
担増

• 朝日新聞
• 社会保障給付「１９０兆円に」高齢者数ピークの４０年度

• 毎日新聞
• 社会保障費：給付６８兆円増 ２０４０年度、政府推計１９０兆円

• 読売新聞
• ２０４０年社会保障給付 １９０兆円 政府推計 高齢化で現在の１．５７倍

• 産経新聞
• 社会保障費、１９０兆円に膨張 政府推計 ２０４０年度給付 １．６倍
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年金、0.9倍
▲0.8ポイント

医療、1.2倍
＋1.4～1.7ポイント

介護、1.7倍
＋1.4ポイント

出所：2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）
（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 平成30年５月21日)

出所：「医療費膨張を煽る｢誤報｣はこうして生まれる――
医療費を決めるのは高齢化でなく政治的判断」『東洋経済オンライン』
（2018年8月2日）
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社会保障給付費の対GDP比



合計（右目盛り）	0.21477937267410957	0.21731722428748448	0.24032380470528711	年金	2018	2025	2040	0.10047846889952154	9.2781908302354388E-2	9.2587907918036935E-2	医療	6.946659578238526E-2	7.342007434944238E-2	8.6643055906906144E-2	介護	1.8961545277334752E-2	2.3698884758364312E-2	3.2633442954717935E-2	子ども・子育て	1.3999645578592949E-2	1.5489467162329615E-2	1.6569693903364532E-2	その他	1.1873117136275032E-2	1.1926889714993803E-2	1.1889704022261574E-2	
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		年金 ネンキン		56.7		59.9		73.2

		医療 イリョウ		39.2		47.4		68.5

		介護 カイゴ		10.7		15.3		25.8
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		年金 ネンキン		10%		9%		9%
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社会保障給付費の見通し（兆円）



合計（右目盛り）	121.20000000000002	140.29999999999998	190	年金	2018	2025	2040	56.7	59.9	73.2	医療	2018	2025	2040	39.200000000000003	47.4	68.5	介護	2018	2025	2040	10.7	15.3	25.8	子ども・子育て	7.9	10	13.1	その他	6.7	7.7	9.4	
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第Ⅰ象限

第Ⅳ象限第Ⅲ象限

第Ⅱ象限

財政制度等審議会・財政制度分科会（2019年10月9日）をベースに加筆等。

給付先行型福祉国家

日本は、赤字国債を発行しながら、社会保障の給付を先行させるという「給付先行型福祉国家」を作り上げてきた。
その過程では、給付のみならず、景気も先取りしてきた。

日本医師会 平成30・令和元年度医療政策会議報告書（2020年3月）『人口減少社会での社会保障のあるべき姿』1頁
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権丈(2020)『ちょっと気になる社会保障
Ｖ３』133頁権丈(2020)『ちょっと気になる

社会保障 Ｖ３』131頁



目次
• 市場問題と社会保障

• 分配と成長の関係
• 公的年金保険の改革の方向性
• 勤労者皆保険制度

• 厚生年金の適用除外制度が貧困、格差、非正規を生んでいるという問題を解決する
勤労者皆保険

• 医療提供体制改革の方向性
• 地域医療構想＋地域包括ケア＝車の両輪を推し進めるには

• 医療保険・高齢者医療制度の改革の方向性
• 介護保険の仕組みに近づける

• 人への投資と全世代型社会保障
• 子育て支援連帯基金
• 年金積立金を利用した国民皆奨学金制度＋所得連動返済型教育ローンは社会保険の

考え方と一致
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市場問題と社会保障

• 経済成長と市場問題：消費需要の飽和との資産選好
• 『ちょっと気になる政策思想 第2版』
• 初版にあった「新たな発展のためには，みんなが，それ自体大変大きな効用をもたらす貨幣を手放してでもどうしても手にし

たくなる魅力的な新たな財・サービスの誕生が必要になる」（50 頁）などの，生活している人たちが意識する貨幣の魅力と
財・サービスの魅力の身の丈比べのような文章は，［資産への］限界効用の非飽和性が仮定された資産選好モデルに基づいて
います．（ iv頁）

• 経済成長とは，人々が貨幣を保有しておきたい欲求（金銭欲）よりも，ものを買いたいという欲求（物欲）が勝り，消費者が
購入したい財・サービスを手に入れて生活水準の向上を実感できる変化．（162頁）

• ビックカメラやヨドバシカメラの最上階から地下まで，各フロアを回ってみて，「どうしても月賦で買いたいというものはあ
りますか？」と問うと，大体みんな「う～ん，ないなぁ．月賦かぁ，懐かしい言葉だ」と言います．そうした，多くの人たち
の購買意欲がとても弱い社会，いや，適切な表現をすれば，ある程度消費需要が飽和している社会が高度経済成長期のような
成長を遂げることができるはずがない．・・・多くの人たちの消費が飽和しているために支出，つまり需要が増えそうになく，
企業が意識する期待収益率が低い社会で，企業を税制などで優遇したり，金利を低く抑えても，生産，供給を増やさないで
しょう．（52頁）

• ある時代ある時代において，既存の財・サービスが消費者の間に広く行き渡る，すなわちある程度需要が飽和すると経済は停
滞することになり，新たな発展のためには，みんながどうしても手にしたくなる魅力的な新たな財・サービス──たとえば高
度経済成長期の３C（カラーテレビ，クーラー，カー）──の誕生が必要になると考えることになります．ここに需要創出型
のイノベーション= プロダクト・イノベーションの重要な役割がでてきます．（199頁）

2011年に同じ話を
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• 社会保障とは
• 時代時代の中で人々の消費スタイルを強く規定する主要な財・サー

ビスの消費需要が飽和しているような成熟した資本主義社会におい
ては，社会保障は国内消費の飽和を緩和させるために，消費が飽和
していない人や領域に所得を再分配する役割をはたすことになる．
いわば，社会保障は，「市場問題」と「生活問題」を同時に解決す
る政策として意識され，利用されることになる．『ちょっと気にな
る政策思想 第2版』



分配と成長
アダム・スミス『国富論』(1776)
浪費家はみな社会の敵であり、倹約家はみな社会の恩人である。

マルサス『経済学原理』(1820)
わたしがアダム・スミスの不生産的労働者をきわめて重くみてい
ることになるであろう。しかしこれは明らかに、生産者としてで
はなく、彼らのうけとる支払に比例して需要を創出するというか
れらの能力によって他人の生産を刺激するものとしてである。

アダム・スミスは、「資本は節約によって増加し、すべてのつつ
ましい人は社会の恩人である……」と述べている。……貯蓄の原理
は、過度にわたるときには、生産への誘因を破壊し去るであろう
ことは、まったく明らかである。そこで経済学の力ではそれを確
かめることができないかも知れないが、生産力と消費への意志と
の双方を考慮に入れた場合に、富の増加への刺戟が最大になる中
間点（intermediate point）がなければならない、という結論とな
る。

ヘンリー・フォード『ヘンリー・フォードの軌跡』
雇用の削減とか賃金カットによる国家利益などという言葉をよく
耳にする。賃金カットは結局購買力を低下させ、国内市場、国内
需要にブレーキをかけることになるのだが、なぜそれが国家利益
になるのだろうか。

出所：権丈（2021）『ちょっと気になる政策思想 第2版』12頁

財の生産者以外の人たち
（サービス業含む）

生産には、財し
か含まれておら
ず、サービスは
含まれていない
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『ちょっと気になる政策思想』42頁
『もっと気になる社会保障』257頁



2種類の生産性
物的生産性と付加価値生産性
• 生産要素投入量1 単位当たりの生産量を、そのものの生産性といい、そ

の増加率を生産性上昇率という。……エコノミスト、新聞などが誤って
使っている場合が多いので、その内容を厳密に定義する必要がある。い
ま投下労働量をl 時間とし、それによって生産された生産物をq とする
と、労働生産性はq/l であり、労働当たりの物的生産性である。した
がって、生産性の比較は、工場内の同じ工程をとって比較する以外ない。
たとえば、乗用車の組立工程を日米間で見ると、1 人1 時間当たり、
もっとも効率のよい工場同士で、日本1 に対して、米国0.35 であり、塗
装工程で、最頻価日本1、米国0.5（いずれも1981 年）である。しかし、
通常エコノミストや新聞が用いる生産性は付加価値生産性で、価格をp、
製品当たり原材料費をu とすると(p−u) q/l である。したがって、価格
の高い米国の自動車産業が、物的生産性q/l は小さくても、付加価値生
産性が高くなることがあり、日本は生産性が低くなる可能性がある
（『岩波現代経済学事典』岩波書店）。
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「成長の重荷」『日本経済新聞』 2011 年2 月7 日

19『ちょっと気になる医療と介護 増補版』17頁

菅政権が成長の要として期待している医療・介護
サービスの生産性が低迷している．同分野の生産
性の水準は全産業平均の6 割にとどまり，様々な
業種の中でも低い部類だ．
・・・
ところ，2009 年度に企業で働く人1 人が生み出す
平均的な付加価値額（粗利益）は564 万円．この
うち医療・介護で働く人は342 万円にとどま
る．」
・・・
・参入障壁があり事業者間の競争が乏しく，生産
性を高めようという動機づけが働きにくい．
・福祉サービスの料金は公定価格が基本で，サー
ビスの差が生まれにくい
─などの理由が挙げられる．



付加価値生産性と成長戦略

出所：『ちょっと気になる社会保障 V３』292頁

（付加価値）生産性上昇＝
①個々の事業所の生産性上昇による部分＋
②事業所間の再配分（シェアの変化）による部分＋
③生産性の高い企業の参入による部分＋
④生産性の低い企業の退出による部分

出所：星岳雄氏による「選択する未来2。0」(2020年3月27日)での報告資
料より。星氏は、深尾京司他（2018）「中小企業における生産性動学：中
小企業信用リスク情報データベース（CRD）による実証分析」『経済研
究』69(4)363-377より作成。
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