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獨協大学

本田 浩邦

める賃金の割合）の一％の低下はＧＤＰを〇・

「均 衡成長」

このようにきわめて大きいと考えられる。

大による生産性と経済成長への波及効果は

三六％引き下げた。したがって逆に、それ

済学が思い描いた多分に非現実的な想定で

諸国において賃金シェア （国民所得に占

ぞれの賃金シェアが一九七〇年代後半の水

あるが、それは市場の自律的な機能に委ね

と いう のは 経
(balanced growth)

準に戻れば、ＧＤＰは三・〇五％上昇する

Ｇ

第５回 日本経済とベーシックインカム―その２

Ⅲ マクロ経済成長
（１）ベーシックインカムは
長期停滞を打ち破る

需要の面から押しあげる効果をもつ。この

ことによって総需要を拡大し、経済成長を

費の割合の高い低所得層の購買力を高める

シックインカムの役割は、所得に占める消

賃金は長期にわたり低落を続けている。ベー

期停滞の状態にある。投資は伸びず、実質

らいという議論があるが、そうではなく、

を上げる前にまず生産性を上げなければな

界や主流派の経済学者のあいだには、賃金

済的波及効果をもたらすと考えられる。財

労働コストの上昇を相殺してあまりある経

つまり賃金シェアの大幅な引き上げは、

注１ 。)
2012)(

会的に是正する。

る。ベーシックインカムはそれの欠点を社

う点では致命的ともいえる欠陥を持ってい

生産は不得手であり、さらに所得分配とい

さない財やサービス、公共性の高い分野の

ているが、必要でありつつも利潤を生み出

のある種の面を伸ばすことについては優れ

(Stockhammer 2015: Lavoie 2016: Onaran and Galanis ていては達成できない。資本主義は生産力

ことの裏付けとなる研究が最近いくつか発

賃金を押し下げてきたことが需要面から経

を提唱している。彼らの研究は、大半の先

持つと主張し、賃金主導の経済成長の回復

の引き上げは需要停滞を払拭する可能性を

ＤＰを二・五～三・六％押し上げる効果を

〇％の実質的な再分配を意味するため、Ｇ

クインカムは国民所得の少なくとも七～一

彼らの推計結果を応用すると、ベーシッ

の消費を量的に拡大させるが、それによっ

ムがもたらす賃金シェアの引き上げは国民

もちろん、このようにベーシックインカ

（２）自然と調和した適正規模の経済

進諸国で賃金の需要効果が成長率を高める

て資源浪費的で環境破壊的な経済を押し広

済成長を抑制してきたのである。

ことを実証的に示している。彼らによれば、 持つことになるであろう。賃金シェアの拡

近年、欧米の経済学者たちが大幅な賃金

表されている。

前回述べたように、現在、日本経済は長
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あるが、そうした拡大と縮小の両方の効果

無駄な雇用や労働を削減するという効果が

的意味のある雇用や労働の領域を拡大し、

ある。ベーシックインカムは積極的な社会

げてはならないことも同時に留意すべきで

ない。経済学は市場が価格機能を媒介に最

大したとしてもそのこと自体を喜ぶ理由も

く、それを悲観する必要はないし、逆に拡

もそれは経済の停滞を意味するものではな

い。しかし仮に経済規模が縮小したとして

率に落ち着くかを容易に示すことはできな

よって結果的にどの程度の経済規模と成長

スパンの政策であり、その経済全体への波

なる。ベーシックインカムはきわめて長い

働改革などに匹敵する大規模な経済改革と

日本にとっては戦後改革期の農地改革、労

を与える可能性を持つため、実現すれば、

体が賃金や社会保障のあり方に大きな影響

分配のための政策であると同時に、それ自

が最大限の収益を生むことを基準としたも

経済全体としてまず重要なことは、こう

をバネに、環境破壊と自然収奪型の経済を

基地依存、武器輸出依存、乱開発依存、忖

のであり、結果的に地球的規模で見た大多

した大規模な所得再分配政策が、インフレー

縮小する方向へと進まねばならない。した

度と利権、天下りまみれの経済から人々が

数の生存権や人権、環境との調和といった

ション （名目物価上昇）をもたらすだけに終

及効果は大きいため、ミクロおよびマクロ

離脱すること、雇用規制と食の安全基準を

要素は後回しとなった。適切な政策判断の

わるようなことがあってはならないという

適な資源配分を行うといい募ってきたわけ

強め、環境破壊的あるいは労働搾取的な製

ためには適切な社会目標が必要である。ベー

ことである。所得の底辺を底上げしても、

がってそのための環境規制政策が併せてと

品の国際取り引きを規制することなどがそ

シックインカムはそうした社会目標の焦点

医療、教育、住居、基礎的食料品などの価

の両方の視点からその影響を管理する必要

うである。ベーシックインカムはこうした

を定め、自然と人間の調和のとれた経済最

格が高騰すれば、経済的に意味がないどこ

られる必要がある。具体的には、原発依存、 であるが、その「最適」とはただ単に投資

規制への合意に地域と職場で大多数が応じ

適化の触媒とならねばならない。

がある。

うる経済的前提をつくる。

本田浩邦（ほんだひろくに）

ろか、むしろマイナスである。そうならな

いよう、現物給付も含めて、そうした基礎

的生活手段の安定供給をはかる必要がある。

その意味で、ベーシックインカムには、産

機能を温泉の効能書きのように並べてきた

さて、このようにベーシックインカムの

シックインカムが過度のインフレーション

給に弱い部分 （ボトルネック）が生じてベー

供給サイドの政策が併せて必要となる。供

業、さらにはミクロレベルに焦点をあてた

わけであるが、ベーシックインカムはそれ

をもたらす場合には、給付水準を引き下げ

Ⅳ 経済政策
（１）ベーシックインカムのためには
供給サイドの政策が必要

だけでなんとかなる万能薬ではないことも

ることも必要であろう。逆に、景気低迷期

には、ベーシックインカムの支給額を引き

あわせて強調しておきたい。
ベーシックインカムは大がかりな所得再
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クインカムは景気の変動を均すマクロ政策

補うことができる。その意味で、ベーシッ

上げることによって短期的な需要の低迷を

の他の分野の価格と比べてコストと価格が

の改善がなされにくいので、製造業などそ

で評価されることが適切ではなく、生産性

つまりこうした分野は生産性という基準

ものではないことも事実である。大学の経

べてがこうした生産性格差から説明しうる

高くなる。無論、学費や医療費の高騰のす

的安定装置となりうる。

（２）「コスト病」の分野をどうするか？

教育、医療、介護などに必要な支出を抑え

しかしこうしたサービス業が製造業や農業

機関の利潤追求などの問題はあるであろう。

営努力の不足、製薬会社や保険会社、医療

るための手立てが必要である。こうした分

といったモノをつくる産業と異なった高コ

今日の家計消費支出の構造をみた場合、

野は、そもそも製造業製品とは異なり、生
製造業製品や農産物と比べ価格が高くなり

ていることも理解する必要がある。

家計支出にますます大きなウェイトを占め

産性を引き上げることの難しい分野であり、 スト体質をもち、したがってこれが今日の
がちである。これをある経済学者は「コス

数は優秀な医師であろうとそうでなかろう

るし、医師は一定の時間で診断できる患者

ることのできる学生数は自ずと限られてい

拡大できない。たとえば一人の教員が教え

りの生産量を拡大させるようには生産性を

つまり教員や医師は他の製造業が時間あた

スト病の問題に対処する必要がある。

機関を地域に配置することと併せてこのコ

医師、介護士などを大量に生み出し、教育

いっても教育の役割が重要である。教員、

処する必要がある。それにはやはりなんと

量に輩出することによって、この問題に対

社会では、優れた教員や医師を組織的に大

こうしたことを前提に、これからの経済

とほとんど同じで、優れた医師であればそ

ト 病 」 の分 野 で あ ると 説 明 して い る 注( ２ 。)

の数が増えていくということはない。文化

で演奏でき、倍の生産性を達成できるといっ

弦楽四重奏でもがんばって努力すれば二人

ばより多くの観客を収容できる、あるいは

活動も同じで、優れたオーケストラであれ

たとえばアメリカでは一九世紀に各州ご
とに州立大学、私立大学を整備したが、そ
の際、戦略的に重視されたのは、当時の州
住民にとっての喫緊の課題である農業生産
性の増進と、医療の普及であった。したがっ
て農学部、医学部がまず作られた。どの州

たことはない。

も他の州に引けをとらないような大学を作
り、そこに子弟を送り込む。そのような地
域主権、地方分権の胎動と重ね合わせた大
きな意味での供給サイドの政策がベーシッ
クインカムには必要である。そうでなけれ
ばベーシックインカムによってむしろコス
ト病の分野の価格高騰に火がつくというこ
とになりかねない 注(３ 。)

Ⅳ 批判にこたえる
（１）「ベーシックインカムがあると
働かなくなる」

ベーシックインカムに対する批判の中心
は、就労意欲がなくなるのではないかとい
う問題と財源がはたしてあるのかという問
題である。さらにいえば、最低賃金の引き
上げを優先すべきという意見や、その他の
社会保障をなくしてベーシックインカムに
一元化するといった批判もある。ベーシッ
クインカムに一元化するという批判は、た
しかにそのようなリバタリアン型のベーシッ
クインカム論もあるが、多くの場合そうで
はない。したがって、ここではベーシック
インカムに対する批判として、最後のもの
を除いた三つを取り上げたい。
まず、ベーシックインカムがあると働か
なくなる人が多くなるのではないかという
批判を検討してみよう。
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であろう。

人びとも徐々に意味のある仕事に乗り出す

カムがあれば、すでに労働意欲失っている

を出て働き出すであろう。ベーシックイン

対にあってきた。第一に労働意欲を削ぐ、

「ベーシックインカムはつねに二種類の反

スキデルスキーは、次のように記している。

ロバート・スキデルスキーとエドワード・

第二にそんなものを支給する財源はどこに

2012,

中程度の所得層あるいは高所得層は、す

（２）「ベーシックインカムには
財源がない」

）。
pp.283-284

もないというものであった。しかし問題が

労働供給の問題の別の側面は、みんなが

でに得ている経済的地位を維持するためだ

高い潜在的生産性を余暇に変えることも

窮乏ではなくゆたかさであって、政策の主

フルで働く必要がそもそもあるかという問

資本主義のシステムが苦手な分野である。

けでも働きつづけるであろう。さらに超高

題である。高い潜在的生産性をもつ今日の

ベーシックインカムは資本の論理と異なっ

目標が成長の最大化ではなく基本的価値の

先進諸国において、全ての人がフルタイム

た原理による再分配によって、社会的生産

額所得者は、すでに生涯お金に困ることが

で働かなくては経済が維持できないという

力と余暇を結びつける結節点となる。

確保だとしたら二種類の反論はどちらも力

何もしなくてもお金がもらえるなら、人
は働かなくなるだろうと多くの人が考える
のはもっともである。確かにその傾向があ
ることは否定できない。しかし人間にはそ
れ以上に働こうとする欲求があるはずだ。
一つは経済的理由から、もう一つは労働が
本来の人間の自己実現、生命活動の一部で
あるという理由からである。
経済的理由という点では、人々がどの程
度働こうとするかはベーシックインカムの
給付水準にもよるが、大人一人月額八万円、
子ども五万円、夫婦、子ども二人の四人家
族で二六万円を受け取るとすると、年収と
しては三〇〇万円程度にしかならない。こ
れでは働くことをやめるわけにはいかない
であろう。ベーシックインカムの給付額を
低く設定すれば、低所得層の労働意欲を削
ぐことはそれだけ少なくなるであろう。
確かに、ベーシックインカムを受給して
ことはない。むしろみんなが働いてまとも

ないにもかかわらず、現在でも働きつづけ

家でゲームをするだけの人が出てくるかも

な賃金を得ようとすることそれ自体に無理

を失う。この状況では余暇を増やして、労

しれない。しかしやりがいのない仕事しか

がある。したがって所得分配の最低限をベー

ている。それには追加的に金銭を得ること

なくて、気がついたらゲームしかやること

シックインカムで保障し、それに対応する

働意欲を抑えるべきだ。それに富裕国は次

がないといった人がすでに大勢いるのでは

必要消費手段の供給を計画的に維持するこ

次に財源の問題である。一人月額八万円

による安全の担保ということもあるが、そ

ないか。そうした理由ばかりではもちろん

とができれば、多くの人は働く必要は実際

の場合、年間一〇〇万円ほどになり、子ど

第にベーシックインカムを捻出することが

ないが、現在、日本では一五歳から六五歳

にはないということになる。したがってベー

もを減額することなどを考え合わせると、

れ以上に労働が自己実現の一部であるから

までの三割近くは働いていない。アメリカ

シックインカムは社会全体が高度な潜在的

可能になっている」 （スキデルスキー

では四割近くがそうである。そのような人

生産力をもっていることを前提にしている。 およそ年間一〇〇兆円、月額五万円一律の

である。

は、やりがいのある仕事を見いだせば、家
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国家は貧困問題を解決できるか』において

の 原 田泰 氏 が『 ベ ー シ ッ ク ・イ ン カ ム ― ―

財源問題については、すでに元経済官僚

う。

な財政規模は三〇～五〇兆円となるであろ

給付となるように設計するとすれば、必要

は増減相殺、下位三分の一が純粋のプラス

得上位三分の一は純粋増税、中位三分の一

分の一の所得を再分配することになる。所

わち現在の日本のＧＤＰの五分の一から八

場合にはおよそ六三兆円必要である。すな

方税、健康保険料などはそのままとして計

た可処分所得は四一〇万円以上になる（地

取る額が増え、所得税と国民年金料を除い

得るので、合わせると一六〇万円ほど受け

八万円、子ども三六万円、計二〇六万円を

て三人世帯では大人八四万円×二人＝一六

払ったとしても、ベーシックインカムによっ

るので、税率三〇％で九〇万円の税金を支

金保険料として四〇万円ほどを支払ってい

世帯はすでに所得税で五万五千円、国民年

に説明すると、たとえば年収三〇〇万円の

り出す作業を行っている。氏の大人七万円、

厚生労働省の「国民生活基礎調査」から割

よる所得再分配の所得階層ごとへの効果を

さらに原田氏は、ベーシックインカムに

に説明している。

れだけの金額が削減可能かを氏は逐一丁寧

できると述べている。どのような理由でそ

兆円となり、十分な代替財源を得ることが

を削減し、それらを積み上げると三五・八

地方交付税交付金一七・一兆円から一兆円

から六兆円、生活保護費から一・九兆円、

でほぼ増税とベーシックインカムが相殺さ

年間八四万円のベーシックインカムの構想

七〇万円増税になったとしても同じように

れることになり、それ以下はベーシックイ

算している）。七〇〇万円の所得の人の場

原田氏は、大人七万円、二〇歳未満の子

三人家族の場合、一三〇万円ほどの受け取

ンカムで所得が増え、それ以上では税負担

具体的なシミュレーションを行っているの

ども三万円のベーシックインカムを考え、

り超過となる。それでもまだ三二兆九千億

のほうがベーシックインカム給付を上回る

合、税率が一〇％程度上がることになるが、 では、年収六〇〇万円から七〇〇万円の層

このための必要な予算は九六・三兆円とし

円が所得税以外に必要となる。

で、これをみてみよう。

ている。原田氏は、この額をどう調達する

それをどうするか。ベーシックインカム

とされる。

かを次のように説明している。まず、雇用

原田氏はタックスヘイブン課税の強化を

原田氏は三〇％定率の所得税の導入を想

によって置き換えることのできる歳出費目

兆円というのがまずある。さらに公共事業

定しているが、これを累進的に行えば垂直

者所得と自営業者の混合所得を合わせた二

その代わりに現行の所得税収一三・九兆円

予算一五兆円のうち五兆円、国と地方の中

的公平性の点でより優れたものとなるであ

も主張し、日本は資産課税が不十分である

が失われるので、所得税としては六十三兆

小企業対策費六・五兆円のうち一兆円、国

ろう。累進性を強めることによって、ベー

は、基礎年金一六・六兆円、子ども手当一・

四千億円の純増となる。一律三〇％の所得

と地方の農林水産業費三・二兆円のうち一

シックインカムの低所得層への所得拡大効

五七・五兆円に一律三〇％の税率で課税す

税というのは確かに誰にとっても高いと思

兆円、地方自治体の民生費のうち生活保護

果はより大きくなる。どちらで行うにせよ、

とも指摘している。

われるかもしれない。しかしこれは低中所

費三・八兆円を除いた福祉費一八・四兆円

ることによって七七・三兆円の税収を得る。 八兆円、雇用保険一・五兆円、計一九・九

得者にとってはそれほどでもない。私なり

24

連載 オルタナティブな経済政策を考える

部留保に対する課税強化は急務であろう。

に行われている。法人税率の引き上げ、内

内部留保の課税の是非をめぐる議論が盛ん

よる税収の欠損が指摘され、さらに企業の

法人税については、昨今、法人税減税に

三兆 円増 えて いる （小栗

）。 も し もこ
2017

倍に膨らんでいる。つまり毎年平均で一〇・

でに一六七・八兆円から三二三兆円へと二

の実質金額は二〇〇一年から二〇一五年ま

以上の約五〇〇〇社。金融を除く）の 内部留保

小 栗氏 によ れ ば、 大企 業 （ 資本金一〇億円

に価格に転嫁することができない。ベーシッ

中小零細企業はその労務コストを思うよう

るという見過ごせないデメリットがある。

賃 金 の 比 率 ）の 高 い 中 小 零 細 企 業 を 直 撃 す

大 企業 よ り も 労務 比 率 （経営コ スト に占 める

である。しかし、最低賃金の引き上げは、

る必要があり、最低賃金の引き上げは急務

の雇用がこのように広がる現状は是正され

き上げ、さらにその上の所得層の収入をも

この問題では、駒沢大学の会計学者、小栗

うしたフローで増え続ける内部留保に三〇

クインカムは所得の一部を企業ではなく社

な内部留保が積み上がり、それらに適切な

崇資氏の企業収益フローの分析が優れてい

％の税率で課税するならば、毎年三兆円の

会が給付するという意味で「賃金の部分的

原田氏の財源論によって、ベーシックイン

る。小栗氏は、二〇〇一年から二〇一五年

財源が生まれることになるであろう。大企

社会化」であるので、最低賃金の引き上げ

連動して引き上げるという意味で重要であ

までの企業の人件費と内部留保の推移を分

業が人件費と法人税を節約しなければ、経

とちがって労務比率の高い中小企業にとっ

課税がなされていないことは、このような

析 し、 二〇 〇 一年 の 水 準の 人 件費 （一 人あ

済全体としては需要面からの刺激によって

てはさほど打撃とならない。むしろベーシッ

カムの財源確保は不可能ではないことがひ

たり七六四万円）が維持されていた場合と実

より大きな付加価値を実現できた可能性が

クインカムは賃金コストの一部を社会が負

る。現在の日本において、不安定で低賃金

累計を六七・一兆円であると推計している。 ある。いずれにしても法人税の見直しある

際に支払われた金額との差額を計算しその

いは内部留保への課税は経済と財政の環境

担し、その原資を高額所得者や大企業から

分析から明らかである。

さらに同期間の法人三税の減税による減税

を大きく変え、ベーシックインカムの財源

の累進的な税金で賄えば、中小零細も税金

とまず示されているのではないか。

分を累積三〇兆円、年平均二兆円と見積もっ

面での条件を広げるであろう。

の負担は増えるが、労務比率を引き下げる

ことがある程度可能になり、大多数はベー

払と法人税率が維持されていた場合に、付

善する手だてとしてまず思い浮かぶのは、

経済生活、とりわけ低所得層の状態を改

人を対象に、月額五〇〇ドル（約五万六五〇〇円）、

クトンで、二〇一八年から住民の中から選ばれた

（付記１）アメリカのカリフォルニア州ストッ

シックインカムで利益をえるであろう。

加 価 値 （ 利 潤 ）が ど の よ う に 変 化 し た か は

法定最低賃金の引き上げであろう。最低賃

年額六〇〇〇ドル（約六八万円）のベーシックイ

（３）「ベーシックインカムよりもまず
最低賃金の引き上げが必要」

た。これは賃金抑制と減税の両方で累積九
七・一兆円、年間平均にして六・四七兆円
の賃金から利潤への所得移転が行われてい
ることを意味する。

簡単にはいえない。しかし、こうした企業

金はたしかに時給で働く人びとの収入を引

もちろん、二〇〇一年水準の人件費の支

の賃金節約と税支払いの節約の結果、莫大
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が容易には機械化できず、一般的に手作業が多く、 国を作ることにつながると考えるべきである。

たがって家計のそれらへの支出の割合は増加する。 め、裾野の広い、地域に根ざした教育システムを

まる処方箋である。育児から大学院教育までを含

じられている。資金の大部分はベーシックインカ

●文

そのためこの部門は相対的に高コストとなり、し

ム支持団体 Economic Security Project
が提 供する一
〇〇万ドル（約一億一四〇〇万円）によるとされ
労働を削減しにくい」

。コスト
(Baumol 2012, p.19)

ンカムを支給するという実験が行われることが報

ている。対象となる人数は不明であるが、タブス

病の部門には医療、教育、保険、芸術・文化、司

小栗崇資「日本経済における内部留保の構造―

献

作ることこそ、質の高い国民、洗練された技術立

市長は少なくとも三年間はこの制度を継続したい

法、福祉、郵便、衛生、修理、飲食店等などがあ

原田泰『ベーシック・インカム――国家は貧困

、
No. 266

３ このよう な見地から 、今日の 文部科学 行政

問題を解決できるか』（中公新書、二〇一五年）

― 過剰な 蓄積とそ の活用」 （『経済』

をどのようにみるべきか。政府の経済再生実行会

ロバート・スキデルスキー、エドワード・スキ

る。詳しくは拙著『アメリカの資本蓄積と社会保

「コスト上昇部門のグループの製品は、生産過程

と述べている。
（付記２）ベーシックインカムに対する最近の

議の提言をみると「グローバル化に対応した教育

デルスキー『じゅうぶん豊かで、貧しい社会― ―

二〇一七年一二月号）

環境づくりを進める」という項目があり、「海外

理念なき資本主義の末路』筑摩書房、二〇一四年

障』（日本評論社、二〇一六年）を参照。

注

のトップクラスの大学の教育ユニット（教育プロ

批判的意見には、萱野稔人「ベーシックインカム

１ ま た 彼 らは 、 賃 金 上 昇 は 良 好 な 労 使 関 係 の

グラム、教員等）の丸ごと誘致」「大学教員の年

を考える①～⑧」（『日本経済新聞』二〇一七年

形成を通じて労働生産性の改善をももたらすとみ

俸制、能力に応じた給与システム」「英語での授

七月五日～一四日）などがある。

ている。賃金の大幅な引き上げは労働コストの上

業」「今後一〇年間で世界大学ランキングトップ

との生産性の格差によって生まれると考えた。自

モルは「生産性上昇部門」と「生産性停滞部門」

著名な経済学者ウィリアム・ボーモルである。ボー

。
ad 2012)
２ コ スト病の 問題を説明 したのは アメリカ の

もなく、何のための教育かという問いが丸ごと欠

これは提言を出している側に時代認識も歴史認識

ついて（第三次提言）』平成二五年五月二八日）。

としている（『これからの大学教育等の在り方に

倍増し、外国人留学生を三〇万人に増やす」など

ment Series No. 36, Geneva.

ILO Working Papers, Conditions of Work and Employ

Profit-led Supply: Wages, Productivity and Investment,

Storm S. and C. W. H. Nastepaad (2012) Wage-led or

E, Number 5, Kingston University London.

Stockhammer, Engelbert (2015) Wage-led Growth, S

ployment Series No. 40, Geneva.

fects, ILO Working Papers, Conditions of Work and Em

Demand Wage-led or Profit-led National and Global Ef

Onaran, Ö. and Giorgos Galanis (2012) Is Aggregate

University Press.

Computers Get Cheaper and Health Care Doesn’t, Yale

Baumol, William J. (2012) The Cost Disease: W hy

昇を相殺してあまりある供給サイドの効果をもも

動車生産など製造業部門は機械化によって絶えず

落したものといわざるをえない。英語と国際化で

(Storm and Naastep 一〇〇に一〇校以上をランクインさせるなど国際

生産性が上昇するが、医療、教育、芸術といった

国が立ち直るというのは、日本の置かれた低迷状

たらすと期待できるからである

部門は機械化が難しいため、労働集約的で生産性

態の原因を理解していないことからくるお粗末極

的存在感を高める」「日本人留学生を一二万人に

の上昇がほとんどあるいはまったくみられない。
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多摩の社会保障 ⑨

生活保護基準引き下げと
多摩の市町村

元日本福祉大学教授

ます。

低所得者対策として何をすべきか、考察し

影響をもたらします。ここでは、市町村は

護基準の引き下げは、住民生活にも大きな

き下げが実施されます。このような生活保

二〇一八年一〇月から生活保護基準の引

このほか、二〇一五年七月から住宅扶助基

に寄り添うことができる事業もあります。

の仕方によっては様々な問題を抱えた住民

困窮世帯の子どもの学習支援事業等、実施

です。中間的就労等の就労訓練事業、生活

時的なものが多い）や相談等を定めたもの

準の見直し、二〇一五年一一月には冬季加

算の見直しが実施されています。それぞれ

％、平均六・五％程度の引き下げが二〇一

す。二〇一二年の見直しにより、最大一〇

生活保護基準は五年ごとに見直しされま

二〇一七年の見直しは、社会保障審議会

基準額も面積に応じて引き下げられました。

積で生活保護受給者を入居させた際などの

困ビジネス的な共同住宅で、わずかな床面

基準額を引き下げるものです。いわゆる貧

三年八月から三年間かけて実施され、国費

生活保護基準部会で審議され、二〇一七年

生活保護基準の見直し（引き下げ）

（生活保護費国庫負担金）六八〇億円を削

一二月一四日に報告書が取りまとめられま

生活保護基準見直しの検討方法は、五年

減しました。このような引き下げは過去最
二〇一三年一二月には生活保護法一部改

に一回実施される全国消費実態調査のデー

した。
正と生活困窮者自立支援法が成立していま

タを用いて、生活扶助基準の見直しをしま

大のものでした。

す。生活保護法一部改正では、就労による
福祉事務所の調査権限の拡大等の不正受給

の子二人の世帯）を提示していますが、部

引き下げ（一級地の一で夫婦と一八歳未満

自立の促進（就労自立支援給付金の創設等）、 した。この報告書では、最大一三・七％の
対策の強化、後発医薬品の使用促進等の医

な議事録は現時点ではまだ未公開）、また

会委員からも異論があったようで（最終的
生活困窮者自立支援法は、いわば生活保

与党からの意見もあり、結局厚生労働省と

療扶助の適正化等が定められました。
護を受けなくとも済むような様々な援助（一
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しては最大五％に引き下げをとどめること
となりました。
二〇一七年一二月二二日付朝日新聞「生
活保護費、七割の世帯が減額へ、都市部で

生活保護の受給状況
二〇一七年一〇月段階での生活保護受給

な経費を削減するのでしょうか。それで人

で、生活保護を受けている世帯はどのよう

毎年生活扶助の基準額が引き下げとなる中

しは、次のようになっています（表１）。

人員はわずかに減少（一万九四四二人減）

前年同月の保護率は一・六九％でしたので、

七人（人口の一・六八％）となっています。

九〇七世帯、被保護人員は二一二万五三一

全国で見ると、被保護世帯は一六四万二

状況を見ます。

間らしい生活が維持できるのでしょうか、

していますが、世帯数でみると微増（五〇

減額幅大きく」による生活扶助基準額見直

心配は尽きません。毎年生活費を切り詰め

四一世帯増）となっています。最近の傾向
この傾向は今後も続くものと思われます。

ることは実際問題相当に困難であり、将来
我が国の生活保護の捕捉率（生活保護基

高齢者世帯の比率は、五二・九％（単身世

として、単身の高齢世帯が増加しています。

準以下である世帯のうち、どのくらいの世

帯四八・一％、二人以上の世帯四・八％）

に展望は持てません。

帯が現実に保護を受けているか）は２割程

東京都で見ると、被保護世帯は二三万三

となっています。

き下げにより、様々な生活問題を抱えてい

二八二世帯、被保護人員は二九万一七四八

度といわれています。このような基準の引
る低所得世帯はますます生活保護が受けに

より、ますます貧困や格差が広がることが

減免基準等にも大きく影響します。これに

帯増）となっています。最近の傾向として

いますが、世帯数でみると微増（八六八世

人員はわずかに減少（二一七一人減）して

税・社会保険料・保育料をはじめ、様々な

危惧されるのです。

は全国と同様に、単身の高齢世帯が増加し

なっています。

世帯一五・七％、その他世帯一六・七％と

四・七％、障害者世帯一〇・二％、傷病者

％）となっています。このほか、母子世帯

くくなります。また生活扶助などの基準は、 人（人口の二・一二％）となっています。
前年同月の保護率は二・一六％でしたので、 ています。高齢世帯の比率は五二・七％（単
身世帯四八・一％、二人以上の世帯四・六

表：１
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表：２
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多摩各市町村の生活保護の受給状況は前
のページの表２のとおりです。

設措置費、保育所運営費、障害児施設
措置費等）
小児慢性特定疾患児日常生活用具給

付事業

しに伴い他制度に影響するものについて、

二〇一三年度からの生活保護基準の見直

生活保護基準引き下げの影響
養育医療給付事業

「影響が及ばないように対応することを基

きものと考えます。
生活扶助基準の見直しに伴い
他制度に生じる影響について

（二〇一三年二月一九日全国厚生労働関
係部局長会議資料、二〇一三年五月一六日
厚生労働事務次官通知）
（生活扶助の見直しの影響を受ける国の
制度～影響が及ばないよう対応することを

児童入所施設措置費の徴収金

障害児入所支援の措置

養護老人ホームへの入所措置

介護保険の社会福祉法人等による利

用者負担軽減制度
要保護世帯向け不動産担保型生活資
金における一か月の貸付上限額
介護福祉士等修学資金貸付事業等に
おける生活費加算
戦傷病者特別援護法に基づく療養手
当

の段階区分

自立 支 援 医 療 の 負 担 上 限 月 額 等 の 段

階区分

特別支援教育就学奨励費

市町村の判断）

就学 援 助 制 度 に お け る 学 用 品 等 の 支

給（支給対象者の範囲については、各

介護保険料や高額介護サービス費等

政支援

における一部負担金の減免に対する財

国民健康保険・後期高齢者医療制度

国民健康保険や後期高齢者医療制度
の適用除外

国民年金保険料の免除

1951年生まれ。筆者は東大和
市役所を経て、1999年日本福
祉大学赴任。専門分野は社会
保障・社会福祉の行財政、介
護保険制度、地域保健福祉計
画など。社会活動として、社
会福祉法人えいぶる理事長、
阿智村保健福祉審議会委員等
で活動。介護保険制度改革等、
多くの提言を行っています。
現在は、当研究所理事として
活躍中。
19

私立学校等授業料等減免

幼稚園就園奨励費補助

22 21 20

基本的考え方）
保育所の保育料の免除にかかる階層

区分

結核児童療育給付事業

本的考え方」とする国の通知を以下に示し

5

病児・病後保育の利用料免除

ます。一部制度が改正された可能性はある

6

ますが、今回の改正においても参考にすべ

7

児童保護費等負担金等（児童入所施

満（いしかわ みつる）
石川
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3
8

4
9
10
11

12

13

15 14

16

17

1
2

30

受信機器購入等支援事業

民事法律扶助の立替金の償還の免除・

猶予
公 害 等 調 整 委 員 会 に 調 停等 を 申 請 等

する際の手数料の免除
独 立 行 政 法 人 自 動 車 事 故対 策 機 構 に

よる生活資金の貸付
住宅防音工事補助

生 活 保 護 等 世 帯 空 気 調 和機 器 稼 働 費

補助金交付
遅 延 損 害 金 の 免 除 （ 北 方地 域 旧 漁 業

住宅防音事業

者等に対する特別措置法関係）

層の制度拡充をすべきではないでしょうか。

検討されている状況を考慮するならば、一

例えば就学援助制度について、生活保護

基準の一・二～一・三倍程度とする市町村

空気調和機器稼動事業

中国残留邦人等に対する支援給付

が多いですが、これをさらに引き上げる検

討も必要です。沖縄県が行ったような子ど

国立ハンセン病療養所入所者家族生

活援護費

もの貧困調査を実施し、市町村として何が

できるかも検討すべきです。子どもたちへ

ハンセン病療養所被入所者給与金（援

護加算分）

高等学校等修学金事業

災害共済給付の共済掛金の一部免除

も積極的に実施すべきですし、市町村社会

生活困窮者支援法に基づく様々な援助制度

対する援助制度等も拡大してほしいです。

の学習支援や子ども食堂など様々な実践に

大学授業料減免等

福祉協議会とも連携して貧困・格差をなく

（地方単独事業等）

日本放送協会放送受信料の免除

すために、何をすべきか・何ができるか、

ととなります。（例～公営住宅使用料減免

にも地方単独事業に多くの影響が生じるこ

き下げに伴う影響です。実際にはこのほか

も拡充してほしいですし、公営住宅の使用

したが、介護保険料等の市町村独自減免等

貧困な高齢者が増加傾向にあることも見ま

介護保険料もこの四月から改定されます。

検討してほしいと思います。

制度、介護保険制度保険料・利用料軽減制

料（家賃）もこの間減免制度が厳格になり

以上は国が想定している生活保護基準引

度他）

応策を講じるべきです。また貧困格差が拡

他制度から住民が締め出されないような対

生活保護基準の引き下げにより、関連する

直し・拡充が検討されることを期待します。

とは少なくありません。ぜひそのような見

ます。このほかにも市町村としてできるこ

即して減免制度等を拡充してほしいと願い

市町村は二〇一三年のこの通知を参考に、 ましたので、それを公営住宅本来の目的に

大し、子供の貧困対策なども各地で実施や
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全国消費実態調査について
総務省統計局による全国消費実態調査の
説明は次の通りです。
「 全 国 消 費実 態 調 査 は ， 家 計 の 構 造

一月の二か月間。調査対象は全市及び抽出
した町村で、二人以上世帯（約五万一七〇
〇世帯）および単身世帯（約四七〇〇世帯）
です。一定の訓練を受けた調査員が回収、
有効回答率等は公表していません。
この調査では二～三月間にわたり、相当
に詳細な家計簿を作成しなければならない

されています。また，ジニ係数など所得

民間の会社，研究所などでも幅広く利用

て利用されているほか，地方公共団体，

社会保障政策の検討などの基礎資料とし

別などに集計・公表され，介護・年金等

調査結果は，全国及び地域別，世帯属性

資産を五年ごとに調査しています。その

債，耐久消費財，住宅・宅地などの家計

として，家計の収入・支出及び貯蓄・負

の側面から総合的に把握することを目的

かく分類して記入しなければなりません。

酒類、外食（一般外食、学校給食）等と細

油脂・調味料（油脂、調味料）、菓子類、

加工品）、果物（生鮮果物、果物加工品）、

乾物・海草、大豆加工品、他の野菜・海草

乳、乳製品、卵）、野菜・海草（生鮮野菜、

品）、肉類（生鮮肉、加工肉）、乳卵類（牛

介、塩干魚介、魚肉練製品、他の魚介加工

穀類（米、パン、麺類）、魚介類（生鮮魚

その一部を紹介すると、食料関係では、

「細かい記載や給与内容の記入をお願い

を見ます。相当深刻な声が上がっています。

飲料（茶類、コーヒー・ココア、他の飲料）、 査実施状況報告より）から、調査の問題点

調理食品（主食的調理食品、他の調理食品）、

すると、もう協力しないと拒否されてしま

ことが相当な負担感となっています。

の分布を表わす指標についても提供して

国民の消費実態を詳細に把握することがで

う。」

を「所得」，「消費」，「資産」の三つ

います。」

き、これらの関連する企業にとっても極め

平成二六年全国消費実態調査の調査期間

験者は二度とやりたくないと言い、未経験

調査員の確保も問題となっており、「経
「地方公共団体・調査員から提起された

者には荷が重すぎる。」「調査員の間でも、

て重要なデータです。

年九月・一〇月・一一月の三か月間、単身

意見の概要」（平成二六年全国消費実態調

は、二人以上世帯は平成二六（二〇一四）
世帯は平成二六（二〇一四）年一〇月・一

「全国消費実態調査」は受けないほうがい
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調査世帯の確保も困難となっています。
者や単身高齢者世帯等の生活実態が反映し

このように調査可能者が限られ、低所得

す（表３）。

ている数値は、国民生活基礎調査のもので

国際比較として我が国がＯＥＣＤに報告し

検討するのは、問題です。なお、貧困率の

「前回と比較して調査への協力率が大幅に

ていない可能性が高いことから、生活保護

として専業主婦世帯が多いようです。

落ちている。無作為抽出といいながらも、

基準全体を分析するうえで問題です。

いという情報交換がなされているのが現状。」

結果的には引き受けてくれる世帯にお願い

②通年の調査ではない。

（調査員）の心が折れかかったこともあっ

う方、全然話を聞いてくれない方など、私

を聞くなんて常識ないんじゃないか」とい

はもう来ないでほしい」「人の家計のこと

度初め、夏休み等の実態は把握していませ

すから、冬季、特に年末・年始、四月の年

までの三か月間の消費実態を調査するので

月間、二人以上世帯の場合九月から一一月

単身世帯の場合、一〇月と一一月の二か

できます。

報告書であると批判

労働省に都合のいい

した。財務省や厚生

調査」が活用されま

的に「全国消費実態

論するうえで、恣意

このように、生活保護基準のあり方を議

することにならざるを得ない。」「「家に

た。」

ん。したがってこの調査結果をもって年間

このような調査困難さもあり、有効回答

貧困や格差が大き

くクローズアップさ

率等の公表がなされていないと推察します。 の消費実態を明らかにするには無理があり
ます。

れている中で、今年

からの生活保護基準

③低所得者の回答が少ない。
調査回答者の属性が偏っていることと関

このような全国消費実態調査を基に生活

値の二分の一以下の世帯）の数値が国民生

貧困線の把握や相対的貧困率（所得の中央

すといえます。だか

分断や矛盾をもたら

全国消費実態調査で生活保護基準の
あり方は検討すべきではない

保護基準を検討することは、以下の三点で

活基礎調査と比較して小さくなっています。 ら こ そ 、 多 摩 の 市 町

連しますが、低所得者の回答が少ないため、 引 き 下 げ は さ ら な る

問題があります。

特に子ども（のいる世帯の子ども）の貧困

村では住民の生活実

①調査回答者の属性が偏っている。

子どもの貧困実態を見誤ってしまいます。

ほしいのです。

策を 積極的 に講 じて

率について、消費実態調査を基本とすると、 態 に 即 し 、 様 々 な 施

ないうえに、調査拒否が多いようです。さ

このように、貧困者の実態を生活に反映

単身者調査の場合、もともと対象数が少
らに、男性回答が特に少なく、女性が多い

しない消費実態調査を基に生活保護基準を
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と言われています。二人以上世帯も、結果

表：３

首都大学東京

多摩住民自治研究所研究室長

元日本福祉大学教授

学習院大学

成城大学ほか非常勤講師

多摩住民自治研究所事務局

三多摩学童保育連絡協議会会長

多摩住民自治研究所事務局長

獨協大学経済学部教授

多摩住民自治研究所事務局

小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会

ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会メンバー

東京都羽村市市議会議員

首都大学東京大学院生

新年のご挨拶

荒井 文昭
池上 洋通
石川 満
石山 雄貴
神子島 健
鈴木 望
妹尾 浩也
近澤 吉晴
本田 浩邦
松川 遥
水口 和恵
山口 渉
山崎 陽一
山沢 智樹

本年も多摩住民自治研究所と
『緑の風』をどうぞよろしく
お願いいたします。
編集委員一同より

編集委員会での１枚
多摩住民自治研究所

財政研究会のお知らせ

財政研究会・第44回

学習会

12月の活動

2018年3月3日（土）14：00～

・ 3日(日)主権者として今を生きる 開催

場所 ： 多摩住民自治研究所

・ 4日(月)合併自治体検証財政特別講座
打ち合わせ
・ 6日(水)緑の風編集委員会
・ 6日(水)～11日(月)議員の学校
財政分析講座 チラシ発送
・16日(土)第4回理事会
・20日(水)合併自治体検証財政特別講座
チラシ発送
・22日(月)財政分析ステップアップ講座
Excelで学ぶ財政分析講座
チラシ発送
・28日(木)仕事納め

「リーマンショックから10年
―羽村市を例にして」
報告者

花輪 宗命氏
大和田 一紘氏

（三多摩地域市民団体の活動と学びの交流会）
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