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⽇本の社会保障は「中福祉・低負担」であり、その差を財政⾚字が埋めている。これに
対して専⾨家は負担を中レベルに引き上げるべきだと考えている。⼀⽅で、多くの国⺠
は福祉⽔準の⽅を⾼レベルに引き上げてほしいと願っている。
そして政治は票を意識して国⺠意識に寄り添おうとするから、認識ギャップは放置さ
れ、財政⾚字だけが拡⼤していくことになる。この放置された巨⼤な認識ギャップこそ
が社会保障問題の解決を難しくしている最⼤の原因だ。
このギャップを少しでも⼩さくしていくためには、まずは政治が短期的な⼈気取りでは
なく、⻑期的な国⺠福祉の安定を考えた議論を展開すべきだ。国⺠の側も次のような点
で社会保障への理解（社会保障リテラシー）を⾼めていくことが必要だ。
第1は、社会保障の給付と負担は⼀体だという認識を持つことだ。これは当然のようにみ
えて結構難しい。例えば消費税率を引き上げようとすると「それにより社会保障がどう
改善されるのかを⽰すべきだ」という意⾒が出る。しかし、現在の低すぎる負担レベル
を正そうと消費税率を引き上げるのだから、税率を上げても社会保障のレベルが⾼まる
わけではない。
第2は、適切な期待を持つことだ。例えば年⾦について「百歳までも安⼼して暮らしてい
ける年⾦⽔準にすべきだ」というのは過度な期待である。年⾦制度があっても⾃ら⽼後
に備えるのは当然だ。⼀⽅、若者たちの中には「⾃分たちが⽼⼈になる頃には年⾦はも
らえない（⽂字通り受け取る年⾦がゼロ）」と悲観する向きも多いが、これはあまりに
も期待レベルが低い。現⾏の年⾦制度は⻑⽣きリスクに備えて⾃⼰努⼒を補う有⼒な⼿
段となっている。
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おすすめ情報

第3は、⾃分⾃⾝がどんな形で負担しているかを知ることだ。近年、消費税率の引き上げ
が遅々として進まなかったこともあって、社会保険料の引き上げが続いてきた。このた
め勤労者と企業が相対的に重い負担をすることになってしまっている。これは、勤労者
が負担する社会保険料は給料から天引きされているため、本⼈も負担の⾼まりを認識し
ていないからだ。
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