
≪テーマ案≫

◎日本の財政赤字は問題か？問題だとしたらどう解決する

か？

◎出産、子育て、扶養手当など、家族政策をどうするか？

◎限られた財源のなかで福祉をどう充実させるか？

「福祉と財政の両立」第９回検討会

グループディスカッション



グループディスカッション

ディスカッションに入る前の視点の提供

① 財政赤字
・毎年の利払いを減らすのが自然ではないか？
→ ゆえに、常識的には元本を減らすべきではないか？

・金融資産が 借金の２倍あるなら、金融資産で借金を
減らすのが、普通の考え方ではないか？
そもそも単年度の財政を税で賄っていれば借金は増えなかったはず。
逆に言うと、徴税しなかったから、貯蓄が増えたとも言える。
→ ゆえに、大金持ちの資産を提供してもらうのが自然
ではないか？



財務省データより作成

国＋地方
＝８１６兆円

●日本の“借金”…右肩上がり

国民一人当たり
６４０万円

国と地方の長期債務残高兆円

利払い
９．４兆円／年

＝２５０億円／日

⇒一般家庭だったら、まず借金の額を減らすでしょう！

２０２０年予測

１６兆円／年
⇒



景気回復に伴い金利が上昇すれば、債務残高の累増もあって、
利払費の大幅な増が懸念されます。
例えば金利が１％上昇すれば、利払いは 年間 ５兆円以上増加します。

金利と利払いの関係 1975～2008
2008

利払い



日本

イタリア

2030

債務比率１８０％

債務比率１２０％

2012

国家財政債務比率

２０３０年に向けて、

①債務比率は１２０％レベルに下げる

②年間利払いは１０兆円以下に抑える

利払いを減らすために債務比率を下げるべきではないか？

そのためには
毎年１５兆円レベルの借金返済が必要



６０代以上では、

実物資産
≒４０００万

金融資産
≒２０００万

資産家のシニアは
２０～３０代を
支援して欲しい

●高齢者の多くは資産を持っている

７０代～２０代 ３０代 ６０代

万円

5,556
5,961

２００４年総務省統計局 「全国消費実態調査」から作成



公的債務 個人金融資産

８１６兆

１５００兆

９００兆

６０歳
以上

公的債務 ８１６兆円

金融資産１５００兆円

実
物
資
産

赤字を減らすように
協力してもらいたい

実物資産も多い

年間１０兆円も
利払いするのはムダです

●日本の“借金”と高齢者の金融資産は同額

６０歳以上の金融資産
９００兆円

６０歳
以上



◆税制で借金大国日本を救え！

⇒不公平税制の是正
・クロヨン是正

⇒投機マネー課税

⇒納税モラルの回復

⇒物品税の導入 ・・・高額消費者から還流

→ 社会企業家に投資
⇒持続可能社会税 → 環境対応

・正直者が報われる税制を！

⇒固定資産累進制の導入

・資産家から税金を、努力家に投資を！



グループディスカッション

ディスカッションに入る前の視点の提供

② 家族関係政府支出
・日本の家族関係支出は少なすぎる
→ ヨーロッパ水準で考えれば、＋１０兆円でもよいぐらいである。
・現金支給もさることながら、現物支給が重要である
→ 保育の無料化、待機児童ゼロ化など、誰でも恩恵が受けられる
仕組みの充実をすべきである。

③ 労働時間の短縮
・日本の労働時間は長すぎるし、働き過ぎ。
→労働時間を１６００時間に、 定休日、残業なし日をきちんと定めて
ワークライフバランスを確立すべきである。



日本の家族関係社会支出はもっと上げるべき

現在０．８％ ４兆円

フランス並みなら
３．０％ １４兆円

保育・就学前教育
１．２％ ６兆円

（現物給付が大事）

ただし
現物給付が大切



家族対策費（ＧＤＰ比） 出生率
フランス 3.0％ 2.02 （2007）
ドイツ 2.0％ 1.34～1.43 （2005～2007）
日本 0.8％ 1.30前後

フランスの高い出生率を支えるもの
○高い出産期女性の労働力率（80％）と高い合計特殊出生率（1.89）
○手厚くきめ細かい家族手当
・第2子以降には所得制限なしで20歳になる直前まで家族手当を給付
・子どもが3歳になるまで育児休業または労働時間短縮が認められ、
第2子以降の育児休業手当は3歳まで受給可能
・保育ママ、ベビーシッターの利用に関する補助金も利用可能
○子どもをもつ家庭に有利なN分N乗方式の所得税制
○多様な保育サービス
○35時間労働制で男女とも短い労働時間
○同棲による婚外子が一般化

ドイツはなぜ出生率が低いのか
○ドイツは児童手当等の現金給付は手厚いが、合計特殊出生率は低迷（1.34）
○保育サービスが不足
○学校は半日制、給食はなく、子どもは昼前に下校 ⇒ 母親のフルタイム就業は事実上困難
○フランスよりも性別役割分業意識が強いこともあいまって、

女性は就業か子育てかの二者択一を迫られる状況

家族予算だけでは表せない出生率 （フランス ｖｓドイツ対比）



日本

フランス

労働時間が２０００時間の日本 １６００時間のフランス

ワークシェアリング導入



「希望」と「現実」
のギャップを
正すことが必要

http://www8.cao.go.jp/wlb/research/pdf/wlb-net-svy.pdf内閣府 カエル・ジャパン （参考）アンケート調査

希望

現実

「仕事」優先を希望とする人は、2.0％にすぎない
⇒現実には約半数が「仕事」優先となっている。

カエレナイ！ ジャパン を正すことも必要



フランス 日 本

生活と労働

年間労働時間 １６００時間
週間労働時間 ３５時間

年間労働時間 ２０００時間
週間労働時間 ４０時間

週５０時間超 ２８％週５０時間超 ６％

残業ほぼゼロ 午後６時帰宅 残業ほぼ毎日

夏休み ３週間～２ヶ月 夏休み ３～５日

有給休暇 ３０日使いきり 有給休暇 実質３～５日

商店 ～午後７時 日曜休日 商店 ～午後１０時 年中無休



グループディスカッション

ディスカッションに入る前の視点の提供

④ 高齢者福祉施策の費用
・高齢化の進行により、医療、介護、年金、いずれの金額も増える
・負担論ばかりが先行し、これが悪という捉え方がされている
⇒医療・介護は雇用の創出という見方もできる。
・・・すなわち、三次産業のＧＤＰを押し上げる要素である

⇒年金は、使われれば社会に還元される金であり、
貯蓄に回って埋もれない仕組みを考えたほうが良い
（高齢者の安心感を高めることが同時に必要であるが）

⑤ 社会にシニアパワーを活かす
・シニアの財力と知力を社会に活かせる仕組みが欲しい
→コミュニティーにシニアが出てくれば、若者も助かる
→生きがい場があれば、老化も防げ医療費も下がる
→地域も活性化する



雇用創出という
見方もできる

今

２０２５年までに
医療・介護で
約４０兆円増加

2025

医療

介護他

年金

http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014/sy014q1.htm出典： 財務省 ホームページ資料

負担論ばかり
先行するのは
要注意

●医療、介護、年金費用の増加



◆社会に活かせ、シニアパワー！

シニアパワーはカネだけではない。

⇒知恵、人脈、技術、情報、・・・

若者とシニアの Win-Win 関係構築

若者にカネを、シニアに愛を

夢の実現

経済的な支援
知恵の継承

やる気を刺激

子育て支援

自己実現
相互信頼

人からの感謝

ボケ防止

生活支援

協生



協生コミュニティ構築
シニアパワーによる
地域経済の活性化

助け合い環境を形成

人と人の
つながり

知恵と
お金の循環

子育て安心
医療・介護安心

精神的経済的余裕

寄付文化の復活、定着

信頼ファンドの普及、定着

社会貢献＝自己実現＝尊厳を実現

互助・共生・利他

◆社会に活かせ、シニアパワー！



世代を越えた地域のつながり
～お金による契約から
助け合いコミュニティへ～

協生コミュニティ構築

シニアパワーによる地域経済活性化

地域投資ファンド

シルバー資本の地域活性化

老人による就労支援

老人起業コーディネーター

ビジネスコンテスト

グループホーム

小学校と老人ホームを併設

ジム・リハビリセンターの活用

介助による家賃補助

介護ナニー制度

フォスターグランドペアレント


