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第５２回 高畠ＯＢ・ＯＧ会読書会  

井手英策著 『日本財政 転換の指針』（岩波新書） 

平成２６年７月２６日   報告 廣瀬 知衛 

 

第 1章 財政の理念を考える 「ユニバ―サリズム」とは何か 

どうすれば人々は幸せに、そして善く生きることができるか、の問いが財政論議から消えた。他方、財政

破綻や国債暴落という言葉に脅え、ムダを無くし、節約を行うことが社会の共通の善と考えるようになった。 

だが、財政赤字は支出より、むしろ、税収が問題なのだ。景気対策から所得税の累進性が弱められ、国際

競争力の強化から法人税率が引き下げられて、税収が急減した。さらに、景気回復局面で税収が伸びない租

税構造になり、課税を通じた所得格差の是正効果も乏しい税制となってしまった。 

 この流れが変化したのは、１２年に成立した消費税法案である。しかし、これで財政収支は黒字化しない。

次の増税がどのタイミングで行われるのか、さらなる増税が可能なのか、先行きは明るくない。そこで、ど

うして増税が困難なのか、増税を可能にする条件は何かを問うてみる。 

国家は財政の面で捉えれば「財政高権」（徴税権）と「通貨高権」（通貨発行権）を独占する、人間共同体

だ。近代国家では、通貨発行権は政策決定を少数者支配で行う中央銀行が担い、他方、民主主義の裁きを受

ける政府が徴税権を担う。だが、その裁きの場で、人々が政府に「不服従」を表明しているので、増税が難

しくなっている。 

財政の役割のひとつとして、低所得者への配慮、所得再配分があげられる。納税は「社会の連帯」を基礎

としており、納税者が他者のための負担を受け入れるかは、その社会の寛容さによるのであって、政治的に

多数を占める中間層が、低所得層に対して連帯意識を持つかどうかに関わっている。 

日本は租税負担率が先進国で最低水準なので、行政サービスの絶対的不足が生じがちである。教育や医療、

社会的保護といった支出は人々に共通する人間のニ―ズだ。このニーズを政府が保障しない時、人々は市場

から、自分でそれを購入する。通税感は受益と負担のバランスで決まるので、実質負担率が同じであっても、

人間のニーズが満たされないので、税の負担感が強まる。結果、日本での通税感は先進国平均より高いのだ。 

 現在の日本での政府への信頼度は低く、官僚、政治家、政府に対する信頼は格段に低い。ニーズを満たさ

れない人々が抵抗を強め、政府への抵抗が増税、財源の確保を難しくし、ますます人々のニーズを満たせな

くするということが相互に作用する。そして、この不幸の連鎖の中で、ムダ削減、財政健全化の叫び声が虚

しくこだましている。ムダをなくすことで、財政赤字がなくなるのではない。人間の必要を考えず、ムダを

なくすことに必死な政治が赤字を大きくするのである。 

 次に、社会的連帯の現状を見てみよう。パットナムのソ―シャル・キャピタル理論によれば、ソ―シャル・

キャピタル即ち、信頼、規範、ネットワ－クが厚みに富む社会は経済が成長し、民主主義が活性化され、福

祉が充実すると言う。ところが、今日「生活保護は人間の勤労意欲を削ぎ、怠惰な生活を助長する。」「医療

費を下げれば高齢者は健康でも病院通いする。」「公務員は収入と雇用が安定しているのに働かない。」「政府

は非効率なので増税してもムダ遣いする。」等と他者を信頼しない、不信感の言葉を耳にする。他者に対す

る信頼のない社会では人々が連帯する事は不可能なのだ。 

 政府への不服従、社会的連帯の欠如（脱税のアメリカ、海外に資産を逃がす中国、韓国ほどじゃないので

は）を結びつけると財政赤字の原因、その背後にある深刻な問題が浮かび上がる。他者を信頼できない社会

ではそもそも再分配の実現可能性が低い。中間層が低所得層を信頼してないので、負担した税が彼らに用い

られるとき、納税が苦痛になる。これに受益感の乏しさが重なる。９６年以降人々の所得が減る中、政府は

サービスを充実させるどころか、その抑制に努めた。こうして人々は増税への抵抗を示した。 
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 こうした社会の変動を背景に小泉改革があった。戦後、最長の好景気で、先進国最大の財政赤字という課

題があった。そこで、政府は租税負担を減らすべく、ムダの削減ばかりを俎上に載せ、抜本的な税制改革を

回避し続けた。三位一体改革で地方への資源配分が弱められ、公的扶助における老齢加算や母子加算の廃止、

生活保護基準の引き下げ、さらには非正規雇用の問題まで加わった。発泡酒やたばこ、特別配偶者控除の廃

止等低所得者には厳しい税制改正が行われた一方で、株、配当の軽減税率は維持された。 

 財政赤字の拡大と並行して「寛容なき社会」が産まれたのは、効率性や競争の必要を声高にする、小泉改

革の新自由主義思想だが、それが、何故人々に受け入れられたか、人々の低所得層への寛容がなく、中間層

自身が格差社会という絶望の社会になったからだ。(低所得者層は経済成長のおこぼれをという考え) 

財政健全化のための増税実現には受益感や社会的信頼、政府への信頼の強化が欠かせない。民主主義では、

中間層の利害が政治的影響力をもつ。中間層に対する政府による保障が基礎にあるからこそ、再配分や増税

への合意は成立つ。結局、中間層の生活が豊かにならない限り、寛容さのある、善き社会を創り出せない。

低所得者の救済の為にこそ、より豊かな人々を一層豊かにしなければならないという逆説、「連帯のパラド

ックス」が起きる。 

 ところが、「寛容」の基礎である、経済成長や家族・地域の協業が成り立たたず、中間層の生活基盤は動

揺した。加えて、社会不信や受益感の乏しさがなお一層不寛容を生み出しかねない。こうして、誰がムダ遣

いかを監視し、告発する政治を、私達は当たり前と考えるようになった。この分断を志向する民主主義は、

不信社会化という社会の危機と結ばれ、財政危機はますます深化する。 

 社会は、単に人々が集合するだけでなく、人々が目標や経験を共有すること、共通理解が根底になければ

ならない。それ故に再分配が必要なのだ。再配分は課税を通じて、生存の危機におびえ、自己決定さえまま

ならなくなった人々に対して、自分の人生をコントロ―ルし、自由を享受する力を与えるものである。（社

会的費用を考え再分配の方が経済的＝治安、秩序形成、効率性、経済成長） 

ただ、重要なのは「物質的公平」だけではない。求めるのは、財の分配を公平にすることによって、所得

の少ない人が自由を手にする可能性である。こうした公平観を「分配の公平」と呼ぶ。財政が所得分配の是

正を行う時の原理は貧しい人を救済することにあるのではない。格差社会が問題なのは所得格差それ自体で

はなく、格差で、所得が少ない人々が尊厳を失う事にある。 

 ここで論じるのは尊厳の公平を追及する財政の姿である。所得の少ない人や生存が困難な人々を発見し、

そこにしぼって救済を行おうとする原理をターゲッティズムという。一方、人間に共通するニ－ズを政府が

引き取って満たすようにする原理をユニバーサリズムと云う。ユニバーサリズムは人間を所得の多寡や性別

等で区別せず、等しく扱う事に本質がある。生活保護はターゲッティズムであり、初等教育はユニバーサリ

ズムである。所得税はターゲッティズムであり、消費税はユニバーサリズム概念に近い税制である。尊厳を

平等化する財政では、「恥ずべき暴露」を伴うターゲッティズムの領域を狭め、ユニバーサリズムによって、

行政サ－ビスは可能な限り広い領域で、所得や年齢制限を設ける事無く、人間の必要に応じて提供される。

ユニバーサリズムという考え方は社会正義に叶う利点だけでなく、受益・負担の両面で人々を等しく扱う事

により、社会の信頼感を高め、中間層の租税抵抗を弱め、社会的連帯を強化する可能性を秘めている。 

 こういうユニバーサリズムに対しては財政上のコストがかかり過ぎるという点と、受益の負担も平等にし

たら、格差是正ができないという二つの批判が予想される。前者は、政府に租税調達する実力がないから、

小さな政府（コストが少ない）なのに、過大な財政赤字がある。財政高権の行使を国民に説得する能力のな

い政府が支出の節約、奪い合いを是として、租税抵抗を生み、財政赤字に苦しんでいるのだ。後者は、格差

を許容して、２倍の所得があれば２倍の負担をする。課税は比例的になるので、低所得者層の実額での負担
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は少なくなり、一方給付は等しい額を受ける。消費税の逆進性は給付をしない分、格差が生じるのだ。すべ

ての人に給付を、課税も比例的に誰もが負担をすれば良いのだ。(べ―シック・インカム) 

 

第２章 「土建国家」の成立と零落 

日本の公共投資が国際的に見て突出していたのは事実だ。公共投資偏重型財政システムで「土建国家」と

呼称されている。財政運営に公共事業が出て来るのは 1920年代、大恐慌からの脱出が目指された高橋是清

による財政運営がからだ。財政規模を前年度比 33％に拡大させ、公共事業が追加され、税収の減少した一

方で、公債収入を５倍超に増やした。しかも日銀引き受けでまかなわれている。この財政膨張によりいち早

く恐慌を脱した。その後、戦時で公共事業は縮小したが、戦後復興、自然災害への対処、民需産業への転換

等公共事業は脚光を浴びた。戦後は防衛関係予算の低下による財源を公共事業に振り向けることが出来た。

高度経済成長期には公共事業は企業の経済活動の基盤整備へと重点を移した。その転機となったのが所得倍

増計画である。これにより太平洋ベルト地帯構想を打ち出すと非ベルト地帯から反発が出て、全国総合開発

計画により公共投資が重点投入された。自治体もこれに反応し、公共投資の推進を図った。 

 ７０年代地方重視の一方、社会保障の拡充で都市への配慮がなされた。田中角栄は老人医療の無料化、５

万円年金、物価スライド、高額医療費制度の導入等社会保障の充実策を次々打ち出した。７４年度一般会計

は社会保障関係費が公共事業関係費を上回った。この時、ヨ―ロッパ型福祉国家への道は残されていた。 

 ７１年はニクソンショックで持続的円高予想から内需拡大の予算編成をした。７３年の石油危機で狂乱物

価が起こり財政支出にブレ－キを懸けようとした。次々と起きる経済危機のもと、公共投資を求める不断の

政治的圧力が存在したが、一般会計だけを見れば社会保障関係費は公共事業関係費を上回っていた。では、

何故ヨ—ロッパ型福祉国家道は閉ざされたのか。 

 その謎をとくカギの一つは「財政投融資」である。これは郵貯、簡易保険などを活用し、国が政府関係機

関や地方自治体に融資を行い、公共投資が実施された。９７年、財投を通じた公共投資が膨張する。一般会

計上は革新勢力の政策の先取りで、社会保障を通じての都市的ニーズを満たし、他方財投で地方部への投資

を活発化させた。しかし、財投は借入金の返済が求められる。従って社会保障給付には使えない。さらに、

社会保障給付が一般会計予算の中で目立つため、予算が厳しい時、これが削減の対象とされる。政治的脈絡

では、社会保障の充実と称し、住宅、下水道、福祉施設への公共投資が行われる。社会保障の伸びは顕著と

なったが、福祉国家は想像したのと異なる姿になった。 

 ７０年代、革新自治体が実施していた無担保融資制度を国レベルで導入した。さらに、財投による中小企

業融資を拡充し、生活関連基盤投資など都市にニ－ズの大きい投資も大きくなった。こうして自民党は都市

部の労働者、零細企業の経営者を支持層に取り込み、地方部における支持基盤の維持にも成功した。７０年

後半革新自治体を都市部からほぼ一掃した。 

 ７６年、福田内閣は大規模な公共事業へと舵を切った。大幅な貿易収支黒字を反映して円が急騰し、外圧

から 7％の成長を国際公約とする。経済の停滞の懸念で財界から財政拡大の要求が始まった。 

 ７７年、一般公共事業関連費が増加して、財投も高い伸びだった。この代償も大きく、政府は財政悪化へ

の懸念を持った。支出の増大にあわせて財政健全化の努力が払われ、経常事務費に対して対前年度比の伸び

率をゼロとした。それでも、７５年以降増大していた国債発行に拍車がかかり、公債依存度も上昇した。 

 ７８年、大平政権は社会保障費予算の伸びを抑える方向に政策を転じた。この時、自民党の結党時の精神

に返りながら作成されたのが「日本型福祉社会論」だ。ここで重視されるのは個人の自助努力、家族・近隣

の相互扶助である。しかし、これは家族、とりわけ専業主婦に依存する事で、社会保障の経費を節約すると

いう選択であった。「男性稼ぎ主型社会」を再強化することで、社会保障の拡充に歯止めをかけ、財政の健
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全化を果たそうとした。その後、鈴木は「増税なき財政再建」を旗印とし、中曽根は公共投資と社会保障の

抑制に努力した。しかし、プラザ合意による円高不況を契機として、再び公共投資は増勢へと転じる。この

時期、公共投資の配分が地方から都市部へと移った。都市部住民に対する利益分配は社会保障ではなく、公

共投資に彼らを巻き込む形で行われた。 

 ９０年代、バブル崩壊後の長期停滞に、日本経済を救済するため公共投資はさらに拡充された。アメリカ

からの圧力も大きかったが、戦前以来、時間を懸けて構築されたセーフティネットが経済停滞期に活用され

た。これは、単なる景気対策ではなく、公共事業を前提とした政治構造によって、公共投資の増大が避けら

れなくなったためだ。農村部では、農業近代化のための農業基盤整備事業を中心とした公共投資によって、

農家の労働時間を大幅に短縮させた。それによって、農村部で労働力の過剰が顕著になり、それを吸収した

のも公共投資だった。食管制度の赤字補填から農業関係の公共投資にシフトしたのだ。 

 高度経済成長の初期、農業部門とその他では所得格差が大きかった。その格差を抑えるため、所得補償方

式による生産者米価が採用された上、公共投資が農家の兼業先を創出したことから農業所得は上昇する。そ

の結果、勤労者世帯と農業世帯の所得は６０年央に逆転した。７０年には、農業以外所得を主とする兼業農

家が 60％を越えて、専業から兼業への移行を進めることで、衰退し始めていた農業を維持させようとした。 

 公共投資は農村周辺に雇用を生み出し、農業従事者の家族が農村部や周辺に住めたので、自民党は農協を

通じて、農業従事者を政治的に組織化し、さらに家族まで支持層に組み入れられた。農協組織や土建業はヒ

エラルキーを作り、選挙では集票マシ－ンになった。こうして公共事業は自民党政治の経済的基盤となった。 

 税収の分配から、財源不足によるぶんどり型政治へと変化した時、その過程で定着したのが族議員政治に

他ならない。公共投資を増やせば万遍なく、各省庁に、そしてそれと結び付いた族議員に利益が分配された。 

この公共投資の増大が公共投資さらなる強化を生み出す、という政治の構図を生んだ。こうした政治の構造

変化は、政と官の力関係にも影響を与えた。大蔵省内には財政膨張に抵抗する動きがあったが、円高による

輸出が減少する懸念から、政治的圧力に引っ張られるようになる。これに大蔵ＯＢが有力な自民党議員にな

り影響力を及ぼしたという事実も重なった。省内に反対はあったが、公共事業の急増が実行された。 

 戦後、日本政治を支えた保守イデオロギ―が公共事業か、社会保障かの相違を決定づけた。財政の歴史を

通じて、安易な救済に対して厳しい見方がある。高橋是清も池田も大平も社会保障より公共事業を優先させ

た。日本の保守政治の底流には社会保障による「救済」ではなく、公共事業に代表されるような「働く機会

の提供」を重視する思想があった。(私たちも）これが、高度成長期以後の小さな政府を支える、重要な要

因として機能した。対人社会サービスは公務員の増大を不可避とする、しかし公共投資ならば公務員を少な

くできる。財投による一般会計の補完も可能で、財政支出ひいては租税負担を抑制できた。それだけではな

い、国民皆保険が整えられた枠組みのもとでは、就労を通じた所得補償は低所得層を社会保険の拠出者とし

て、社会保険に組み込む役割を果たす。公共事業と社会保険が独特な形で結びついた政策パッケ－ジは公的

扶助の依存者を少なくし、労働による所得確保を重視する、ワ－クフェア－の先駆的形であった。 

 公共投資偏重型を可能にしたもう一つの原動力が減税だ。地方への資源配分、低所得者への雇用保障に加

えて、中間層には減税によって利益配分した。６１年から７５年にかけて減税が毎年行われていた。この減

税還付が貯蓄にむかい、サ－ビスの購入を可能にした。こうした貯蓄がマクロでみると企業は設備投資や財

投など資本形成に向かった。（企業の内部留保の増大、国債、国民の金融資産） 

土建国家とは経済成長を与件としつつ、公共投資と減税を政策の中核に据えた利益配分システムである。

この土建国家の利点は低所得者層を生活保護者ではなく労働者にして、尊厳の平等化を与えた。又、減税を

通じて、中間層が受益者となることで、再分配政策への合意形成を可能にした。租税負担の軽い小さな政府

が実現した。何より、公共投資も減税も景気刺激策であるから経済成長を促した。 
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土建国家にも決定的な欠陥があった。それは高い経済成長率を前提として成り立っていたことである。石

油危機以降の債務の増大はこの限界をあらわにするプロセスであった。減税停止直前の７４年予算では２兆

円の大減税が実施され、他方、法人税率の引き上げが行われた。これまでの毎年所得還付するスタイルから

他の増税を実施するというスタイルへ変化させた。 

 消費税の導入に失敗した、大平政権の後を継いだ鈴木は法人税の増税を実施した。これは戦後最大規模の

大増税で、経済界の抵抗を生みだし、その後、行革による支出削減、即ち増税なき財政再建の途を取った。 

 この当時、三公社民営化のようにまだ売却すべき資産を持っていたし、省くべきムダが十分に存在した。

その後、円高不況に直面した頃から、支出の拡大、減税の財源は公債発行に依存するしかなかった。赤字国

債は財務当局が嫌ったが、政策経費の公共事業は、減税と違い好況時に削減が可能である、しかも建設国債

でまかなえる。これが建設国債急増の歴史である。 

 ９０年代土建国家のフレームは全面化し、しかも財源は公債に求められた。日本は減税のための増税とい

う歴史を歩み、増税による行政サービスの拡充という経験を持てなかった。その上で増税が難しい中、借金

して、減税を行うというスタイルが定着した。又、国際競争の掛け声の下、法人税の増税が困難になると所

得税、法人税の減税財源として消費税がタ－ゲット化された。ただ、消費税には逆進性があり増税が難しく、

実現困難な選択肢となった。７５年度予算以降、国債の発行は急増した。８０年代支出削減とバブル経済の

税収で財政が立て直したかに見えた。しかし土建国家の枠組みでは永遠に経済成長しなければならない。経

済停滞が長期化する局面で利益を分配するには、政府が債務を積み上げることで、社会統合を行うしかなか

った。これは低成長時代の土建国家の零落した姿だ。 

 

 第３章 日本社会の何が壊れてしまったか 

 山下俊男は社会を「安心」と「信頼」の概念で捉える。悪事を働かない相手を信用する場合を「安心」、

悪事を働くか否かに係らず相手を信用する場合を「信頼」と区別した上で、彼は日本社会の特徴を「安心」

と位置づけた。その安心の観点で日本社会を以下に捉える。 

 日本社会を支える伝統的基盤は「家」であり、又、日本の地域社会は「生産共同体」として発展してきた。

水田耕作を生業としてきた農村で、地域社会における最小の単位である家は、共同体の様々な生産的規制に

服した。村落共同体では、様々なサービスが地域の共同事業として営まれた。特に共同体のル－ルは生産、

生存と密接に関わっていて、消極的制裁の村八分は強い影響力をもった。農業人口が低下した、戦後の地域

社会も戦前の村落秩序を多かれ少なかれ継承して形成された。一方で近代国家になり「生活共同体」として

の家、つまり「家族」の機能も、そこで女性が果たしてきた役割も変化した。 

 女性の就労機会は産業が軽工業から重化学工業に変化した事、自営業や家族経営が減ったで、減少した。 

企業の側では、結婚退職制や若年定年制が普及し、政府も配偶者控除や三号被保険者等を創設するなど、女

性の就労を妨げかねない制度を整えていった。経済構造の変化と伝統的家族観が混然一体となりながら専業

主婦化が進んで行き、専業主婦としての女性という問題、シャドゥ・ワークを強制される女性の問題が出た。 

 その上、女性労働のＭ字問題や男女間賃金格差といった日本的問題もあった。女性が家庭内労働を根底に

もつことで、経済的に自立できない状況となり、稼ぎ主である男性は女性の裏切りを考えずに済んだ。女性

はシャド－・ワークがあてはめられ、男が仕事に血眼になれたのは女性への安心があったからだ。 

 日本企業の経営方式を支える理念として、経営家族主義がある。家の論理を企業の経営管理に適用したも

のだ。終身的な雇用関係、集団による意思決定、従業員に対する福祉の提供など、経営者は雇用関係を超え

た全人的、家族関係を従業員との間に形成してきた。経営者が家族主義的に接することで、一つに労使の感

情的、精神的融和が形成され、もう一つに不十分な公的サービスを補完することで、労働者の低賃金の不満
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を抑え、企業への帰属意識を強めた。その上で、終身雇用制度、年功序列、企業別組合に、戦後の労働運動

によって勝ち取られた定年制、年功賃金制によって、労務管理がなされた。 

 経営家族主義と安心との関係は理解が容易である。６0から 70年には会社都合の離職率は横ばい、自己

都合は減少傾向であった。人々は長期雇用慣行を前提に行動し、企業もそれを前提とした労務管理をしてい

る。賃金体系はライフサイクルと結びつき、転職は生涯賃金が低下するだけに、同じ企業に勤続する方がは

るかに安定的だった。ところがバブル崩壊と経済が停滞すると、日本的経営は一変した。 

 日本の統治構造と安心の関係をみる。戦前は政府が社会問題を解決するというより、村落秩序のなかで問

題の発生を未然に防いだ。１９２６年市町村長の選出をめぐる自治権の強化が図られたが、戦時中はもどさ

れ、自治体は天皇を頂点とする、広い意味での官僚制の末端に位置つけられた。官僚は天皇の官吏として、

擬似的な身分制社会構造が作られていた。これにより官僚自身の属する省庁への忠誠心や献身が確保された。 

 社会の末端にある官僚は家族主義的な雰囲気のもとで、地域社会の秩序維持に貢献した。だがそれは官僚

制に編成された社会の一部として、しかも頂点には、天皇が位置するという統治機構に組み込まれていた。

いわゆるお上意識も、こういう社会編成に深く根差す問題だ。戦後も日本人は国家の指導力に依存してきた。

この依存の理由はふたつある。一つは人々の官僚に対する畏敬の念であり、もう一つは企業と政府が良好な

関係を構築したことだ。企業は政府からの介入や行政指導を受け入れることで、協調的行動の領域・可能性

を広める選択をし、政府との合意形成に努めた。 

人々も、企業も政府の行動を信用するに足る根拠を天下りによって持っていた。天下りの条件が汚職防止

に役立った。これこそが政府への安心の重要な基礎でもあった。こうして人々は官僚に対する安心を確保し、

人々を裏切るよりも、人々の安心に応えるように行動する事が合理的な関係が構築された。 

 小さな政府の土建国家は家族、コミュニティ、企業が政府の対人社会サービスを代行する。企業福祉は企

業側から見れば労使の緊張緩和に狙いがあったと同時に労働者の忠誠心を強化し、企業への依存を強めさせ

た。その際、専業主婦化と終身雇用、年功序列はお互いに因果をなしながら補完関係を作っていった。 

 土建国家の基礎には、家族、コミュニティ、企業と云った生産共同体的な秩序があり、それは、その基礎

を再生産するための仕組みであった。地域社会や家族に支えられた生産共同秩序という観点から見た場合、

公共投資が重要だったのは、経済力の弱い地域にも雇用を生み出し、資金の域内循環が可能な経済システム

を作り上げた。これで都市部への人口移動に歯止めをかけ、地域のコミュニティや血縁の親密さを維持した。 

 女性の専業主婦化には男性の所得安定が不可欠である。男性の就労、所得を部分的に支えたのが公共投資

であり、これに減税による所得補完が加わる。減税と企業福祉が組み合ったからこそ、人々は政府の小さな

社会保障を甘受できたし、中間層の受益感を高め、公共投資の雇用保障を通じた再分配への共感を生んだ。 

 以上の利益分配システムに対し、投票者は、家庭と男女間・地域間・階級間の相互扶助を根底に据えなが

ら、租税負担の小さな政府を実現した保守政治を支持した。保守政治の制度設計面で支えたのが、官僚によ

る政策運営である。これらの計画的な運営は各省庁の利害と複雑に連鎖している。従って大胆な改革が求め

られる時は阻害要因として機能した。 

 財政とはその社会を映す鏡である。だから、安心社会と土建国家の共存が終焉を迎える時、財政は危機に

陥る。９０年代地域社会の物理的解体はいったん収まりをみせた。ところが地域社会の解体が減速した一方

で、社会における人間関係の希薄化がこの時期以降引き続き進んでいた。生活領域におけるつながりの弱体

化は、女性の就労とも連動していた。なぜなら町内会、親戚付きあい等で、女性の果たしてきた役割は大き

く、その女性が就労すれば、生活領域での人間の親密さは損なわれるからだ 

 ９７年共稼ぎ世帯が専業主婦世帯を上回り、女性労働者はバブル崩壊後一貫して増えている。土建国家の

全面化と歩調を合わせるように、女性の「家離れ」は顕著になった。社会保障の相当部分を女性の家庭内労



7 

 

働や地域コミュニティに依存し、政府規模を小さく出来た。そうした前提が切り崩され、対人社会サ―ビス

ニ―ズが強まる中で、土建国家は景気対策の手段として政治的に動員されていく。 

 安心の基礎が蝕まれたのは社会的要因だけではない。企業を支えた安心も解体の時期を迎えた。９０年代 

マクロの資金循環構造に変化があらわれた。９８年企業が貯蓄超過に転じた。９１年から０２年は設備投資

の伸び率が０になった。バブル崩壊後金融機関の融資態度が慎重になった。企業は内部留保を充実させた。

投資のグロ－バル化にも後押しされた。キャッシュフロ―計算書から成る国際会計基準の導入、これによる

債務返済と設備投資の減少、これによって景気の長期停滞下、企業の純資産は増大する。設備投資が内部留

保に依存するようになると、経費の抑制による資金確保が求められ、人件費がタ－ゲットになる。人件費の

圧縮は政府によって後押しされた。労働基準法改正による就労時間の緩和が実施され、労働者派遣法によっ

て派遣となる対象業務や派遣対象が緩和された。２か月を超えない場合の社会保険適用除外になる登録型派

遣が増え、社会保険の事業主負担が軽減できた。労働者の所得も低下した。男性非正規就業者が増え、未婚

率は 75.6％になり、男性の賃金獲得責任というべき価値観が、家族の解体を押し進める方向で作用した。

９７年以降若者の失業率が急速に高まる。 

 ９７、９８年は日本経済の転機で、企業が労働者を裏切ると同時に労働者が企業を裏切ること厭わなくな

った。企業への安心が弱体化して、人々の生存や生活を保障する政府の責任は大きくなった。ところが政治

スキャンダル、官僚スキャンダルが相次ぎ、政府への不信観も増えて安心は失墜した。 

 同時に進行した、政治変動が都市と農村の利害対立である。０７年三大都市圏の人口が過半数を超えた。

一票の格差問題が起き、都市部の住民が政権選択のゆくえを制することとなった。都市住民は地方への再分

配を積極的に支持せず、政府の規模を小さくする、税負担を軽くする選択をする。橋本政権の行革、小泉政

権の三位一体改革、公共事業削減を通じて、地方への財政移転を抑制し、生活保護の抑制を行った。 

 ７０年に、社会保障の拡充と公共都市の拡充が追及されていたのが、人々の認識は９０年代に一変する。

社会資本整備に関する調査を見ると、７７年に比べて９８年は殆どの施設設備で満足度は上昇していたが、

福祉医療施設は不十分と表明していた。９０年代、老後の見通しを否定的にみる人は大幅に増加した。 

 このように９０年代、財政ニーズは公共事業から社会保障へ移りつつあった。特に、こうした中間層の要

求は核家族化、高齢者の独居化が進んだ都市部で強かった。このような局面で公共投資と減税が実施された。 

 しかも２０００年代財政再建が政治課題として浮上する。小泉政権期、政治的多数が都市部ヘシフトして、 

所得水準低下が明らかになる中、中間層の受益が抑制され、地方や低所得者への配慮がなされない政治とな

った。（規制緩和による商店街の喪失）受益感の乏しい社会にあって、人々が低所得者や地方に対して寛容

さを持つ必然性は無い。連帯のパラドックスという福祉国家の原理的矛盾が先鋭化する時代になった。これ

が租税抵抗を生みだし、社会的危機の結果としてもたらされたもの、それが財政赤字だ。 

 ９０年代人々は福祉拡充と財政再建のための増税に７―８割が賛成していた。ただ、景気の波が極端だっ

たので景気対策が必要とされた場合は増税は難しかった。しかも、８０年代の財政危機を、増税なき財政再

建とバブルで土建国家の限界が認識されないまま財政健全化が実現した。さらに、公共投資が社会保障を代

替する側面もあった。結果、対人社会サ－ビスの拡充のための増税の経験を積まずに高度成長期の経験と土

建国家の枠組みが、その後の財政を縛ってしまった。経済界は９０年半ばから、社会保障の拡充に歯止めを

かけながら、企業や中間層の負担軽減を要求し、その財源を消費税求めるという考えになった。これでは低

所得者、高齢者への配慮、増税への政治抵抗が生み出される。さらに中間層への利益分配の停止、負担増に

なった。アメリカの公共投資圧力、減税圧力もあったが、社会保障拡充のための増税という発想は政治の表

舞台に登場しなかった。 
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第４章 財政再建をどう進めるか 

土建国家で、無年金の高齢者、障碍者、シングルマザ－等の公的扶助の受給者は恩恵を得られなかったが、 

人々は地域に生み出された雇用に応じて就労し、それが生存や生活の条件としてライフサイクルに織り込ま

れた。就労の機会を政府が全面的に提供して、公的扶助や失業給付の受給者を抑制した。（失対事業）それ

は、救済資金を出すより立ち上がらせる、あるいは公的扶助等の受給を恥ずかしい、と感じる国民性とも言

える、保守文化に見合っていたのだ。 

日本の財政運営は田中政権における社会保障改革によって、現金給付が拡大し、その後の自然増を招いた。

しかし、この現物給付は先進国最低水準で、十分なセ－フティネットがない。９０年代の介護保険は労働者

のリスクとして、社会保険料と自己負担によってなされ、人間の普遍的リスクへの対応になっていない。 

 予算の中身を変えるのは個別審査主義であるが、日本の予算編成方法は、支出上限を意味する「シーリン

グ」を活用する点に特徴があり、支出削減による財政健全化という発想が見て取れる。これでは、ニ－ズに

応えるのが難しい。介護保険に自己負担が入ったのも同様の論理で、人々のニーズよりムダなサービスの受

給が問題にされた。 

 予算編成方法の特徴を要約すれば１）議員内閣制で予算編成権が内閣にあるため、議会が予算のフレ－ム

ワ－クするのではなく、大蔵省がこれを決定している。第２にシーリングによって各省庁の予算は固定化さ

れ、省庁の枠を超えた組織横断的な不要事業の廃止、重要政策の充実は行われにくかった。ただ、これによ

って、総額をコントロ－ルしようとしたのが大蔵省の意図・戦術だった。第３に別枠予算を設定し、財政ニ

ーズを汲み取る努力をしたが、９０年代は大部分が公共投資の追加に用いられ、それも予算全体の０．５％

にも満たなかった。第４に重要施策を補正予算に回し、政治家の関心は当初予算から遠のいた。それも政局

に利用され、結局かなりの部分が公共投資に向けられた。 

 公共事業の大幅な削減が実施され、民主党政権下ではシ－リングを撤廃する動きも見られた。しかし、こ

れも、何が必要か、どのように負担を分かちあうかの議論がなされていない。何が不要かの削減の押し付け

合いの政治であり、社会の連帯に与える影響が看過されている。ムダ遣いの犯人探しは政府や人々に不信感

を強めた。それは当然租税抵抗を強めた。結局、日本の予算編成の特質は個別の資源配分を犠牲にしつつ、

総額抑制を優先させてきた点にある。これは大恐慌からの脱出期、戦時期、占領期と、インフレ抑制が再重

要課題となる文脈のもとで予算システムが形成されてきたことと関係している。従って、抜本的な予算改革

とは、戦前より形成されてきた日本の財政運営の性格を一変させることを意味する。 

 １２年の消費税増税法案通過は受益と負担のバランスを重視する本書の見方からすれば、税と社会保障を

一体的に議論する方向性は評価できるし、８１年法人税以来の基幹税の増税として意義ある事である。 

 ただ問題もある。消費税増税で、税制改革の枠組みは大きく変わった、「中間層の負担軽減を収益の大き

い企業への課税で」という構図と異なり「中間層と企業の負担を総体的に低所得者の負担の大きい課税で」

となり逆進性が課題で、このままでは人々の目には痛税感だけが残るだろう。消費税５％の内社会保障拡充

に用いられるのは１％に過ぎない。受益なき負担増は強い租税抵抗になるだろう。といって、低所得者のた

めの軽減税率や、給付付税額控除は減税なための増税という過去の歴史の繰り返しである。 

 そこで、消費税増税７％の一方、社会保障３％拡充する。同時に所得税、相続税、資本所得課税の強化に

よって消費税率の上げ幅を下げ、低処所得層と富裕層の負担の分かち合いを実現する、という案はどうだろ

う。増税幅は大きいが、それは生活の豊かさと結びついており、負担の公平性は強化され、増税による減税

と云うのも回避できる。 
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第５章 新しい財政のグランドデザイン 

減税と公共投資を軸とした土建国家は経済成長が鈍化すると公債発行に頼った政策運営になる。そして空

前の赤字国債が生み出され、利益分配さえ困難になった。これにグロ－バル化が所得水準の継続的低下を生

む。問題は国家の統治構造の行きづまりだけでなく、戦前から積み重ねられ、形成されてきた日本社会の骨

格、社会の安心がこれと並行して崩壊した。 

 財政の原則は収入の範囲内でやり繰りするのではない、「量出制入」支出を量って収入を制する、つまり

人々のニ－ズをはじめに考え、そのための財源をみんなで負担し合う事をするのだ。財政は利潤動機に基づ

いて市場原理で行動する企業と違い、ベルの「公共家族」の家族原理を基盤とする。その原理で社会の構成

員を等しく扱い、税を徴収し、人々に共通するニ－ズを満たすことで、人間として望ましい状態を実現する

ことが財政の原理である。又、財政は、市場での、競争が或る程度の偏在を生んだ場合に、その格差を許容

できる社会を作り、生存を支え、人間に共通する必要を満たし、公正な競争のための基礎を作る事が使命だ。 

 サ―ビスの供給主体は云うまでも無く政府である。公共部門の中核をなすのは国と地方自治体であるが、

それぞれ異なる原理を持つ。国は生存権を保障する。この対象を特定しなければならないため、所得審査等

タ－ゲッタティズムで対応する。生存の保障の後に、人々が求めるのは生活の豊かさである。所得水準や、

個々人の物質的欲求で決まる、生活の豊かさは市場の領域で決定される。これに対して、育児・保育、養老・

介護、教育など所得の多寡とは関係なく、誰もが必要とする対人社会サ－ビスについては、政府が供給主体

となる。サービスを提供するにマンパワ―が必要であり、何が必要か知るにも、身近であることが条件にな

るため、地方自治体が役割を担う必要がある。自治体の任務はこれまで自然村で、人々が協力し合いながら

担ってきたサ―ビスを提供する事だ。 

 土建国家での地方自治体は、補助金を通じて公共投資に動員されていたが、新しい財政や社会での役割の

再構築を考えなければならない。自治体の使命はすべての人を等しく扱うユニバ－サリズムに基づいて、生

活保障することになる。これは第一に中間層を受益者とし、豊かさを保障するので、増税への合意形成を容

易にする。しかも、自治体が実現するのだから、意思決定への主体的な参加により、人々の行政への信頼も

高まる。第二に地方の機能強化が公共部門の財源調達の可能性を高め、低所得への再配分、生活保障という

国の中核の機能も強化される。第三にユニバ－サルな領域を広げることによって、人の特別扱いも減少し、

尊厳の平等化が実現する。 

 社会保険は、人々が連帯して人間の困難に対する備えをする事に意義がある。ただ、社会保険は賃金の一

部から支払われ、労働者のリスクに対する備えるという性格が刻みこまれている。同時に日本の社会保険は

医療や介護など労働者だけでなく、人間に共通するサービスまで含まれている。社会保険料を支払えない

人々を生活保護で救済するより、人間が共通するリスクであれば税によって、人々を分け隔てなく扱うのが

望ましい。社会保険の原理からは、疾病、けが、出産、介護、退職などで失われる、｢所得｣を保障するため

の現金給付に限定すべきである。医療や介護など、賃金の有無に関係なく誰もが必要とするサ－ビスは、税

で対応すべきなのだ。 

我が国の年金はスウェ－デンを上回る水準であり、医療も他国とほぼ同水準だ。高齢者に対する給付は現

金・現物の両方で見劣りしない水準だが、家族向けや障害者向け給付といった現役世代への給付、現物給付

は、明らかに不十分だ。こうしたことから現役世代が負担者、高齢者が受益者の構図が鮮明になり、とりわ

け高齢者の負担の少なさ、受益の大きさが際立つ。加えて、医療サ－ビスが後期高齢者医療制度や介護保険

制度など、特定の層を隔離して、そこに租税を投入しているので、こうした事が、世代間対立を生み出す。 

 日本的公的社会支出の乏しさを際立させているのは、家族給付と障害関連給付だ。彼らが政治的少数者で

ある事を考えれば、政治的弱者への配慮、社会の寛容さを示すものであり、社会的視点からも見逃す事が出
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来ない。家族給付は民主党政権で子供手当による拡充が企図された。財源問題が出て、児童手当になり減額

されたが、それでも、他の先進国の水準に近づいたに過ぎない、というのにバラマキという批判が巻き起こ

った。出産育児による休業時の所得保障、保育・就学前教育のための現物給付のついては、どうみても不足

している現状である。現役世代の中間層の受益という観点から見れば、家族への現金給付の拡充とともに、

さらなる、サ－ビスの拡充は当然の流れである。少子化対策という観点からも家族給付は必要である。 

 現金給付である、児童手当はもっとも生産能力に乏しい子供の命の保障であり、所得制限はなくすべきで

ある。雇用労働者以外が出産の際の手当や、育児段階での休業・所得保障をどうするか、障害を持つ子供の

親の休業・所得保障をどうするか、など課題は山積している。女性の就労が進む現状では育児・保育施設の

充実等、現物給付が課題である。 

 現役世代の受益と直結する家族給付と比較すると、障碍者・業務災害・疾病給付の増額の合意形成は容易

ではない。事故や災害によって障害を負う可能性は誰にでもあることから、障碍者への対応が重要な社会的

ニ―ズだということを共有する必要がある。日本では障害者への給付が先進国でもっとも少ないのだ。 

 ところでヨ―ロッパ並みの社会支出を確保するためには、大幅な増税を行わなければならない。既存の土

建国家のフレ－ムワ－クの内、公共投資によるワークフェア－の機能を改善しながら、中長期的にはこれを

量的に縮小し、少しずつ対人社会サービスにシフトさせていくという戦略が現実的だ。公共投資の安易な削

減は建設業技能者の削減と人件費抑制を果たした。雇用形態で常雇いが激減し、月給から日給制にシフトし

た。建設業からの若者層離れも深刻化して、建設業への投資は雇用対策として期待できない。 

 今や専業どころか兼業農家も減少している。公共事業の削減による兼業先の喪失、米価の低落によって農

業の崩壊が進んだ。民主党は所得補償による農業の維持を目論んだ。これは財政支出の削減が他の財政支出

を生む典型だ。しかもワークフェア・モデルからの離脱、タ―ゲッティズムによる現金給付であり、社会的

信頼を損ねた。さらに、建設業の衰退、農業の崩壊という現象はコミュニティも破壊した。「コンクリ－ト 

から人へ」の方向性は正しかったにしろ、公共事業を削減した分、それが果たしてきた社会的機能を、どこ

かが補完しなければならなかったのだ。 

 こう考えれば、公共投資の修復は避けて通れない課題だ。ただ、自民党によって、公共投資２００兆円構

想などで、土建国家への逆流が起きている。都市住民にとって必要な公共投資は道路、橋梁、上下水道等既

存ストックの維持補修、長寿命化対策である。耐震工事へのニーズもある。維持補修費はコスト削減になる

上、作業がルーティン化するため、地元中小建設業が活用できる。余剰作物、廃棄物、下水汚泥のバイオマ

ス活用等を含む、再生可能エネルギ―の促進という観点から公共投資を推進することも、ニ－ズに適う。 

 公共投資はハ－ド面だけでなく、社会保障と結びつく、人的投資を公共投資に組み込んでいくという考え

方もある。又、過疎地域での若年層の定着と云う課題もある。核家族が多い都市部では養老・介護、育児・

保育のニーズが高いから、建設業の福祉産業への転換は支持されるだろう。 

地方への補助金も大規模公共事業ではなく、点検・計画・施工における住民の一体的な取り組みを促し、

ハ－ド整備だけでなく、崩れゆく地域のソ－シャル・キャピタルを再生させるようにする。さらに、補助金

の使途を参加者が決定できるように工夫する。このように社会保障はもちろん、新しい公共事業においても、

地方自治体が担い手となり、さらに意思決定過程へ住民参加が問題となる。より進んでプロジェクト立案、

運営が住民に任せられるということは住民参加の観点からは意義深いが、人々の物理的負担も大きい。よく

自己決定というが、何をやれば自分で決定したことになるかが明確でないのが、民主主義である。ゆえに、

それがたとえ、フィクションであったとしても、自分達が決めていると実感できることは重要である。と、

言って人々の参加を促し、自己決定感を演出することによって、分配する資源が少なくなった自治体がガス

抜きをするようでは問題である。 
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 しかし、汗をかく民主主義は重要性を失っていない。第一に自らの参加・負担を拒む人々が、万能と思し

き「指導者」に決定を白紙委任するような「投げっぱなしの民主主義」に対して人々が汗をかくという、 

多様な民主主義の姿が示されている意味は大きい。第二に参加によって物理的負担は強まっていくが、だか

らこそ納税によって、自らの物理的負担を軽減するという選択肢が生まれくる。これは指導者に減税を期待

する民主主義と対極にある。第三に人口減少が進む社会にあって、納税だけでなく、自らが働くことを含め

て、公共部門と、住民の負担のバランスを決めることができる。中山間地域にあって、サービスが充実する

だけでなく、自らが参画し、地域の将来を考えることも合わせて、生活の質を高められれば、人々の善き生

を支える助けとなるだろう。全体主義を生み出した要因のひとつに、日本の共同体的秩序があるがそれは支

配者に白紙委任状を渡す事から生み出された。他人任せの民主主義が支持を得る現在だからこそ、逆説的で

はあるが、共同体的秩序を基礎としながら、社会の多様な価値を守っていかなければならない。 

 最近、緊縮財政と大胆な金融緩和を結びつける、新しいポリシ－・ミックスが、世界的潮流となりつつあ

る。日本でもインフレ・ターゲット論を中心にこうした傾向が強まる一方（アベノミックス）、中央銀行が

過度な資金供給を行うべきでないという慎重論もある。問題はデフレの改善が目的ではない。デフレの根底

にある社会的、経済的、政治的原因を改善することが結果的にデフレ解消になる。その事を問題にせず中央

銀行に責任転嫁しているのは無責任なのだ。財政と金融の役割分担こそが重要なのに、昨今、金融を緩和す

れば景気が良くなる、物価が上がるという単純な議論を超えて、社会が統合の危機に直面している。世界経

済の歴史的転換期にあたって、それぞれの国がどのような統治構造を作り上げるのか、財政の役割や、それ

との関連で中央銀行行政策のあるべき姿が論じられるべきだ。 

 

第６章 公正な社会をめざして 

 人間を所得の多寡で区別しない、ユニバーサリズムに基づいた財政、これが、尊厳と信頼の社会という、 

新しい編成原理に支えられた社会を構築するうえで、不可欠の条件である。公平な税体系の構築は重要な課

題だ。公平には、より多くの所得がある者に恣意的基準によって、より大きな負担を求める垂直的公平と、

等しい経済力や所得を有する人には等しい税負担を求める「水平的公平性」がある。後者が消費税だ。 

 配分的正義は幾何学的比例すなわち水平的公平性を論じ、矯正的正義は平均的な水準を正義の基準とする

垂直的公平性だ。この二つの基準には長所、短所がある。又、政治の思想的対立はこの二つの正義の基準が

反発し合う事から生まれた。それぞれ利害を主張して、中間層、富裕層、あるいは保守層は配分的正義を、

低所得層や革新層は矯正的正義を主張する。しかし、問題はどちらが公正かということではなく、二つの基

準をどのように適用していけば、社会的正義が実現され、人間の尊厳が保障されるかということにある。 

国と地方の機能的分業から言えば、国はターゲッティズムに基づいた所得再配分を行い、低所得層を課税

の網から排除し、垂直的公平性を満たせばよい。一方で、最高税率の引き上げや累進度の強化が避けられな

い。最高税率の引き上げは、税収の多寡で論じられる問題ではない。むしろ、富裕層に対して応分の負担を

求めるという政府のメッセージであり、非国庫目的の課税とみるべきだ。税の公平性のために、消費税を抑

制し、所得税の最低税率をあげ、累進性を強化するという方法もある。所得税による中高所得層の負担増で、

消費税による逆進性を相殺するという発想だ。 

 企業の税負担で見ると法人税は重いが、社会保険料の事業主負担を含めた公的負担全体で見れば、重い負

担ではない。そもそも、企業収益の増大が人件費の増大を生まない状況のもと、法人税の引き下げは必要で

はない。再配分のための国税という観点からは担税力のある企業に相応の負担を求めるべきだ。 

 国の累進的な税制という観点から、資本所得への軽減税率の廃止・強化、相続税の課税最低限の引き下げ 

（該当する方もいるのでは？相続税 3.6）税率の引き上げという論点も浮上する。 
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まず、議論されるべきは増税ではなく、どの程度サービスを拡充するかである。人々のニーズを満たす時、

その中身は対人社会サ―ビスが大部分で、その供給主体は地方自治体である。自治体の役割は生活に必要な

サ－ビスを提供することにあり、地方税は、負担の分かち合い「負担分任」の原則がある。住民税は、地方

税の応益原則をとりつつ、ユニバ－サリズムによって所得の多寡を問わずに、課税は住民に広く求められな

ければならない。受益と負担の関係も明確にしつつ、地方消費税、県税、法人事業税、市民税それぞれの特

徴を活かし一体的変える必要がある。ただ、現在の住民税の強化は、課税最低限を大幅に引き下げるか、中

高所得層に大きな負担を求めるかになってしまうだろう。 

そこで、地方消費税によって、人々の必要に応じて供給されるサ－ビスを、住民全体が比例的に負担する

こととする。低所得者層にも薄く広く負担を求める事で、中高所得層の低所得者層へのモラルハザ－ド等へ

の懐疑を解消することができる。次に中間層が地方レベルでの受益者になることで、租税抵抗を弱めること

ができる。これらが基礎になり、再分配を目的とする累進的な国税に対しても、納税の合意形成を行う余地

がでてくる。更に、税率を設定する課税自主権の問題を再考すべきだ。(一国、多貨幣制度、国内為替) 

 社会保障財源は税と同時に社会保険料を検討する必要がある。財政の大原則の一つに、人々の負担する税

は様々な支出の合計と見合いになる、一般報償性原則がある。これと対になっているのが、ある負担に対し

て、ある特定のサ－ビスの見返りが期待できる、個別報償性原則である。全支出に対して様々な税を充当し、

その中身を議会で話し合う一般報償性原則が、民主主義の根幹をなしている。従って、税収を特定の支出と

結びつけることにはそもそも無理がある。これに対し、疾病、失業、高齢等、労働者が共通して直面するリ

スクに備え、強制的に加入させられるのが社会保険であり、その財源として、拠出されるのが社会保険料だ。

社会保険料の場合、社会保障給付となり、個別報償性原則に基づくので財政と異なる論理を持っている。 

ところが、日本の社会保障の財源は、税と社会保険料の区別が曖昧だ。生活保護や対人サービスからなる

社会福祉等は税によって賄われている。しかし、一般会計の社会保障予算の内、７２％を社会保険への支出

が占め、全体の９割弱を医療と年金が占め、残りが介護で、その財源として、保険料のほか租税資金も投入

されている。社会保険に租税資金が投入されれば、加入者間の相互扶助という社会保険の性格は、曖昧にな

る。その上、税と同じく強制徴収である。さらに。社会保障の財源は消費税でまかなうという税と社会保険

との相違はますますわからない。(社会保険税、未納のペナルティ、原則？前の世代分、自分払った分とは) 

 税で社会保障をまかなう場合、納税の多寡によって受益の量は左右されないし、税を納めない人を排除す

ることは難しい。誰もが必要とするサービスを人間の権利としてするのではなく、所得の多寡で、人々を区

別しながら与えようとすれば、社会の分断はますます強まる。しかも、保険料が頭打ちになったことで、一

定以上の所得層は負担が増大しない。低所得層の尊厳は傷つけられる一方、救済される低所得層の増大が、

中間層の負担感と直結する仕組みとなっている。これでは、低所得層への批判が強まり、階層間の分断が進

むのも当然である。 

 土建国家では、雇用を保障して、保険料の支払いが可能になり、救済される人も少なかった。これが機能

不全になり、生活保護も増えた。しかも、高齢者や障害者、シングルマザーも増えている。小泉政権期の生

活保護の抑制、そして中間層が疑いのまなざしを向ける文脈のもとでは、弱者は切り捨てられる。人々のニ

－ズがあり、社会保障ともかかわる領域については、社会保険料ではなく、租税資金を投入し、すべてのひ

とを保障すべきである。（ベーシック・インカムまで）これを保障しないと、医療扶助、生活扶助の受給者

を増やし、社会の分断を強めるということだ。 

 社会保険料は自営業者について自己負担、被雇用者は事業主と折半負担する。税と違って企業の収支いか

んにかかわらず負担が発生する。ここに、企業の社会保険料から税へ財源切りかえの動機が或る。企業は社

会保険料を少しでも軽減すること望んでいる。そこで、消費税に反対してきた経済界は、法人税の減税財源
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として活用できることが明らかになってから、直間比率の是正、社会保障財源の強化を理論的根拠として、

消費税の増税へと路線を修正した。 

 ９０年代国際競争力の強化が不可欠の課題として浮上して、企業の社会保険料負担を軽減し、それを税に

振りかえるという提案が説得力を持つようになってくる。とりわけ、有識者の割合が高い中間層や富裕層は、

企業の収益が増大すれば雇用所得の増大に結びつくと考えた。現実におきたのは、労働分配率、所得水準の

低下であり、終身雇用や年功序列賃金の後退であった。企業の負担軽減ばかりである。経済成長は重要だが、

そのことを理由に、負担の不公平化(消費税の大増税)を際限なく推し進めるとすれば、それは財政や社会に

とって致命的である。 

 ただ、企業に対して十分な受益がないなかで（特に中小企業）、税負担だけを求めるのも問題である。企

業の負担軽減をするのであれば、それをどのような税の組み合わせで実現するかが重要だ。企業の負担軽減

する一方、資本所得の課税や所得税の累進性強化をするのならば公平の観点から説得力がある。 

 再生可能エネルギ－化や維持補修事業は長期的には企業の経費を削減し、受益を確保することにつながる

公共投資である。その上、ストックへの投資だけでなく、人的投資の可能性を広げる事は一層重要である。 

職業訓練だけでなく高等教育による人材投資で、労働者の質を高める事は企業にとって受益となる。アジア

諸国と価格競争による人件費削減とは違った戦い方だ。とはいえ、高付加価値産業へのシフトは雇用吸収力

を弱め、失業率を上昇させる。そこで労働集約的な福祉産業、公共投資での雇用創出は不可欠である。人的

な投資は企業の収益性を高めるし、労働者の所得水準の上昇、企業の収益増大と結びつき、所得税や法人税

の増加の基礎を作る。以上のように企業の受益を高めることは、日本の財政支出のあり方や、税制改革のあ

り方を変える事と、セットで考えなければならない、そうして改革の方向性のなかで、企業にも応分の負担

を求めていくことが、社会の分断を阻止する重要なポイントだ。 

 ９０年代、生存や生活の保障が貧弱な社会にあって、私たちは人間関係に生の基礎をおくのではなく、経

済の領域を膨張させることでこの危機に対処しようとした。そこにあるのは所得が増えればなんとかなると

いう発想であり、時には、財政を再建させれば、経済が成長し、格差も是正されると説明された。  

 市場経済が自生的に秩序や道徳規範を生み出すことはない。市場に任せれば、人間を信頼できるわけでは

ない。人間を信頼できる社会ではじめて、市場は機能する。市場を膨張させ、財政に市場の論理を取り組む 

のではなく、財政に固有のその責任を果たすことで、経済成長の基盤も整うのだ。だからこそ、公共家族に

基づいた財政の再構築が必要なのだ。 

 金銭的尺度は多様な価値観のひとつに過ぎない。ところがこれをもって、勝ち組や負け組を論じ、良心的

な場合でも、その物質的な平等化を論じることで社会的正義だと信じてきた。しかし、そうではない。人間

の尊厳を傷つけない限りにおいて、物質的公平化は正当化されるべきである。例え相対的に貧しくとも、 

生活に十分な安らぎと満足を覚えるひとの格差を是正しなければならないとは言えない。 

本書のメッセ―ジは、物質的に公平な社会とは、善き社会の一断面に過ぎないということ、その公平化の

程度で競い合う政治にピリオドをうつべきだということだ。財政の原理として問いたいのは配分的正義と矯

正的正義の新しい調和であり、物質的な不平等に執着する社会を乗り越える可能性である。 

 財政の原理は明白である。財政再建とは目的で無く、人間の尊厳を何よりも大切にし、信頼しあえる社会

が導き出す結果に過ぎない。おわり 

 財政が問題だ。国は７８０兆、地方が１４２兆円の公債があるという、これ以外の借金、政府保証債等を 

加えると、１，０００兆から１，２００兆円の借金とも言われている。（国の場合を例えると年収４８０万、

借金の返済費用２１５万、生活費７００万、親戚から新たな借入れ４４０万という家族だ） 

一体これはどう受け止め、どう考えれば良いのだろうか、そう思って、国債をめぐっての論を調べた。 
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 例えば、国債の残高を上回る国民の金融資産が１，５００兆以上あるから問題ないという説がある。これ

は、国家の側に立った議論で、極端に言えば、国は徴税権があるから、それを使って資産課税、預金封鎖で

もすればいいだけで、問題ないと言う。金を借りている相手が親戚の金持ちで、言う事聞く奴だから、問題

ないというのだから、乱暴な議論だ。国家と個人の区別が出来ていない。 

ただ、今回の消費増税は政治が徴税権を使えるか、試された出来事だったのは確かだ。それが出来ないと

なると市場がどう反応するか予想はつかなかったくらいだ。又、金融資産には株式があり、その価額は変化

するので、株価によっては金融資産が下回る事もありうる。その上、一説には、このままこの財政赤字が続

けば２０６０年には８０００兆円になると試算が出ている。その時、国民の金融資産がその額まで積みあが

るのだろうか、外国からの投資を受けるのか、それともアベノミクスで日銀が買い続けるのだろうか、そこ

まではともかくとしても、現在でも、国債の残高は GDPの２倍を超えているのだから、国債の暴落（金利上

昇）が起こり、利払いがやっととなる等、更なる借金の増大が起きないとも限らない。言われているように

ハイパ－インフレの懸念もある。震災後の貿易収支の赤字は円安要因で良い傾向にしても、それが進んで、

円安恐慌で、物価高を迎えかねないだろう。そうなれば、国民の金融資産などひとたまりもない。 

 所謂、大蔵省陰謀説で、増税を行おうとするため、国の借金を声高に言っているだけという説もある。役

人が利権を守るために脅かしているだけで、日本国は借金もあるが、世界一の金持で４００兆を超える金融

資産あるから問題ない、というのだ。これは、よくわからない説だ。国のバランスシ－トが出たと言うが、

これだけ規模が大きいともはや正確に確かめられない。韓国、中国程ではないが、政府の貸付金や埋蔵金が

実際にあるのか、不良債権化しているのか確かめられない事だろうと思う。 

 プライマリーバランス（新たな借り入れを返している額より少なくする）を改善にするため、大増税時代

に入ると言われている。消費税は欧州並みに２０％台を目指し、高所得者の所得税の増税、相続税等の資産

課税の増税が云われている。そのくせ、株式対策としか思えない法人税減税を政府は目論むのだから良くわ

からない。世代間格差と破綻回避から年金の引き下げが言われている。又、工場の海外移転どころか資産フ

ライトも噂される。 

現在、政府は、貿易収支のマイナスによるものか、アベノミクスの金融緩和によるものか、議論があるも

のの円安を実現した。又、賃金の上昇のきざしもあるし、ミスマッチからかも知れないが、雇用も回復して

いる。もっとも、実質賃金の低下、労働時間、ブラック企業等労働環境は悪化している。労働基準法遵守こ

そ最大の景気対策だというのに。世界中でデフレ、金余り続いている中、アベノミクスの政策自体の評価は

別として、景気回復、デフレ克服等、政策が一部成功しているのは確かだ。ただ、未だに金融政策に偏り、

財政政策がないので、株式市場が賑わい、一種のバブルの傾向になり始めている。 

 そもそも、史上最高の国民の金融資産の中での、史上最高の財政赤字とは何だと考える。税で取られるは

ずだった金が国民の金融資産になり、その資産を国民は、国と云うもっともリスクのある所への投資である

ことを知りながら銀行に預けた。投資先を失っている銀行はリスクと自己の責任逃れで国債を買い、国はそ

れを溜め込んだり、利権の材料にしたりして、国民に使っているという状態だ。それで、この行く末はどう

なるだろう、恐らくあの戦争と結末は同じだ、国民も指導者も無責任のまま行くところまで行くのだろう。

それが、どうなるかは起きた結果しか説明できない学問にはわかることではないのだろう。 

 私の知る大雑把な問題点だが、いろんな説明聞いても納得いかない。経済こそ倫理とは違って、立場、利

害、イデオギー、考え方によって捉え方が異なり、俺自身はよくわからないというのが結論だ。 

ただ、ここまで考えると、そもそも、金というものについても考えてみる。金は多分支払いをする時その

対象だけが実体なのだろう。それ以外の借金やら資産やらは、意味付ける限りにおいて、その意味を持つの

であって、それ自体は何等の価値も無い、虚構であり、観念論なのだ。借金や資産の本質を問うことのでは
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なく、自分の利害、イデオギー、考え方によって意味付け、位置付けするしかないのだろう。それなのに自

分の利害や考え方を日々問い、金の意味を考える事を怠っているようだ。 

 

                                       （了） 


