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社会保障負担に占める医療分野の分析
１９９６年８月

辻 泰弘

Ⅰ．序文

１９９４年度における国民医療費は２５兆７９０８億円、対国民所得比は６．９２％と

過去最高となった。また、同年度における社会保障給付費は６０兆４６１８億円、対国民

所得比は１１．２％と同じく過去最高を記録している。これらのいずれもが、わが国社会

の高齢化の進行を一つの大きな要因としてもたらされたものであることは、各統計の分析

から明らかである。

今日、わが国は他の先進諸国においては例を見ないほどの急速な人口の高齢化に直面し、

かつ、公的債務残高の対ＧＤＰ比の面ではＥＵ諸国の経済・通貨統合のための財政基準を

満たし得ないほどの厳しい財政状況下に置かれている。

このようなわが国において、活力ある豊かな福祉社会を築くためには、将来における国

民負担の上昇を適度な水準にとどめていくことが必要だと指摘されているものの、同分野

についての研究・分析が十分行われているとはいえないのが現状である。

本来、国民の健康回復・保持のためにこそあるべき医療は、必要に応じて全ての国民が

等しく、他の要因からは何らの制約もなく、質量ともに最適かつ最高の給付を最適時に受

療できることが理想であり、求むべき姿でもある。

しかしながら、わが国医療が国民皆保険制度の下にあり、あらゆる医療給付が最終的に

は国民負担につながるものである以上、国民負担の総量により規定される財政の面からの

制約を受けることは必然、やむを得ぬものであり、その限られた条件の下において国民に

とり最良の結果をもたらす選択肢を導いていくことこそが政策担当者の責務であろう。

このような医療と財政の最適解を求めるための、医療保険、医療給付と財政相互の関わ

りの究明は、今後の医療経済研究において除外すること能わざる、極めて重要な研究対象

領域である。

かかる見地から、本稿は、国民に密接に関わり、かつ今日の政策立案、政策判断上極め

て重要な指標でありながら、一般には十分に解明されていない社会保障負担について、そ

の統計の構成、内訳の明細を明らかにするとともに、社会保障負担の中で医療分野がいか

なる形で構成因子となり、どの程度の割合を占めているのか、についての分析を行うもの

である。
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Ⅱ．社会保障負担の定義

わが国の国民経済計算においては、国の社会保険特別会計（厚生保険、国民年金、労働

保険、船員保険）、共済組合（国家公務員、地方公務員など）、基金（厚生年金基金、農

業者年金基金、消防団員等公務災害補償等共済基金）、健康保険組合などを社会保障基金

と定義づけ、中央政府、地方政府とともに一般政府を構成するものと規定している。この

社会保障基金に対する家計の負担を捉えたものが社会保障負担であり、その対象には雇主

から社会保障基金に直接支払われる分が含まれている。この社会保障負担の総額を当該年

度における国民所得で除して得られる比率が社会保障負担率である。

本稿は、この社会保障負担に占める医療分野についての分析を行うことを一つの目的と

するものであるが、その対象となる医療の範囲は、社会保障給付費や国民医療費において

定義される医療の範囲とは異なるものとならざるを得ない。即ち、ＩＬＯ（国際労働機

関）が国際比較上定めた社会保障の基準に基づく社会保障給付費においては、「医療」、

「年金」、「その他」別分類が行われているが、そのうちの「医療」の対象は、医療保険、

老人保健の医療給付、生活保護の医療扶助、労災保険の医療給付、結核・精神・その他の

公費負担医療、保健所等が行う公衆衛生サービスに係る費用等であり、医療保険の傷病手

当金、出産手当金等は「その他」の対象とされている。（社会保障給付費の分類において、

分娩費が「医療」の対象とされていることは興味深い。）

また、国民医療費においては、医療費の範囲を「傷病の治療費」に限定しており、所得

補償としての傷病手当金、出産手当金や正常な妊娠・分娩等に要する費用は対象とされて

いない。

一方、社会保障負担においては、医療保険制度における医療給付、その他の現金給付、

附加給付、保健施設費等を賄うための保険料負担の全てが対象とされているため、社会保

障給付費や国民医療費における定義による「医療」部分についてのみの社会保障負担を特

定することは、一定の前提をおいた推計による以外は不可能である。

このため、本稿において分析の対象となる「医療」には、社会保障給付費や国民医療費

において対象とされる「医療」とは異なり、医療給付とともに医療保険制度の給付対象で

ある傷病手当金、出産手当金、分娩費、埋葬料など、医療そのものではないものの医療に

密接に関連する部分が含まれることとなる。

その意味においては、本稿のテーマは厳密には、「社会保障負担に占める医療関連分野

の分析」とすべきかも知れない。

なお、本稿において分析の対象としたのは、国民経済計算の確定値が得られている１９

９３年度（平成５年度）である。
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Ⅲ．社会保障負担を構成する医療分野

１．政府管掌健康保険

政府管掌健康保険は、「健康保険組合ノ組合員ニ非ザル被保険者ノ保険」を政府が管掌

することを定めた健康保険法第２４条に基づくものであり、その経理については厚生保険

特別会計法第１～３条により、厚生保険特別会計の健康勘定が所掌することとなっている。

同法第３条は健康勘定の歳入を定めているが、そのうちの健康保険事業経営上の保険料

（同法第７１条により保険者が徴収）、および郵政事業特別会計よりの受入金（同法６９

条の７被保険者が第７９条の５に基づき貼付により納付を義務づけられているところの健

康保険印紙収入分）の両者を合算したものが、健康勘定における保険料収入とされている。

この被保険者負担、事業主負担の合計値にあたる保険料収入額が、社会保障負担の対象

として算入さるべきものであり、１９９３年度における同額は『平成５年度決算』１）から

得られる５兆４２１８億円である。同額は全てが医療分野に相当するものである。（『国

民経済計算年報』における数値は５兆４２２７億円）

２．組合管掌健康保険

健康保険組合は、事業主、その事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者によっ

て組織される法人であり、健康保険法第２５条により、その組合員たる被保険者の保険を

管掌することが定められている。

同保険の保険料収入は、保険料、特別保険料、調整保険料の三者から成り立っているが、

このうちの保険料は健康保険法第７１条の規定により、保険者による徴収が義務づけられ

ており、各々の健康保険組合ごとに決められる料率と負担割合に基づく事業主負担、被保

険者負担両者の合計を指すものである。また、特別保険料は、健康保険法附則第５条に基

づき、健康保険組合が健康保険事業に要する費用に充当するため、被保険者の賞与等に対

し、千分の１０の範囲内において徴収することが認められているものである。さらに、調

整保険料は、健康保険法附則第８条に基づくもので、健康保険組合連合会が、健康保険組

合の医療に関する給付、および老人保健拠出金、日雇拠出金、退職者給付拠出金に要する

費用の財源の不均衡を調整するため、会員たる健康保健組合に交付金を交付することを定

められている、いわゆる財政調整事業のため健康保険組合に課せられる拠出金に充てるべ

く徴収されており、各被保険者の標準報酬月額に乗ずるべき調整保険料率は政令により定

められることとなっている。この調整保険料は、同法附則第８条７により同法７８条の規

定が準用され、事業主による同保険料分の源泉控除が認められている。

この調整保険料については、政府の統計作成上に大きな問題点がある。即ち、経済企画

庁による『国民経済計算年報』の「社会保障負担の明細表」２）において、決算値として示

されている組合管掌健康保険における社会保障負担の数値は、第１表に見る通り、『健康

保険組合事業年報』から得られる保険料と特別保険料の合計値に合致しており、調整保険

料分が全く算入の対象とされていないことが明瞭である。
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このことは他の資料からも裏づけられる。即ち、『社会保障費と国民経済計算』３）にお

いては、経済企画庁の国民所得部国民支出課長（当時）の論文「国民経済計算（ＳＮＡ）

における社会保障費の社会保障研究所推計値との比較」が収載されているが、その中には

「調整保険料の不計上」と題する一節があり、「社会保障負担では、社会保障拠出と異な

り、組合管掌健康保険の調整保険料収入を計上していない。調整保険料は健康保険組合間

の財政調整に用いられ、いずれかの健康保険組合による保険給付の財源になる。したがっ

て、本来は社会保障負担に含めるべきものであるが、資料の制約によりその額が捉えられ

ないため計上されていない」と明記されているのである。

以上のことから明らかなように、政府の社会保障負担の統計においては、本来算入さる

べき、かつ『健康保険組合事業年報』の中に数値が明記され、捉えられ得る調整保険料分

が欠落しているのである。調整保険料収入の推移は第１表に示す通りであり、各年度にお

ける政府公表の社会保障負担は同額分だけ本来より過少なものとなっていることになる。

調整保険料収入額は国民所得に比べればかなり小さいため、対国民所得比の数値で、一般

に小数点以下第１位で示されている社会保障負担率には影響を及ぼす程大きなものではな

いが、厳密さが求められるべき政府の公式な統計である以上、早急に改定さるべき性格の

ものであろう。

以上の三者につき、『健康保険組合事業年報』 ４）から得られる１９９３年度の保険料収

入額は、保険料５兆３１０億円、特別保険料８８億円、調整保険料７６３億円であり、そ

の総額５兆１１６１億円（調整保険料分を除外した場合５兆３９８億円）が社会保障負担

の対象となるべきものであり、かつ同額が医療分野相当分である。（『国民経済計算年

報』における数値は５兆３９８億円）

３．国民健康保険

国民健康保険は、国民健康保険法第５条、６条に基づき、健康保険法、船員保険法の規

定による被保険者・被扶養者、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立

学校教職員共済組合法の規定による組合員・被扶養者、生活保護世帯構成員、国民健康保

険組合の被保険者、その他厚生省令で定めるもの以外の全ての者を被保険者とし、保険者

たる市町村および特別区が疾病、負傷、出産、死亡に関する保険給付を行うものである。

国民健康保険の保険料については、国民健康保険法第７６条に基づき、保険者が「保険

料」もしくは「国民健康保険税」の形で徴収することとなっており、保険者により定めら

れる保険料（税）額は、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額等を組み合わせる

形で算出されている。

『国民健康保険事業年報』 ５）から得られる１９９３年度における保険料（税）額２兆９

４５６億円が社会保障負担の対象であり、かつ医療分野相当分である。（『国民経済計算

年報』における数値は２兆９４５６億円）
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４．船員保険

船員保険は、船員法第１条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を被保険者

とし、その疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職務上の事由に因る障害などに対して保険給

付を行うもので、同法第２条により政府が管掌することとされ、その経理は船員保険特別

会計が所掌している。歳入のうちの大宗は、船員保険法第５９条に基づく保険料収入が占

めている。同保険は疾病、年金、失業、その他の４部門に大別されるが、『事業年報』６）

から得られる１９９３年度における保険料収入額は９９１億円、そのうちの疾病分は６５

４億円である。前者が船員保険において社会保障負担の対象となる総額であり、後者がそ

のうちの医療分野相当分である。（『国民経済計算年報』における数値は６５４億円）

５．国家公務員共済組合

同共済組合は、国家公務員等共済組合法第５１条に基づき、常時勤務に服することを要

する国家公務員たる組合員、およびその被扶養者についての短期給付（療養の給付、家族

療養費、高額療養費、出産費、配偶者出産費、育児手当金、埋葬料、家族埋葬料、傷病手

当金、出産手当金、休業手当金、弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金）を行うものである。

老人保健拠出金、退職者給付拠出金の納付に要する費用を含む短期給付に要する費用に

ついては、１／２が組合員から徴収される掛金によって、また、残余の１／２が国の負担

金によって賄われている。被保険者負担分の保険料率に相当する標準報酬月額と掛金との

割合は、組合の定款において定められており、掛金は組合員の給与から控除されている。

『国家公務員等共済組合事業統計年報』 ７）から得られる１９９３年度における掛金収入

額は１８４８億円、負担金収入額は１７７７億円であり、両者の計３６２５億円が社会保

障負担の対象であり、かつ医療分野相当分である。（『国民経済計算年報』における数値

は３６２５億円）

６．地方公務員共済組合

同共済組合は、地方公務員等共済組合法第５３条に基づき、常時勤務に服することを要

する地方公務員たる組合員、およびその被扶養者について、国家公務員共済組合の場合と

同様の短期給付を行うものである。

短期給付に要する費用は、１／２が組合員から徴収する掛金によって、また、残余の１

／２が地方公共団体または職員団体の負担金によって賄われている。掛金は組合員の給料

を標準として算定されており、被保険者負担分の保険料率に相当する給料と掛金との割合

は組合の定款において定められている。組合員の給与支給機関は、毎月、給料その他の給

与から掛金相当額を控除し、それを組合員に代わって組合に払込むこととなっている。

『地方公務員共済組合等事業年報』 ８）から得られる１９９３年度における掛金収入額は

５２９１億円（うち地方公務員等共済組合法第１４４条の２に基づく任意継続掛金は２１

２億円）、負担金収入額は５０８９億円であり、両者の計１兆３８０億円が社会保障負担

の対象であり、かつ医療分野相当分である。（『国民経済計算年報』における数値は１兆

３８２億円）
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７．旧公共企業体職員共済組合

同共済組合は、国家公務員等共済組合法第２条に基づく適用法人（日本たばこ産業株式

会社、日本電信電話株式会社、旅客鉄道会社等）に常時勤務する者、およびその被扶養者

について、国家公務員共済組合の場合と同様の短期給付を行うものである。費用負担の基

本原則、掛金・負担金の規定など短期給付に要する費用負担の制度も国家公務員共済組合

の場合と同様である。

『国家公務員等共済組合事業統計年報』 ９）から得られる１９９３年度における掛金収入

額は９８０億円（日本電信電話共済組合５４２億円、日本鉄道共済組合３９２億円、日本

たばこ産業共済組合４７億円）、負担金収入額は９５０億円（日本電信電話共済組合５１

５億円、日本鉄道共済組合３９０億円、日本たばこ産業共済組合４６億円）であり、両者

の計１９３０億円が社会保障負担の対象であり、かつ医療分野相当分である。（『国民経

済計算年報』における数値は１９３０億円）

なお、第１３６国会において成立した厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、

被用者年金制度再編成の一環として、日本たばこ産業共済組合、日本鉄道共済組合、日本

電信電話共済組合の長期給付事業は１９９７年４月１日より厚生年金保険に統合されるこ

ととなっている。

本来、適用法人の共済組合については、ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴといった形で民営化された

時点で厚生年金保険制度、健康保険制度が適用されるべきものであったが、年金問題の解

決に時間を要したため、それまでの間、共済組合制度が適用されていたものである。

上記の法改正により、短期給付部門についても本来の姿である健康保険制度の適用とす

べく、１９９７年４月１日をもって適用法人の事業主は健康保険組合を設立し、併せて旧

共済組合の短期給付部門に係る権利義務を承継することとなり、法律の名称も「国家公務

員共済組合法」に改められることとなった。

これらの改正により、わが国の社会保障負担統計の分類は、「公共企業体職員共済組

合」の項目が消失し、長期給付部門が厚生保険特別会計の年金勘定の項目に、短期給付部

門が組合管掌健康保険の項目にそれぞれ計上されることとなろう。

８．私立学校教職員共済組合

同共済組合は、私立学校教職員共済組合法第１４条に基づき、学校法人等に使用され、

給与を受ける教職員等を組合員とするもので、組合員およびその被扶養者の病気、負傷、

出産、死亡、休業、若しくは災害に関する短期給付を行うものである。その業務に要する

費用に充てるため、組合は、組合員および組合員を使用する学校法人等の両者の折半負担

原則による掛金を徴収することとなっている。掛金算定のための標準給与の月額と掛金と

の割合は定款で定められ、組合員の負担分は給与支給時に控除することが認められている。

『私学共済統計要覧』 １０）から得られる１９９３年度における掛金収入額１４２７億円が

社会保障負担の対象であり、かつ医療分野相当分である。（『国民経済計算年報』におけ

る数値は１４２７億円）
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以上の１～８の合計値たる１５兆２８５１億円（組合管掌健康保険の調整保険料分を除

外した場合１５兆２０８８億円）が１９９３年度における医療分野の社会保障負担額であ

る。（第２表参照）

なお、労働者災害補償保険による医療給付（療養補償給付、傷病補償年金の受給者に係

る療養補償給付）は、医療そのものに該当する部分であり、現に社会保障給付費の分類に

おける「医療」、および国民医療費の対象とされており、本来その給付に対応する保険料

相当分は本稿で求めるところの医療分野の社会保障負担額に計上すべきものであるが、労

働保険特別会計の労災勘定における保険料収入は、年金等給付、休業補償給付、障害補償

一時金などの保険給付全体に充てられており、医療（関連）分野のみの特定を行うことが

できないため、本稿における分類上では、労働者災害補償保険の保険料収入の全額は、後

述する「その他の分野」の社会保障負担に計上することとしている。

Ⅳ．社会保障負担を構成する医療以外の分野

社会保障負担を構成する医療以外の分野は、年金分野とその他の分野とに分けられる。

＜年金分野＞

１．厚生年金保険

厚生年金保険の保険料収入は、厚生保険特別会計の年金勘定の歳入の一つとして位置づ

けられている。現在の保険料率は、一般被保険者、第４種被保険者が千分の１７３．５、

坑内員・船員が千分の１９１．５である。

『平成５年度決算』 １１）から得られる１９９３年度における保険料収入額（収納済歳入

額）は１５兆３４７６億円であり、同額が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算

年報』における数値は１５兆３４７６億円）

２．国民年金

国民年金の第１号被保険者による保険料収入は、国民年金特別会計の国民年金勘定の歳

入の一つとして位置づけられている。現在の保険料月額は１万２３００円、「平成６年財

政再計算結果」において予測されている２０１５年度以降の最終保険料月額は１９９４年

度価格で２万１７００円である。

『平成５年度決算』 １２）から得られる１９９３年度における保険料収入額（収納済歳入

額）は１兆６４６６億円であり、同額が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年

報』における数値は１兆６２８２億円）

３．船員保険

船員保険の職務外年金部門は１９８６年４月以降、厚生年金保険に統合されており、船

員保険において年金分野に該当するのは職務上年金分である。『事業年報』１３）から得られ

る１９９３年度における同部分の保険料収入額は１７１億円であり、同額が社会保障負担

の対象である。（『国民経済計算年報』における数値は１７１億円）
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４．国家公務員共済組合

国家公務員等共済組合法第７２条に基づく長期給付は、退職共済年金、障害共済年金、

障害一時金、遺族共済年金の４種類であり、費用は組合員からの掛金と国の負担金の折半

負担により賄われているが、かつての恩給制度を引き継いだことに伴う国庫負担分が負担

金収入額に計上されることとなるため、両者の額には大きな開きがある。

『国家公務員等共済組合事業統計年報』 １４）から得られる１９９３年度における掛金収入

額３７３２億円、負担金収入額１兆７３４億円の計１兆４４６６億円が社会保障負担の対

象である。（『国民経済計算年報』における数値は１兆４４６６億円）

５．地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法第７４条に基づく長期給付は、前記の国家公務員共済組合の場

合とほぼ同様であり、『地方公務員共済組合等事業年報』１５）から得られる１９９３年度に

おける掛金収入額１兆１１９８億円、負担金収入額２兆８９９６億円の計４兆１９４億円

が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』における数値は４兆１９４億円）

６．旧公共企業体職員共済組合

長期給付については、既述の短期給付の場合と同様であり、『国家公務員等共済組合事

業統計年報』 １６）から得られる１９９３年度における日本鉄道共済組合の負担金収入額４７

０６億円、掛金収入額８４０億円、日本電信電話共済組合の負担金収入額２１２８億円、

掛金収入額８８０億円、日本たばこ産業共済組合の負担金収入額４１２億円、掛金収入額

１００億円の総計９０６５億円が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』に

おける数値は９０６５億円）

７．その他の共済組合

本項目に該当するのは、農林漁業団体職員共済組合法第１９条に基づく組合の給付、私

立学校教職員共済組合法第２０条に基づく長期給付、地方公務員等共済組合法第１５８条

に基づく地方議会議員共済会の共済給付である。

１９９３年度については、『農林年金事業統計年報』１７）から得られる掛金収入額２６２

４億円、『私学共済統計要覧』 １８）から得られる掛金収入額１７０３億円、『地方公務員共

済組合等事業年報』１９）から得られる負担金収入額２０５億円、掛金収入額２３２億円の総

計４７６４億円が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』における数値は４

７６４億円）

８．年金基金

本項目に該当するのは、厚生年金基金、国民年金基金、農業者年金基金、石炭鉱業年金

基金の４者であるべきであるが、国民経済計算においては国民年金基金の掛金収入分の計

上が行われていない。このことは、経済企画庁の担当者からの返答により明らかであるが、

このことは後に見るように数値の面からも裏づけられる。この点、経済企画庁が『国民経

済計算年報』の中で、社会保障負担を社会保障基金に対する家計の負担と定義し、かつ社

会保障基金には国民年金基金が該当すると明記しているにもかかわらず２０）、同基金の掛金
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収入分が対象とされていないのは合理性を欠くものであり、早急な見直しが求められよう。

厚生年金基金の掛金率は、各基金がその免除料率を下回らぬよう設定するもので、現行

の免除料率は千分の３２から千分の３８までの７段階のいずれかとなっている。国民年金

基金は、自営業者等に対する公的所得保障の向上と厚生年金加入者との公平をはかるべく

１９９１年度から発足したものであり、掛金の額は各基金の規約によって定められている。

農業者年金基金は、国民年金の第１号被保険者である０．５ｈａ以上の農業経営者を対象

とするものであり、保険料の額は同基金法第６５条に基づき政令で定めることとなってい

る。石炭鉱業年金基金は、炭鉱労働者のための積立方式による上乗せ年金制度であり、掛

金は同基金法施行令第１４条に基づき、前年の出炭量に定款で定める額を乗じた額で、全

額事業主負担とされている。

１９９３年度においては、厚生年金基金の掛金収入額２兆９８００億円（『厚生年金基

金事業年報』 ２１））、国民年金基金の掛金収入額１２７０億円（同基金調べ）、農業者年金

基金の保険料収入額６９９億円（同基金調べ）、石炭鉱業年金基金の掛金収入額４億円

（同基金調べ）の計３兆１７７３億円（国民年金基金分を除外した場合３兆５０３億円）

が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』における数値は３兆５０３億円）

以上の１～８の合計値たる２７兆３７５億円（国民年金基金の掛金収入分を除外した場

合２６兆９１０５億円）が１９９３年度における年金分野の社会保障負担額である。

＜その他の分野＞

１．労働者災害補償保険

労働者災害補償保険事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行われ

ている。保険料率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第１２条に基づき、事業の

分類ごとに労働大臣により定められており、全額事業主負担となっている。労災保険料は

雇用保険料とともに労働保険料としてまとめて納められ、徴収勘定の歳入とされた後に労

災勘定に繰入れられている。

１９９３年度における保険料収入額は、『労働者災害補償保険事業年報』２２）から得られ

る１兆６５１６億円であり、同額が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』

における数値は１兆６４４０億円）

２．雇用保険

雇用保険事業に関する経理は、労働保険特別会計の雇用勘定において行われている。保

険料率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に基づき千分の１１．５となって

おり、そのうちの千分の４を被保険者が、千分の７．５を事業主が負担するのが原則であ

る。経済企画庁による国民経済計算においては、雇用保険制度自体の消費となるとの見地

から、雇用安定三事業分の保険料（料率千分の３．５、全額事業主負担）分は社会保障負

担の対象とされていない。雇用保険料は労災の場合と同じく徴収勘定から当該相当分が雇

用勘定に繰入れられている。
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１９９３年度における保険料収入額は『雇用保険事業年報』２３）から得られる１兆７６３

３億円（日雇分を含む）に８／１１．５を乗じた１兆２２６６億円であり、同額が社会保

障負担の対象である。（『国民経済計算年報』における数値は１兆２２６６億円）

３．船員保険

船員保険においては、医療、年金以外に失業、その他の分類があり、『事業年報』 ２４）か

ら得られる１９９３年度における保険料収入額は、失業分９２億円、その他７５億円であ

り、それらの計１６７億円が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』におけ

る数値は１６７億円）

４．児童手当

児童手当に要する費用負担については、児童手当法第１８条において、被用者に対する

支給費用の１０分の７を一般事業主からの拠出金によって充当する等の定めがあり、拠出

金率は同法第２１条により毎年度厚生大臣告示により決められることとなっている。

『児童手当事業年報』 ２５）から得られる１９９３年度における拠出金額は１３３３億円、

公務員支給分は２４４億円であり、それらの計１５７７億円が社会保障負担の対象である。

（『国民経済計算年報』における数値は１５６１億円）

５．災害補償基金

災害補償基金を構成するのは、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共

済基金の二つである。地方公務員災害補償法に基づく同基金は、地方公務員の公務上の災

害、通勤による災害を受けた職員、およびその遺族に対して、その損害を補償するため設

置されたものであり、同法第４９条において地方公共団体の負担を定めている。また、消

防団員等公務災害補償等共済基金は、公務上の災害を受けた非常勤の消防団員や水防団員

の社会復帰の促進、ならびに被災団員とその遺族の援護を目的とするものであり、基金は

市町村等から毎年度政令で定められた額の掛金の支払いを受けている。

両基金それぞれの調べによれば、１９９３年度における地方公務員災害補償基金の負担

金収入額は、普通補償経理分２４２億円、特別補償経理分１７億円の計２５９億円、また、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛金収入額は１７３億円であり、それらの計４３２

億円が社会保障負担の対象である。（『国民経済計算年報』における数値は４３２億円）

以上の１～５の合計値たる３兆９５７億円が１９９３年度におけるその他の分野の社会

保障負担額である。

以上の医療、年金、その他の分野の総計４５兆４１８３億円が、１９９３年度における

社会保障負担額である。なお、組合管掌健康保険における調整保険料収入分、国民年金基

金の掛金収入分を除いた場合の数値は４５兆２１５０億円である。（『国民経済計算年

報』における数値は４５兆１８８６億円）また、１９９３年度における国民所得は３７２

兆７５００億円であり、上記数値をそれぞれ同額で除した値、前者１２．２％、後者１２．

１％が社会保障負担率である。（『国民経済計算年報』における数値は１２．１％）
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Ⅴ．租税負担の定義と現状

わが国の租税負担統計のとり方には、大蔵省による租税収入ベースと経済企画庁による

国民経済計算ベースの二つがある。

租税収入ベースは、所得税・法人税・消費税など一般会計に帰属する国税、地方道路税

・自動車重量税（譲与分）など特別会計に帰属する国税、および住民税・固定資産税など

計画外税収（法定外普通税、超過課税分）を含む地方税の三者の収入額をもって租税負担

額とするものである。

国民経済計算ベースは、労働の提供や財産の貸与、資本利得など様々な源泉からの所得

に対して、公的機関によって定期的に課せられる租税、および消費主体としての家計が保

有する資産に課せられる租税たる直接税と、財貨・サービスの生産、販売、購入または使

用に関して生産者に課せられ、税法上損金算入が認められ、その負担が最終購入者へ転嫁

される間接税とをもって租税負担額とするものである。

この二つを対比すると、国民経済計算ベースでは、日本中央競馬会納付金など公的企業

の利益の一部が間接税に、日本銀行の資産の運用状況等に応じて徴収される日本銀行納付

金が直接税に含まれている。また、運転免許証交付手数料、旅券手数料などは、それらの

半分が家計負担分とみなされ強制的手数料に、残余の半分が産業などの生産主体負担分と

みなされ間接税に算入されている。これらはいずれも租税収入ベースでの租税負担には算

入されない。逆に、租税収入ベースでは租税として当然に計上されている相続税、贈与税

については、国民経済計算上の所得移転を伴うものではないとの見地から、国民経済計算

ベースでは租税負担に含めない。これら諸点が二つの手法の主な差異である。

１９９３年度における租税収入ベースでの租税負担額は、国の一般会計分５４兆１２６

２億円、特別会計分２兆９８８０億円、地方税分３３兆５９１３億円の計９０兆７０５５

億円であり、国民経済計算ベースでの租税負担額は、９１兆３２２７億円である。それら

を国民所得で除して得られる比率、前者２４．３％、後者２４．５％が租税負担率である。

なお、上記の租税収入ベースにおける租税負担収入は、国・地方の歳出に充当されてい

るが、国の一般会計について見れば、社会保障関係費の中の国保に対する療養給付費等負

担金（１９９３年度決算額１兆９０２８億円）、老人保健に対する老人医療給付費負担金

（同１兆４６５４億円）、社会保険国庫負担金のうちの政管健保に対する健康保険国庫補

助（同７６５４億円）、生活保護における医療扶助費（１９９３年度事業費額７７３０億

円）、船員保険の疾病部門に対する国庫補助（同年度決算額３０億円）、公費負担医療に

おける結核医療費（同２７４億円）・精神保健費（同４０６億円）、防衛関係費の中の医

療費（同１２６億円）などの歳出については、個別の歳出が税収、税外収入、公債金収入

（１９９３年度においては特例公債は発行されていない）のいずれによっているかの特定

が不可能なため全てということはできないものの、同歳出相当分租税負担収入額の大宗が

医療給付関係のために使われていることになる。

以上の結果より得られる１９９３年度の社会保障負担、租税負担は第３表の通りである。
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Ⅵ．結び

厚生省は、政府管掌健康保険の財政収支に関して、同保険の毎年度の単年度収支を赤字

にしないためには、２０００年度における保険料率を千分の９６～１０２（現行千分の８

２）まで引き上げなければならないとの試算を示している。

また、１９９４年の年金の財政再計算においては、収支差引残が赤字にならないように

するためには、厚生年金の２０２５年度における最終保険料率を２９．８％（現行１７．

３５％）まで引き上げなければならないとの見通しを明らかにしている。

さらに、厚生省は介護保険を導入しようとするにあたり、同保険に要する将来の費用負

担について、２００１年度に４兆円強、２０１０年度に７兆円程度の総費用が必要になる

と推計している。（「社会的入院」の減少要因を加味しても結果としての負担増は避けら

れまい。）

それらに代表される医療・年金・福祉の各分野における財政需要の増大は、いずれも社

会保障負担、あるいは租税負担の上昇につながる要因であり、その他の分野における諸要

因とも相俟つことにより、医療・年金・福祉の各分野における制度の抜本的見直しを前提

としてもなおかつ、相当程度の国民負担の上昇を招くことが不可避であるが、それは豊か

な福祉社会実現のため基本的には受け入れていかねばなるまい。とはいえ、そのように今

後何らかの形でより大きな国民負担を求めていかざるを得ない以上、国民がそれらの負担

を納得し、快く受け入れていけるような体制づくりが急務である。

未加入者が１９０万人、保険料滞納者が２２０万人といわれる国民年金、保険料滞納者

が１３０万人に達する国民健康保険、今日なお様々な形で温存されている制度・徴収両面

における不公正な税制。これら国民の不信に価する負担制度の実態に抜本的なメスを入れ

ることなくして、国民により大きな負担の増大を求めていくことは許されない。

現在、政府は住民基本台帳をベースとした納税者番号制度の導入に向けて検討を進めて

いるが、同制度の有効・適正な活用により、租税のみならず社会保険料についても適正か

つ公正な徴収が確保され、公的負担に対する国民の理解と合意が一刻も早く醸成されるこ

とを祈念してやまない。

公正な国民負担の徴収。それこそが豊かな福祉社会を築くための大前提である。

キーワード：社会保障負担、社会保障基金、社会保障給付費、国民医療費、国民経済計算、

租税負担、国民負担、保険料、掛金、負担金
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第１表 組合管掌健康保険における社会保障負担額と各保険料収入額の推移

国民経済計算年報上の 保険料収入額＋ 調整保険料

組合健保・社会保障負担額 特別保険料収入額 収入額

１９８４年度 ２兆９０４５億円 ２兆９０４５億円 ４４６億円

１９８５年度 ３兆１２６４億円 ３兆１２６４億円 ４７９億円

１９８６年度 ３兆２９３５億円 ３兆２９３５億円 ５０３億円

１９８７年度 ３兆４３７３億円 ３兆４３７２億円 ５３４億円

１９８８年度 ３兆６４２３億円 ３兆６４２３億円 ５６３億円

１９８９年度 ３兆９２４９億円 ３兆９２４９億円 ６０５億円

１９９０年度 ４兆２５２５億円 ４兆２５２５億円 ６５１億円

１９９１年度 ４兆５８１７億円 ４兆５８１７億円 ６９８億円

１９９２年度 ４兆８５９８億円 ４兆８５９７億円 ７３９億円

１９９３年度 ５兆 ３９８億円 ５兆 ３９７億円 ７６３億円
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第２表 １９９３年度における医療分野の社会保障負担額内訳

社会保障負担額

政府管掌健康保険 ５兆４２１８億円

組合管掌健康保険 ５兆１１６１億円

国民健康保険 ２兆９４５６億円

船 員 保 険 ６５４億円

国家公務員共済組合 ３６２５億円

地方公務員共済組合 １兆 ３８０億円

旧公共企業体職員共済組合 １９３０億円

私立学校教職員共済組合 １４２７億円

医療分野の合計 １５兆２８５１億円
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第３表 １９９３年度における社会保障負担、国民負担とそれらに占める医療分野の割合

健保の調整保険料分 国民経済計算

本稿結果の数値 国民年金基金掛金分 年報における

除外の場合の数値 数値

社会保障負担額 45兆4183億円 45兆2150億円 45兆1886億円

(12.2%) (12.1%) (12.1%)

医療分野 15兆2851億円 15兆2088億円 －

(4.1%) (4.1%)

年金分野 27兆 375億円 26兆9105億円 －

(7.3%) (7.2%)

その他の分野 3兆 957億円 3兆 957億円 －

(0.8%) (0.8%)

社会保障負担に占める

医療分野の割合 33.7% 33.6% －

租税負担額

租税収入ベース 90兆7055億円 90兆7055億円 －

(24.3%) (24.3%)

国民経済計算ベース 91兆3227億円 91兆3227億円 91兆3227億円

(24.5%) (24.5%) (24.5%)

国民負担額

租税収入ベース 136兆1238億円 135兆9205億円 －

(36.5%) (36.5%)

国民経済計算ベース 136兆7410億円 136兆5377億円 136兆5113億円

(36.7%) (36.6%) (36.6%)

国民負担に占める医療

分野社会保障負担割合

租税収入ベース 11.2% 11.2% －

国民経済計算ベース 11.2% 11.1% －
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備考 ① 国民負担は社会保障負担と租税負担の和である。

② １９９３年度における国民所得は３７２兆７５００億円である。

③ （ ）内は対国民所得比の数値である。
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「社会保障負担に占める医療分野の分析」要旨

わが国の国民経済計算において、中央政府、地方政府とともに一般政府を構成する社会

保障基金は、国の社会保険特別会計、国家公務員などの共済組合、厚生年金基金などの基

金、組合健保、国保、児童手当の６部門から成り立っているが、この社会保障基金に対す

る家計の負担金が社会保障負担である。

その対国民所得比であるわが国の社会保障負担率は、１９５５年度に２．７％にすぎな

かったが、急速な高齢化の進展による社会保障給付の増大等に伴い、１９８２年度に二桁

台に乗り、以後も上昇の一途を辿っている。

今後ますます本格化する高齢化社会を活力あるものとするためには、社会保障負担、国

民負担の上昇を適度にとどめるべきとの指摘がなされるものの、その分野における研究・

分析は必ずしも十分なものとはいえない。

本稿は、国民生活に密接に関わる重要指標でありながら、その実態が一般に開示されて

こなかった社会保障負担統計の明細を明らかにするとともに、社会保障負担に占める医療

分野についての分析を行うものである。


