
さまざまなリスクを保障する

「安心の経済学」

橘 木 俊 詔

本日、こういう機会を与えてくださいました

ことを、厚く御礼申し上げます。私が日頃、世

間に問うてきたことを皆さんにご紹介するのは、

私にとっても非常に光栄です。

皆さんのお手元には、岩波書店から出版した

『安心の経済学』の「おわりに」を抜き出した

資料があると思います。これを読めば、本の概

要と将来の課題を簡潔に述べていますので、内

容はわかるのですが、著者の希望としては、本

を買って全部読んでいただいた方が、本も売れ

ますし、私の言わんとすることが詳しくわかる

と思います。

リスクが高まる社会

今、日本の社会では、非常にリスクが高まっ

ています。どこを歩いても、どこに住んでても、

リスクだらけというような感じになっています。

卑近な例では犯罪です。20～30年前には考え

られなかったような犯罪が横行しています。凶

悪な犯罪が起こる要因にはいろいろあって、私

はいくつか仮説を持っていますが、そういう犯

罪に遭遇するリスクがあります。また、いつ失

業するかもしれない、企業が倒産するかもしれ

ない、リストラにあうかもしれないという不安

定さの程度が高まっています。失業すればすぐ

に所得がなくなり困ります。会社がつぶれたら

働く場所がない、という非常に大きなリスクで

す。数年前には、会社のみならず銀行までつぶ

れました。

私は、こうしたリスクが高まっている状況を

踏まえて、そういうリスクに備えるにはどうし

たらいいか、どう対処したらいいかということ

を 『セーフティ・ネットの経済学』や『安心、

の経済学』という本に書かせていただきました。

人は生まれてから死ぬまでどういうリスクに遭

遇するのか、そういうリスクに対して誰が対処

してきたかについて、まとめたものです。

人間というのは、自分の生きている年代によ

って遭遇するリスクが違います。例えば、子供

にとって一番大きなリスクは、親が亡くなるこ

とです。父親が死んだら父子家庭に、母親が死

んだら母子家庭になる。両親とも亡くなったら

「みなしご」になって、生きていくのに大変な

苦労を背負うわけです。

それから、教育を受けて大人になり、勤め出

すわけですが、就職先を見つけられないという

のもリスクです。皆さんはびっくりするかもし

れませんが、大学生の20％は卒業しても職があ

りません。大変な世の中になっています。高等

学校の卒業生に就職先がないというのは、よく

マスコミで取り上げられますが、大学の方がも

っと深刻なんです。ある人はフリーターになる

とか、ある人は親丸がかえで食べさせてもらっ
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ているとか、いろいろな形で対処しています。

大人になると、男性も女性も結婚する人が多

いわけですが、家庭をもって子供をつくったと

きに遭遇するリスクには、先ほど申しましたよ

うに、失業や会社の倒産があります。

リスクは、失業とか雇用以外にもいろいろあ

ります。病気になるとか、交通事故に遭うのも、

リスクの一環です。昔から、交通事故にあった

り病気になったときのために、保険制度を作っ

てきました。医療保険や損害保険、失業保険な

ど、人間が不幸に陥ったときのために、保険制

度が準備されているわけです。

しかし、日本の保険制度は、生命保険制度以

外は未発展だと私は思っています。日本では、

生命保険制度は、過重に、整備され過ぎていま

す。統計を見たらよく分かるのですが、生命保

険の契約率、契約高が、世界でも最高水準です。

反対に、生命保険制度以外の損害保険や失業保

険、労災保険は、ほとんど未発達です。

その理由は、セーフティ・ネットを誰が提供

するか、ということに関係します。日本におい

ては、不幸に陥ったときに誰が助けるかという

と、家族や親族でした。そういう伝統がずっと

ありましたので、保険制度を利用して個人がリ

スクを背負うということがあまりなかった。

例えば、失業保険制度は、日本では労働者の

約半数しか加入していません。失業保険を受け

る期間も短いし、給付の額もヨーロッパと比べ

て少ない。これはある意味において弁護できま

す。日本の失業率は、これまで１～２％と非常

に低かったので、失業保険制度の充実に官民と

もほとんど関心を示さなかった。ほとんどの人

が失業しないから、失業保険制度は充実する必

要がなかった。しかし、今や失業率は5.3％で

す。最近5.1％になりましたが、５％を超える

という非常に高い失業率です。そうすると、失

業保険制度を充実させなければならないという

のは、誰が考えてもわかる論理です。しかし、

失業保険制度は改悪の方向に向かっています。

なぜか、財政が赤字だからですね。

失業保険制度というのは失業率が１～２％の

時代に設計されたものが、今も続いているわけ

です。それが５％になれば、給付額が飛躍的に

増えて赤字になるというのは、誰が考えてもわ

かります。その５％になった時代に、制度を発

展させる動きは、日本には残念ながらありませ

ん。

これは、半分は労使の責任です。国の責任も

ありますが、私は労使の責任もあると思います。

なぜか。経営側も、労働側も、保険料のアップ

を望んでいないからです。

これをみても分かるように、日本の社会にお

いてリスクが高まっているのに対して、それに

対処する保険制度が不十分であるということを、

一番目に理解していただきたいと思いす。

不平等化が進む日本

さらに、日本では所得分配の不平等が進んで

いるということです。ご存知の方がいるかもし

れませんが、５年前に、私は、岩波新書で『日

本の経済格差』という本を出版して、日本の所

得分配は不平等に向かっている、貧富の格差が

拡大しているということを世に問いました。

日本の社会は平等な社会であると、みな信じ

ていたので、これが大変な反響を呼びました。

貧富の格差はない、貧乏人はあまりいないかわ

りに極端な金持ちもいないと、日本の国民は長

い間信じていました。しかし、ここ10～15年で、

それが崩れつつあります 「中流崩壊」という。

言葉で代弁した人もいますが、やっと今頃、私

の言ってることを、どうもそうらしいと、政府

も含めて多くの人が、経済格差が広がっている

ということを信ずるような時代になっています。
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今後、それがどうなるかという予想はなかな

か難しいのですが、今の世の中の動きをみる限

り、私は、不平等ないし経済格差が広がるだろ

うと思っています。

私が岩波から『日本の経済格差』を出版した

ときに、読売新聞が、私と、今の経済金融相で

ある竹中平蔵氏とを対談させました。当時、２

人ともまだ学者でした。私は「今の日本は貧富

の格差が拡大していかんよ。今まで日本が平等

であったところのものを失ってもいいんです

か」と問題を提起したんですが、竹中氏は、い

いのではではないか、と。なぜいいかというと、

一度貧しくなった人でもリターンできる、頑張

るんだというインセンティブを与えるからいい

んだと、彼は言いました。

そういう社会がいいのか悪いのかは、人によ

って判断が違います。私はどちらがいいのかと

いうことは申しませんが、そういう考え方をバ

ックボーンにもっている竹中さんが大臣になっ

て、経済政策の根幹を担っているということを

考えれば、経済格差はますます広がる恐れがあ

ると私は思います。

貧富の格差が広がっている象徴的で分かりや

すい例では、大阪城と隅田川のホームレスです。

あの青いテントに一体どのくらい人がいるかと

いうのを見たら、すぐわかると思います。20年

前、青テントはありませんでした。ここ10～20

年、いわゆる社会から放り出された青テントで

暮らす人たちが増えているということが、日本

の貧富の格差が広がっている証拠です。

家族の絆が薄れている

次に、セーフティ・ネット、安心を担ううえ

で非常に重要な役割を果たしていた「家族」を

取り上げたいと思います

家族とは、男女が結婚して、子供をもって、

一家を形成することを言いますが、実は日本の

家族は、今まで非常に絆が強かった。戦後50数

年は、家庭は非常に安定的に経てきました。し

かしここ10数年、家族が大きく変遷していきて

います。語弊があるかもしれませんが、家族の

絆が薄れているという現象があります。

一番大きな変化は核家族化の進行です。戦前

あるいは戦争直後は、年老いたおじいちゃん、

おばあちゃんと、成年が一緒に住むのは、日本

においては社会的なノルムでした。年老いた親

を経済的に面倒みる。寝たきりになったら、日

本的な家父長制でいえば、長男の義務でした。

そういう制度が、長い間、日本社会のノルムで

した。しかし、核家族化の進行によって、年老

いたおじいちゃん、おばあちゃんと、成人した

子供が一緒に住まなくなっています。

これは年老いた親の希望でもあり、成人した

子どもの希望でもありますが、他にも社会的、

経済的な要因があります。高度成長期の頃から

労働力移動が激しくなり、東京や大阪、名古屋、

北九州で工業や商業が発展するのにともない、

田舎に住んでいた若者がそこへ働く場を求めて

移動しました。昔であれば、その地で生まれた

若者は、その地で商業や農業、手工業を営んで、

年老いた親と住むのが慣例でしたが、若者が職

を求めて都市部に出て行くという現象が、ずっ

と続いています。これが、核家族化が進んだ社

会的、経済的要因です。

鹿児島の年老いたおじいちゃん、おばあちゃ

んが、東京に行った息子と東京で一緒に住むの

はあまり望まないし、東京に行った息子も、鹿

児島の年老いた親を呼んで一緒に住もうという

気はあまり起らない。同居する人口が縮小し、

親族の間で年老いた親の面倒をみるという慣習

が希薄になりました。

そこで公的年金制度を充実して、年老いた親

は年金制度で経済保障しようという社会的合意
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ができた。核家族の進行と同時に、公的年金制

度で、年老いた親のサポートをしましょうとい

うのを、日本の国民全員で認めたという事情が

背後にあるというのも、強調しておかないとい

けないと思います。そういう意味で、核家族化

の進行が一番大きな流れだと思います。

家族の話には他にもたくさん付け加えること

があります。たとえば、離婚率の上昇だとか、

あるいは少子化の進行だとか、あるいは単身者

の増加。結婚しない人が皆さんの周りにもいっ

ぱいいると思います。大学にも20代や30代で結

婚しない人が、ゴロゴロと言ってもいいぐらい

います。これは非常に大きなインパクトです。

家族を作らないという選択をした人が増えてき

た。単身者というのは、自分１人で家族を作る

と言ってもいいかもしれませんが、誰とも家族

を作らず、ずっと自分１人で生きていくことを

決断した人が増えてきたのも、家族の絆が薄れ

てきたの一つの大きな事象だと思います。

そういう意味で、昔は家族や親族の間で経済

的なサポートをするのが日本社会の特徴でした

が、いろいろな事情で、家族間の経済的サポー

ト、介護も含めて、それが希薄になってきたと

いうことです。

介護保険制度は、核家族化の進行を別の方向

からサポートする制度です。寝たきりになった

おじいちゃん、おばあちゃんを、家族が面倒を

みるのではなく、社会で面倒をみましょうとい

うのを国民の合意で導入されたことも、家族の

絆が薄れていることの象徴だと思います。

企業の不振が続いている

バブルの崩壊後、日本経済が不振なのは、皆

さんよくご存じだと思います。大企業から中小

企業まで、日本企業が不振を続けています。

今までの日本の企業、特に大企業は、福祉の

提供者として非常に重要な役割を演じてきまし

た 「企業内福祉」という言葉に凝縮できると。

思いますが、特に大企業は、社宅や保養所、独

身寮を用意したり、企業年金や退職金制度を設

けてきました。従業員の福祉に大企業は積極的

に貢献したんですが、その企業の不振が続いて

いて、こういう分野からできれば撤退したいと

思っています。

また、社会保険料や失業保険、公的年金、医

療保険は、事業主負担がありまして、企業も労

働者と一緒に半分ずつ保険料を負担しています。

これも最近、企業は負担感を感じつつあります。

大企業ではまだそこまで公けには言いませんが、

中小企業のような苦しいところでは、結構、負

担感が増えています。だから企業は自衛策とし

て、パート・タイマーをたくさん採用していま

す。

パート・タイマーは既婚の女性が多いですか

ら、夫の被扶養者になっていれば、社会保険に

入らなくてもいいという事情があります。企業

からみたら、そういう人を雇えば事業主負担を

節約できるというメリットがありますので、進

んでパート・タイマーを雇おうとしている現実

があります。

それから、年金や失業保険、医療保険に関し

ても、最近、事業主負担を払わないという企業

が出てきました。これは「社会保険の空洞化」

と言ってもいいと思います。国民年金保険料を

払わない人が全体で４割いて、そのうち若者は

６割起こしています。今、この点が非常に注目

されていますが、社会保険料の事業主負担分を

企業が払わないというのは、もっと大きな空洞

化だと思います。今後、これは大きな社会問題

になると思います。企業の不振が、社会保障の

問題に大きく影響していることを、理解してい

ただきたいと思います。
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セーフティ・ネットを誰が提供するか

では、セーフティ・ネットを誰が提供するか。

不幸が起きた時に、その損害の程度を和らげた

り、不幸を和らげる安心の提供者には、６つ主

体があります。

１番目が個人（本人 。家族をもっていない）

人は、本人が自分のセーフティ・ネットの提供

者にならざるを得ない。

２番目は家族。子供が失業したときに親が経

済的なサポートをする。フリーターに対して、

親が経済援助をするというのが、２番目に重要

な主体です。

３番目は企業。日本の場合は、企業がいろい

ろな形で、福祉の提供者としての役割を果たし

てきました。

４番目は、ＮＰＯ。これは企業とは異なる主

体で、環境や介護、医療など、利潤は追求しな

いが、さまざまな分野でセーフティ・ネットの

提供者となっているのがＮＰＯです。これは、

セーフティ・ネットの提供者として、今後、非

常に重要な役割を演じると感じています。

５番目は、コミュニティです。コミュニティ

には２つの概念があります。１つは 「地域」、

という意味でのコミュニティです。たとえば、

京都市左京区に住んでいる、あるいはもっと小

さな集落でもいいですが、地域住民としてのコ

ミュニティです。

２つめの概念は 「共通の資質を持った人た、

ちの集まり」という意味です。たとえば、アメ

リカでは人種が大きな資質になっています。白

人や東洋人、黒人など、資質を共通にしている

人たちのコミュニティがあります。それから宗

教もコミュニティの重要な要素になります。イ

スラエルとアラブでは、宗教という資質、要因

で区別されたコミュニティが争っている。宗教

が大変重要な要因になっています。

宗教が同じであれば、お互いに助け合いたい

という気持ちが大きくなる。人種も同じです。

同じ資質をもった人たちが助け合うような気持

ちをもつのを「コミュニタリアニズム」と言い

ます。哲学的、倫理学的で、非常に難しい概念

ですが、コミュニティというのはそういう意味

があります。

日本では、一見、人種などで大きな問題がな

いようにみえますが、しかし、日本でもコミュ

ニティの区別があります。たとえば、どこの国

で生まれたかという問題。在日の問題は、コミ

ュニティが区別される要因になります。

それから、日本で重要なコミュニティは、職

業です。どういう職業であるかによって、コミ

ュニティは分けられています。公務員か、民間

企業に勤めているか。これは大きなコミュニテ

ィの違いです。具体的には、社会保障制度が違

います。公務員は共済組合を作っていますし、

民間は、大企業であれば医療保険として組合健

保を作っています。中小企業は、政府管掌に、

自営業と引退した人は国民健保に入っています。

これは、その人の職業によって、社会保障制度

を厳格に区分している代表例です。

同じコミュニティに属する人達で助け合いを

しようという論理は、日本でも実はあることな

んです。まさにコミュニタリアニズム的な考え

方が、日本では、職業だとか、どこに勤めてい

るかに明確に現れています。

年金制度もそうです。国民年金と厚生年金と

公務員共催があります。企業年金でも、松下電

器に勤めている人は松下電器だけで企業年金を

つくるというのが、コミュニタリアニズムの一

つの象徴です。

つまり、コミュニティというのは、地域と、

資質を共通にする共同体という意味の、２つの

役割があります。この２つは当然のことながら、

セーフティ・ネットの提供者として重要な役割
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　日　　本 15.2（％） 総負担 うち税負担 うち社会保障負担

　日　　本（1997年） 17.8 　日　　本 28.2 17.9 10.3

　アメリカ（1992年） 18.7 　アメリカ 29.8 21.5 8.3

　イギリス 27.2 　イギリス 37.6 29.8 7.8

　ド イ ツ 33.3 　ド イ ツ 42.5 22.6 19.9

　フランス 37.2 　フランス 47.5 26.0 21.5

　スウェーデン 53.4 　スウェーデン 52.4 36.5 15.9

出所）『厚生白書』（平成11年版）

表１　社会保障給付費が国民所得
に占める比率（1993年）

表２　税収と社会保険料の対ＧＤＰ比率（1996年）

出所）国立社会保障・人口問題研究所
　　　「社会保障給付費」2000

を演じてきました。

コミュニタリアニズム、同じ資質、特質を持

った人たちの間で社会保障制度をつくるという

のは、制度が違う人たちの間で給付の水準やサ

ービスの程度が相当違うという事象が付随的に

起こってきます。だから、国民健康保険は赤字

だらけ。なぜかというと、お年寄りと自営業者

ばかりで、保険料を払う人があまりいないから

です。一方の組合健保は大企業中心ですから、

賃金は高いし、働いている人ばかりで、あまり

病気にもならないため、黒字だったし、医療保

険給付も非常に恵まれていた。しかし、皆さん

ご存知のように、数年前、老人健保制度ができ

て、黒字の組合健保から赤字の国民健保に財政

移転をしました。これは弱者救済という意味で

はよかったのですが、組合健保すら赤字になっ

たという副次効果がありました。これは評価が

分かれるところだと思います。

最後の６番目は、国家、公共部門です。国は、

公的年金や失業保険、医療保険、介護保険、労

災保険、その他もろもろを行っています。

リスクが高まっている。不平等化が進んでい

る。家族の絆が薄れている。企業の不振が続い

ている。好むと好まざるとにかかわらず、そう

いう現象が起きている。これは、家族、企業、

コミュニティが、セーフティ・ネットの提供者

として役割を小さくしつつあるということです。

そうすると、残りは２つになります。

１つは、個人（本人）です。個人（本人）が

将来に備えて頑張るしかない、セーフティ・ネ

ットの提供者として大きな役割を演じるという

のが、一つの選択肢です。もう一つの選択肢は、

一番最後の国家（公共部門）です。家族や企業

に替わって公共部門が役割を大きくする必要が

あるというのが、２つめの選択肢です。

公共部門の役割が大きい

本人（個人）と公共部門のどっちをとるかは、

国民が決めることです。しかし、表１を見てい

ただきたいのですが、社会保障給付費が国民所

得に占める比率は、日本が最低です。表２を見

ていただきますと、税収と社会保険料がＧＤＰ

に占める割合も、日本は最低です。政府、公共

部門は、セーフティ・ネットの提供者として非

常に小さな役割しか演じてこなかったというの

が、この数字で出ています。

スウェーデンやノルウェーなどの北欧の福祉

国家は、国家が非常に重要な役割を演じていま

す。社会保障給付費や保険料、税収の比率が非

常に高い。50％を起こしています。その真ん中

あたりにいるのがイギリス、ドイツ、フランス

というヨーロッパの大国です。

この２つの表から、日本とアメリカは「非福
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祉国家」の典型であり、北欧諸国は「福祉国

家」の典型、イギリス、ドイツ、フランスはそ

の真ん中にいると区分できます。

なぜ日本がこれだけ低かったのかは、繰り返

しになりますが、国ではなく、家族や企業がや

っていたからです。日本の国民は、極端な低い

社会保障の水準にいたという訳ではありません。

成人した子供が年老いた親の面倒をみていても、

政府が介在しませんから、数字には出てきませ

ん。企業も、労働者に福祉の提供したからとい

って、この数字には出てきませんから、こうい

う低い数字でよかったということです。

アメリカはどうか。アメリカは自立の国です

から、国にも誰にも頼らず自分でやってきた。

アメリカには、公的医療保険制度がありません。

医療保険はすべてプライベートに保険会社と契

約しています。一部、貧困者と高齢者は、さす

がアメリカ政府も公的な医療保険制度を用意し

ていますが、一般の人たちは公的な医療保険に

は入っていません。

日本は今、アメリカ型に向かうのか、ヨーロ

ッパ型に向かうのか、選択を迫られていると思

います。アメリカのように、他人にも公共部門

にも頼らないという精神でいくのも、一つの選

択肢です。そうじゃない。やっぱり、ヨーロッ

パのように、国家が前面に出てきて、医療保険

制度を充実し、年金制度を充実し、失業保険制

度、介護保険制度を充実するというような社会

を選択するのも、一つの選択肢です。

私は、日本はどちらにいくかということを近

々決めないと、大変不幸な世の中になる恐れが

あると考えております。アメリカ型を選択した

としても、みんな一生懸命頑張るでしょうから、

たぶんそんなに悪くない世界になると思います。

一方、ヨーロッパ型を選ぶのであれば、政府が

前面的に社会保障を充実して、給付やサービス

のレベルを上げるかわりに、税金や社会保険料

をたくさん払うということを認めないと、やっ

ていけません。

現在、年金制度改革が争点になっています。

財務省は給付をカットして、税金や社会保険料

をあまり上げないという方針を打ち出していま

す。厚生労働省は、20％程度の保険料を徴収し

て、それに見合う給付水準はすると言っていま

す。政府のなかでも、財務省と厚生労働省とは

対立してますが、総じていえば、今の政権を担

当している小泉内閣は、アメリカ型に近づけた

いというのが根本にあると思います。その証拠

に、小泉首相は基礎年金の税収部分を、３分の

１から２分の１に引き上げることを頑なに拒否

しています。また、在任中の３年間は、消費税

を上げない言っていますので、これにも端的に

表れていると思います。

私の意見は、基礎年金全額税方式です。最低、

夫婦で17万円の基礎年金を給付するというのを

主張しています。小泉内閣の年金改革とはだい

ぶトーンが違います。

アメリカ型かヨーロッパ型かも重要な選択肢

ですが、ヨーロッパ型でも２つの選択肢があり

ます。イギリス、ドイツ、フランスのように、

「中福祉・中負担」もあり得るし、北欧のよう

な「高福祉・高負担」もあり得るでしょう。こ

れもどちらをとるかは、最後は、国民の選択に

よると思います

私の意見は「高福祉・高負担」ですが、日本

ではなかなか受け入れられません。私はいろい

ろなところで大変な反発にも遭遇しますので、

なぜ北欧では、こんなにたくさんの社会保険料

と税金をとられても皆、文句を言わないのかを

調査してきました。そこで分かったことは、北

欧の人たちは払っただけのサービスは受けられ

るという信頼を持っているということです。

日本で、税金と社会保険料で半分以上取ると

言ったら大反対が起こります。日本の今の負担
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率は30～35％ですから、北欧よりもはるかに少

ない。しかし、増税だとか、社会保険料を上げ

ると言うと、大変な反対が起きます。

それともう一つは、幸か不幸か、彼らは小さ

な国なんです。スウェーデンが890万、フィン

ランドは520万人です。そういう小さな国の人

たちには、強い連帯感があります。オランダも

そうです。オランダでなぜワーク・シェアリン

グが導入されたかというと、隣に失業者が出た

ら、どうしても助けたい気持ちになる。

日本は１億2500万人いる大国ですから、北欧

のように国民に助け合いの精神を期待できない。

したがって、日本の社会はせいぜいイギリス、

ドイツ、フランス型に行くのが、現実的なシナ

リオかなと思います。

もう一つ、日本人は増税の拒否反応が非常に

強い。しかも痛税感が非常に強い。日本の消費

税は５％ですが、ヨーロッパのほとんどの国は

20％を超えています。しかし、５％をほんの数

％あげるだけでも、日本人は強い拒絶反応を示

します。これは、政府のみならず、財界、労働

者、全員です。先進諸国中最低水準の負担率に

もかかわらず痛税関がある。不思議な現象です。

どうしてこれほど増税に対する反対が強いか

というと、日本人は税金が無駄に使われている

のではないかと感じているからです。だから、

社会保障にお金をかけてもまた無駄に支出され

るのではないかと、国や地方官僚への不信感が

強いことも、その要因だと思います。

確かに無駄があるし、官僚にも責任はありま

す。しかし、自分は負担するのはいやだ、自分

以外の他人が負担してほしいという、勝手な淡

い期待も、日本人にはあるように感じます。こ

れを何とか打破しない限り、社会保険料や税金

を上げて、社会保障給付の拡大を図ることはで

きないのではないかと思います。

そこでは、政府の失敗への対策も必要になり

ます。自己の利益の最大化を図りがちな官僚が、

無駄な公共支出をなくし国民の利益になるよう

に、国民が監視と意思表示をすることに期待を

しています。

私は、国民に負担を求めたいです。負担をし

てもサービスが確実になれば、日本人も消費税

アップとか、保険料のアップを認めるという、

私には淡い期待があります。

私は、公共部門の役割が、日本は大きくなる

と思っています。家族と企業に期待できないの

であれば、もう公共部門しかやる道はない。公

共部門がやるのであれば、国民は負担増を受け

入れなければならない、というのが結論です。

民間と比較して低効率ではいけない

公共部門に無駄があったり、民間部門と比べ

て非効率性が目立つのであれば、公共部門も民

間に負けないほど効率性を高めていかなければ

なりません。そうしないと、国民の支持がなか

なか得られないだろうと思います。

京都大学はこれまで国立大学でしたが、2004

年の４月から独立行政法人になります。大学も、

もう国立であるという甘さは認められない時代

になっています。教育や研究を一生懸命に頑張

らないと、国民の支持が得られない世の中にな

りつつあります。そういう意味で、公共部門に

働いている人達全部が、民間から見て、非効率

が目立たないような体制にもっていくことが、

私は、重要ではないかと思います。

安心して生きていける社会を

日本は、病気や介護、失業、年金、いろいろ

な分野で、何らかのサポートが必要な時代にな

っています。すべての人が安心して生きていけ

る社会というのを、国民全員で作って行くよう
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な時代になってほしいというのが、私の希望で

す。

具体的にどうやって安心の程度を高めること

ができるのか。安心ある社会を構築していくた

めに、具体的にどんな制度改革が必要かという

のを 『安心の経済学』の「おわりに」の部分、

にあげています。

１．公的年金は基礎年金部分だけに限定し、財

源を保険料方式から税方式に変換する。

２．乱立する医療保険制度を統合・一体化し、

基礎医療部分に関してイギリスやイタリアの

ような国民医療制度に近づける。

３．介護保険制度は中期的に医療保険制度に統

合する。

４．失業保険制度はすべての雇用者と企業が加

入するようにして、保険理論でいう逆選択を

排除する。職業訓練をうけることを条件にし

て、給付期間の延長を図る。

５．生活保護制度は、生活保障における親族の

扶養義務を緩和し、かつ給付を受ける資格の

ある人には、すべて支給できるようにする。

６．労働災害保険では、産業や職業による災害

発生率に応じて、保険料に差があってよい。

７．税や社会保険料が人の経済行動を決定する

に際して、中立的な影響を与えるにとどめ、

特定の人やグループに有利・不利の影響を与

えることを防ぐ。

８．保育施策を充実することは、仕事と子育て

の両立をめざす若い親にとって役立つ。これ

は出生率の向上にも貢献する。

９．国民全員の教育水準を高めることは、資質

の高い人を育成することや、機会均等の確保

に役立つので、これまで以上の公費投入が望

まれる。

10．火災保険や自動車保険を含めた損害保険は、

リスクの高まっている現今では、国民がもう

少し加入の関心を高め、契約保険金額の上昇

があってよい。

11．地震保険は、発生する被害が巨額になるこ

とがあることと、予知が困難な事情を考慮す

ると、再保険市場の育成が望まれる。それに

は公部門の関与があってよい。

12．解雇に関しては、労使の合意があった上で、

ルールを明確にしておく必要がある。

13．わが国の失業問題を解決するには、労働時

間と賃金カットを基本とするワーク・シェア

リングの本格導入が必要な時期である。

14．正規労働者とパート・タイマーのような非

正規労働者の間で、時間当りの賃金を含めた

労働条件の格差拡大がみられるが、それを防

ぎかつ縮小の方向が望ましい。

15．企業は福祉からの撤退があってよい。具体

的には、非法定福利厚生費の賃金化と、失業

保険と労災保険を除く社会保険料の企業負担

分の削減である。

なぜこういう改革が必要なのかは 『安心の、

経済学』の本文に書いていますので、重ねて関

心のある方は、この本を読んで下さい。

＊この原稿は、10月７日に京都地方自治総合研究所主

催で開催した講演をもとに作成したものです。

（たちばなき としあき・

京都大学大学院経済学研究科教授）
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