
	 一一年度の厚生労働省一般会計歳出は二八兆九六三八億円で前年度より一兆四〇七七億円増

（五・一％増）です。そのうち社会保障関係費は二八兆五一五三億円増（五・三％増）で、他省

庁も含めた社会保障費の全体は二八兆七〇七九億円で前年度比一兆四三九四億円増(五・〇％増)
となっています。 
	 自公政権の社会保障削減路線による「傷跡」を修復し、国民が安心できる社会保障を構築する

ため抜本的な改革が求められています。危機的な国保の立て直しのための国庫負担引き上げ、障

害者自立支援法の応益負担の見直しなどは国民の切実な要求となっています。一一年度予算案は

これらの重要課題に事実上全く手をつけませんでした。また、社会保障費の自然増は認めたもの

の、それ以外の国民生活にかかわる補助金・負担金は今年度に引き続き大幅削減されました。 
 
●医療 
［新しい高齢者医療制度］ 
	 高齢者医療制度改革会議報告が出され①七五歳以上のうち一二〇〇万人は市町村国保に加入、

二〇〇万人は被用者保険に移行。七五歳以上の国保は現役世代と別会計。都道府県単位で運営。

②国保は一八年度を目標に都道府県単位化。③七〇～七四歳の窓口負担を一三年度以降に七〇歳

になる人から順次、二割に引き上げ。七五歳以上の低所得者に対する保険料軽減措置の縮小。④

現役世代の拠出金額は加入者の給与水準に応じた「総報酬割り」に変更という現在の後期高齢者

医療制度の新しい高齢者医療制度を示しました。七五歳以上の高齢者を別勘定にするという現在

の後期高齢者医療制度の看板のかけかえに過ぎない上、国の財政負担をさらに減らすものとなっ

ています。 
一方で新しい制度には運営主体とされた都道府県が強く反対しており、国は都道府県の協議の

場を設けて調整をする方針ですが、一月までに第一回をおこなう以降を示していましたが日程は

具体的に決まっておらず法案提出の目処は立っていません。また民主党内に一斉地方選挙を控え

負担増への反発もあり、実際にどのような法案となるか現段階では不確定です。このような動き

も受けて当初一三年四月とされた新制度の施行時期も一四年三月にずれる見通しです。 
 
［国民健康保険税（料）の旧ただし書き方式への一本化など］ 
	 税制の各種控除の廃止・縮減が国保料（税）額に影響を与えないような制度にしていくという

理由で、一三年度から住民税方式を廃止して旧ただし書き方式に一本化することにしました（図

の②）。そのための地方税法改正案が通常国会に提出される見通しです。旧ただし書き方式は住

民税方式と違い扶養控除、配偶者控除、障害者控除、社会保険料控除などがないため、夫婦世帯、

子育て世帯など家族の多い世帯や障害者世帯などで負担が重くなります。住民税方式を採用して

いるのは三七自治体ですが、東京二十三区（今年四月から旧ただし書き方式に移行）や横浜市な

ど大規模な自治体が多いため国保世帯数で見ると三百三十万世帯で全国保世帯の一五％強とな

ります。 
	 東京都二三区は今年四月に住民税方式から旧ただし書き方式へ移行を予定していますが、板橋

区の試算では加入世帯の三一・九％、二人以上の世帯の六八・六％の世帯が負担増に、四人世帯、

五人世帯では全てが負担増になります。給与所得者で年収二五〇万円の四人家族の場合、現行で



は年十二万七六八〇円の保険料が、「旧ただし書き方式」に変更すると二二万七九九六円（一・

八倍）、「経過措置」を適用しても一五万二七五九円（一・二倍）です。 
	 扶養家族が多い、障害者世帯など生活費の支出が多く生活が大変な世帯ほど重い負担がのしか

かることになります。 
	 この改正にあわせて自治体独自の保険料（税）減免制度の財源に保険料をあてることが「でき

る」という改定もおこなわれようとしています（図の③）。これまで自治体が独自軽減策をとる

場合に一般会計など国保会計以外のところから財源繰り入れをするしかありませんでした。この

改定によって減免分を他の方の保険料で穴埋めすることになれば国保料（税）はさらに上昇する

ことになります。一般会計繰入れをやめ、保険料引き上げに転嫁する方針の具体化といえます。 
	 今後、厳しい地方財政の現状を考えると各自治体の独自保険料減免財源を一般会計から保険料

（税）に切り替えていく動きがでてくることが予想されます。今回の改正は「できる」規定であ

り「独自減免をする場合でも財源は保険料の範囲内でしなければならない」と自治体に義務づけ

られたわけではなく、各自治体のたたかいで跳ね返していくことが求められます。 
	 また国保料(税)の賦課(課税)限度額が引き上げられました。（表１） 
	 国保料(税)の所得割を住民税方式で算定している自治体において年少扶養控除の廃止・特別扶
養控除の縮減によって子育て世代の国保料に影響をあたえないよう一三年度は調整控除が導入

されます。（図の①） 

 
 
 
［二年連続の協会けんぽの保険料引き上げ］ 
	 今年度に引き続き中小企業の従業員が加入する協会けんぽ（旧政管健保）の保険料の値上げが



おこなわれます。全国平均で保険料率は九・三四％から九・五〇％となり、標準報酬月収二八万

円（協会けんぽの平均）の場合、月額約四五〇円（労使折半）の負担増となります。（表２）そ

して国庫補助率が引き上げられなければ来年も保険料はさらに大幅に上昇します。協会けんぽを

運営する全国健康保険協会の試算では九・八~九・九％となる見込です。（標準報酬月収二八万

円の場合月額八四〇~一一二〇円（労使折半））また、介護保険二号被保険者（四〇歳以上）の

介護保険料率も〇・〇一％増の一・五一％となります。 
	 民主党政権は今年度、協会けんぽへの国庫補助率を一三・四％から一六・四％に戻しました。

しかし、協会けんぽへの国庫負担率は法律で一六・四~二〇％と決められており、運営主体であ

る全国健康保険協会などは、保険料率の上昇を抑えるため法律の上限である二〇％まで国庫補助

率を引き上げるよう求めていました。 
 
表１）国民健康保険料（税）の賦課（課税）限度額の引上げ  

  
※	 平成２２年度は、基礎賦課（課税）額を３万円引き上げて４７万円から５０万円に、後期高

齢者支援金等賦課（課税）額を１万円引き上げて１２万円から１３万円とされた。	 

 
 
表２）１１年度の協会けんぽの保険料（都道府

県別、４月徴収分から適用） 

     変更後 （現行） 

平均保険料率 9.50% (9.34%) 

北海道 9.60% (9.42%) 

青森県 9.51% (9.35%) 

岩手県 9.45% (9.32%) 

宮城県 9.50% (9.34%) 

秋田県 9.54% (9.37%) 

山形県 9.45% (9.30%) 

福島県 9.47% (9.33%) 

茨城県 9.44% (9.30%) 

栃木県 9.47% (9.32%) 

群馬県 9.47% (9.31%) 

埼玉県 9.45% (9.30%) 

千葉県 9.44% (9.31%) 

東京都 9.48% (9.32%) 

図）国民健康保険料の所得割算定方式等の変更（→別紙ファイル） 
 
表１）国民健康保険料（税）の賦課（課税）限度額の引上げ  

 
※ 平成２２年度は、基礎賦課（課税）額を３万円引き上げて４７万円から５０万円に、

後期高齢者支援金等賦課（課税）額を１万円引き上げて１２万円から１３万円とされた。 
 
表２）１１年度の協会けんぽの保険料（都道府県別、４月徴収分から適用） 
★ 後送 ★ 
 
表３）障害者自立支援法改正法の施行日（主なもの） 
障害者の範囲の見直し（発達障害が自立支援法の対象で

あることの明確化）／児童デイサービスを２０歳まで利

用できるようにする 

２０１０年１２月１０日に施行済 

グループホーム・ケアホーム家賃助成／同行援護（重度

視覚障害者の移動支援） 
２０１１年１０月１日 

障害児施策の改正／利用者負担に関する改正規定／サ

ービス等利用計画を支給決定の参考にする 
２０１２年４月１日 

 
 
表４)2011年度の年金額、保険料等（月額） 
 2011年年金額 2010年年金額 保険料・率 
国民年金（老齢基礎年金）４０年間

納付した場合 
65,742円 66,008円 15,020円 

厚生年金（標準モデル） 231,650円 232,592円 16.412％（※） 
障害年金（１級）＝老齢基礎年金×

１．２５ 
82,508円 82,258円  

障害年金（２級） 65,742円 66,008円  
※ 労使折半 2011年 9月～2012年 8月のもの（2012年 10月徴収の保険料から変更）。2011
年 8月までは 16.058％。 

 
表６）年金引き下げにともなって引き下げられる給付（別紙ファイル） 
 



神奈川県 9.49% (9.33%) 

新潟県 9.43% (9.29%) 

富山県 9.44% (9.31%) 

石川県 9.52% (9.36%) 

福井県 9.50% (9.34%) 

山梨県 9.46% (9.31%) 

長野県 9.39% (9.26%) 

岐阜県 9.50% (9.34%) 

静岡県 9.43% (9.30%) 

愛知県 9.48% (9.33%) 

三重県 9.48% (9.34%) 

滋賀県 9.48% (9.33%) 

京都府 9.50% (9.33%) 

大阪府 9.56% (9.38%) 

兵庫県 9.52% (9.36%) 

奈良県 9.52% (9.35%) 

和歌山県 9.51% (9.37%) 

鳥取県 9.48% (9.34%) 

島根県 9.51% (9.35%) 

岡山県 9.55% (9.38%) 

広島県 9.53% (9.37%) 

山口県 9.54% (9.37%) 

徳島県 9.56% (9.39%) 

香川県 9.57% (9.40%) 

愛媛県 9.51% (9.34%) 

高知県 9.55% (9.38%) 

福岡県 9.58% (9.40%) 

佐賀県 9.60% (9.41%) 

長崎県 9.53% (9.37%) 

熊本県 9.55% (9.37%) 

大分県 9.57% (9.38%) 

宮崎県 9.50% (9.34%) 

鹿児島県 9.51% (9.36%) 

沖縄県 9.49% (9.33%) 

   介護分（全国一律） 1.51% (1.50%) 

 



 
［地域医療にかかわる事業の削減］ 
	 今年度に引き続き救急医療、周産期医療など地域医療に関する事業費・補助金が削減されまし

た。「地域医療確保対策の推進」は四三五億円(一〇年度五二四億円)、「救急医療・周産期医療の
体制整備」は二〇七億円(二三八億円)と大幅削減です。	 地域の医師不足対策のため医師派遣な
どを行う地域医療支援センターは概算要求時には全都道府県実施の予定でしたが要求額一七億

円に対して予算化は五・四億円にとどまり先行的に県内の地域偏在が大きい、僻地・無為地区が

多いなどの一五の都道府県で行うことになりました。また、救命救急センターへの補助金など救

急医療体制の整備として十億円減の五三億円、周産期医療センターに対する補助金は一六億円減

の七一億円となっています。 
地域の中核的医療機関である国立病院機構の診療事業に対する交付金が災害医療以外は国立

病院機構の黒字を理由に全廃されてしまいました。廃止されたものには産科医師確保、救命救急

センター・周産期センターに対する補助金相当分もふくまれており、国立病院機構のこれらの医

療体制への影響を継続的に検証する必要があります。 
 
［肝炎対策］ 
	 集団予防接種によるＢ型肝炎訴訟の和解交渉がはじまりました。発症から二〇年を過ぎた慢性

肝炎発症者の問題など国と原告団の間で隔たりの大きい問題も残っていますが解決に向けて交

渉がはじまったのは国民の世論と被害者自身のたたかい成果です。一方、国は賠償・救済費用を

著しく過大に見積もり、その費用をまかなうための増税を示唆し、原告と国民の間に分断をはか

ろうとしています。差別と偏見に苦しめられてきた被害者をさらに苦しめるのではなく、過去に

何があったのかＢ型肝炎患者がどれほど苦しんできたのか国民に知らせ理解を広げることこそ

求められます。 
	 肝炎患者がおこなうインターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成は引

き続きおこなわれます。新規に肝炎患者など治療が必要となった方に対して肝炎患者支援手帳の

配布や、市町村の保健師や医療機関の看護師、企業の健康管理担当者を対象として検査の受検勧

奨や治療を受ける必要のある方に対する受診勧奨、肝炎に関する知識の習得のための研修事業を

おこないます。 
	 一〇年度補正予算で地域の医師会などと連携した出張型の肝炎ウィルス検査を実施します。地

域の実情に応じて特定健診との同時実施も可能となる柔軟な仕組みとしています。また四〇歳以

上の五歳刻みの方を対象として、個別勧奨検診事業が新規におこなわれます。実施方法の詳細は

決まっていませんが、個人負担なしで実施する予定です。四〇歳以上の方が全員検診をうけられ

るよう少なくとも五年以上継続することが求められます。 
 
［がん対策の促進］ 
	 がん治療の均てん化のため引き続き医師などへの研修をおこなうがん診療連携病院機能強化

事業等がおこなわれます。市町村による四〇歳から六〇歳までの五歳刻みの方を対象に無料クー

ポン券等を送付し、希望者には大腸がん検査キットを直送する等しておこなう大腸がん検診事業



がおこなわれます。がんワクチン療法の実用化に向けた臨床開発研究事業がおこなわれます 
 
［インフルエンザ対策の推進、細菌性髄膜炎・子宮頸がんに関するワクチン助成など］ 
	 インフルエンザ対策など感染症対策予算は昨年度と比較して大きく減っていますが、主に人工

呼吸器・簡易陰圧施設などに対する保健衛生整備費が減少したことによるものです。また一〇年

度補正予算で強毒性の新型インフルエンザの発生に備えた備蓄プレパンデミックワクチンの一

部が期限切れとなっているので新たな備蓄をおこないます。 
	 一〇年度補正で地方自体がおこなう小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、子宮頸がんワク

チンの接種事業に対する補助事業をおこなうため都道府県に基金が作られました（当面一一年度

まで）。一一年度は全市区町村が事業実施をおこなう前提で予算が計上されています。また、市

町村負担は事業費の二分の一ですがこの部分について厚生労働省は交付税措置を要求していま

す（一〇年度は措置済み）。市区町村が予防接種助成制度を作らなければ当該住民は国の制度を

利用できない仕組みとなっており、全市区町村で制度作りが求められます。なお、「公費カバー

率は九割」となっていますが、この趣旨は補助単価の九割または実際にかかった費用のうち低い

額を補助対象とするということです。工夫次第で全事業費を補助対象とすることは可能ですし、

予防接種の効果を上げるためにもできる限り自己負担無しで事業化するよう求めていく必要が

あります。 
 
●障害者 
	 昨年十二月、障害者や家族、障害者自立支援法違憲訴訟原告・弁護団の強い反対の声を押し切

って自民・公明・民主党・みんなの党の提案による障害者自立支援法「改正」法が成立しました。

同「改正」法は自公政権下で作成された障害者自立支援法をベースにしたもので、自殺者まで出

した応益負担制度や障害児者施設の経営危機を招いている日払報酬制度を温存するなど障害者

自立支援法の延命につながりかねないものです。また障害児施設一元化による再編など、新たな

混乱を招きかねない内容が含まれています。 
	 二〇一一年度予算の障害保健福祉関係予算は、この障害者自立支援法「改正」法の具体化をす

すめる一方、障害者とその家族が強く求めていた自立支援医療の低所得者の負担軽減はおこなわ

れませんでした。 
逆流を許さず一三年八月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法の制定を約束し

た「基本合意」を実施させてなければなりません。 
	 障害者自立支援法「改正」法のうち施行日が定まっていなかった改正部分の施行日が公表され

ました。一〇月一日からはじまるグループホーム・ケアホームの家賃助成は一万円が上限となり

ます。（表３） 
 
 
 
 
 



表３）障害者自立支援法改正法の施行日（主なもの） 
障害者の範囲の見直し（発達障害が自立支援法の対象で

あることの明確化）／児童デイサービスを２０歳まで利

用できるようにする 

２０１０年１２月１０日に施行済 

グループホーム・ケアホーム家賃助成／同行援護（重度

視覚障害者の移動支援） 
２０１１年１０月１日 

障害児施策の改正／利用者負担に関する改正規定／サ

ービス等利用計画を支給決定の参考にする 
２０１２年４月１日 

 
［地域生活支援事業は据え置き］ 
	 障害者自立支援法にもとづく障害福祉サービス・補装具提供のため障害者自立支援給付費負担

金として前年度比六二七億円増（一〇・六％）の六五一四億円を計上しました。また、障害児施

設にかかる給付費等の確保のため前年比七一二億円を計上しました。 
	 地域生活支援事業に必要な経費として前年度比五億円増の四四五億円を計上しました。しかし、

この四四五億円には新規事業である「障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事

業」の地域安心生活支援体制強化事業(後述)の一〇億円がふくまれています。重度の視覚障害者
の移動支援が「同行援護」として一〇月から実施される分の減額を考慮すると実質的には今年度

と同水準です。障害者の地域生活を支えるため地域生活支援事業の強化が求められており地域生

活支援事業の抜本的な増額が必要です。 
 
［地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備］ 
	 施設や病院からの地域移行や障害者の地域生活充実をはかるため地域の住まい整備や地域生

活支援の強化、精神障害者への訪問支援事業をおこないます。 
	 市町村が障害者の地域生活を支えるための施策を盛り込んだ地域移行支援計画を策定。それに

もとづき夜間も含めて緊急対応をおこなう緊急相談支援事業や緊急一時的な宿泊の提供事業を、

移動支援やコミュニケーション支援等地域生活支援事業と一体的に体制整備をおこなう地域安

心生活支援体制強化事業を地域生活支援事業の枠内でおこないます（一〇億円、一〇〇カ所。補

助率は五〇％）。意欲のあるところに対する重点的な支援と厚生労働省は説明していますが、地

域生活支援事業は財政能力の差などを原因とする自治体間格差が大きな問題となっています。意

欲のあるところへの支援も必要ですが、事業費を抜本的に増額して地域生活支援事業全体の底上

げをはかる必要があります。 
	 また精神障害における未治療者、治療を中断している重傷の患者などへの多職種チームでの訪

問活動や研修などを実施します。グループホーム・ケアホームなどの「住まい」の整備（都道府

県の障害福祉計画の一一年度末の目標八・三万人を達成）、生活介護・自立訓練・就労移行支援

などの日中活動系サービスの整備をおこないます（八三億円）。 
 
［障害者虐待防止など］ 
	 地域の関係機関協力体制や支援体制の強化を図る「障害者虐待防止対策支援事業」は四・一億



円（昨年度四・七億円）となりました。障害者虐待防止法がないため消極的な自治体が多く実施

箇所が想定より少ないため減額となりました（今年度は四七カ所を想定していましたが一一カ所

にとどまりました）。実施箇所を増やすため今年度は実施主体を市町村にも拡大します。 
	 都道府県において精神障害者の退院に向けた準備の支援等を行う地域移行推進員を配置する

「地域移行・地域定着支援事業」は、都道府県が十分な人員を配置せず執行残が大きかったため

今年度より大幅に事業費を減らしました（一七億円から六・七億円）。また精神科救急医療体制

の充実のための空床確保事業で国は補助単価を引き上げましたが、自治体は財政難のため、国に

あわせて補助額を引き上げず執行残が大きかったため昨年度から事業費を減らしています（二三

億円から一八億円）。補助率を引き上げるなど財政難の地方自治体への配慮が求められます。 
	 福祉・介護人材の処遇改善事業（一一年度まで）として〇九年度補正予算で都道府県に基金が

設置されています。一二年度以降の取り扱いが不明等の理由で障害者分野の直近の申請率は約七

三％にとどまっています。 
 
［発達障害者への取り組み］ 
	 新たに発達障害者等に関する知識を有する専門員が、保育所等の施設・親が集まる場を巡回し

て施設のスタッフや親に助言等を市町村がおこなう事業を始めます（一・六億円。六六カ所）。 
 
●難病対策 
	 難病の診断・治療法の開発を目的とした難治性疾患克服研究事業費は二〇億円の大幅減額とな

り八〇億円となりました。難治性疾患克服研究事業費とは別に特別枠であるライフ・イノベーシ

ョンプロジェクトの難病枠二〇億円とあわせて難病関係研究予算としては今年度と同額の一〇

〇億円を確保しました。 
難病研究について政府の総合科学技術会議（議長は菅直人首相）からランク最低の「減速」（既

存の実施計画を減速又は見直すべきもの）と評価され、大幅に減額されるのではないかと心配さ

れていましたが、関係者の強い働きかけもあり難病関係研究予算としては昨年度と同額を確保し

ました。ただ従来、難治性疾患克服研究事業としてすすめられてきた研究費の減少は避けられず、

特別枠の二〇億円を活用して研究の後退を招かないよう研究を行っていく必要があります。 
慢性疼痛の研究基盤の形成、情報収集、画期的な診断・治療法の開発等ための慢性の痛み対策

研究事業を開始します。 
難病への治療費助成を行う特定疾患治療研究事業は二八〇億円（前年度比八億円増）、小児ガ

ンなどを対象とする小児慢性特定疾患治療研究事業は一二八億円（前年度比一四億円増）となり

ました。特定疾患の対象は現在五六疾患ですが、対象を広げるかどうかは未定です。また、患者

団体等を対象として患者の体験談等の文書化に寄る患者の実態把握調査、患者団体向けの運営管

理研修等の支援事業を行います。 
 
●年金 
政府と民主党がすすめようとしている「税と社会保障の一体改革」では年金制度のあり方も議

論されることになります。現在段階的に六五歳に引き上げられている年金支給年齢について「税



と社会保障の一体改革」を担当する与謝野馨経済財政担当相は一月二一日の新成長戦略実現会議

で、「『人生九〇年』を前提として定年延長を考え、同時に年金の支給開始年齢を引き上げること

も考えられる」とのべ、さらに引き上げる可能性に言及しました。この発言に批判が集中、その

直後、与謝野氏本人が「当面の社会保障・税一体改革において年金支給開始年齢延長を検討する

旨を述べたものでは全くない」とコメントを発表し、閣僚などから同様の発言が相次ぎ否定に躍

起になっています。しかし、与謝野氏はその後、「別の課題としてやらなきゃいけないだろう」

と発言しており、支給開始年齢の引き上げそのものについてあきらめていません。 
高齢者の就職は厳しく、いまでさえ、定年になった後、六五歳まで「どうやって暮らしていく

のか」は切実です。支給開始年齢の引き上げではなく大企業・高額所得者優遇の税制を改めるこ

となどによって必要な財源を確保していく必要があります。 
 
［年金の引き下げ］ 
	 一〇年の全国消費者物価指数は対前年比でマイナス〇・七％となりました（総務省一月二八日

発表）。 
〇四年の年金制度「改正」で〇五年以降は物価が下落しても〇五年水準を下回らなければ年金

額のマイナス改定は凍結されます。逆に物価が〇五年水準を下回った場合、その下回った分だけ

マイナス改定が行われます。このマイナス改定凍結分は将来の物価上昇時に精算されます。また

マクロ経済スライドによって、被保険者数と平均余命ののびを勘案して年金給付を抑制する仕組

みも導入されています。 
	 一〇年の消費者物価指数は〇五年水準を〇・四％下回ったため、その分、年金額は引き下げら

れることになります。また物価指数の下落率はすべて年金額引き下げに反映されていません。こ

の物価スライド凍結分〇・三％と過去の凍結分二・二％とあわせた二・五％が、将来の物価上昇

時に精算されることになります。年金の引き下げにともなって児童扶養手当、特別児童手当、被

爆者に対する健康手当も〇・四％減額されます。（表４、５、６） 
	 国民年金の保険料は〇五年四月から毎年二八〇円ずつ引き上げ一七年度に一万六九〇〇円に

固定されます。ただ実際の保険料は二年前の物価と名目賃金の状況によって調整される仕組みで、

一一年度は〇五年以降初めて八〇円引き下げられ一万五千二十円になります。これは〇九年の物

価上昇率（前年比マイナス一・四％）や〇六年～〇八年の実質賃金（年平均でマイナス一％程度）

から計算されたものです。 
	 厚生年金の場合も〇四年一〇月から保険料率（労使折半）を毎年〇・三五四％ずつひきあげ、

一七年九月から一八・三〇％に固定されます。一一年九月から現在の一六・〇五八％から一六・

四一二％に引き上げられます。 
	 年金給付費国庫負担金は一〇兆三七五六億円（今年度一〇兆一二五七億円）となりました。そ

のほとんどは基礎年金の二分の一繰り入れに対応するものです。 
	 基礎年金への国庫負担二分の一を引き続き維持するため、二・五兆円の財源が必要となります

が、一一年度は外国為替資金特別会計、財政投融資特別会計からの繰り入れや鉄道建設・運輸施

設整備支援機構の利益剰余金を国庫に返納させる財源措置がおこなわれました。この措置は今年

限りのもので一二年度以降、国庫負担二分一を継続するため新たな財源確保が必要となります。 



 
表４)2011年度の年金額、保険料等（月額） 
 2011年年金額 2010年年金額 保険料・率 
国民年金（老齢基礎年金）４０年間

納付した場合 
65,742円 66,008円 15,020円 

厚生年金（標準モデル） 231,650円 232,592円 16.412％（※） 
障害年金（１級）＝老齢基礎年金×

１．２５ 
82,508円 82,258円  

障害年金（２級） 65,742円 66,008円  
※	 労使折半 2011年 9月～2012年 8月のもの（2012年 10月徴収の保険料から変更）。2011年

8月までは 16.058％。 
 

 

年金引き下げにともなって引き下げられる給付 
 

  

母子家庭・父子家庭などに対する給付	 
平成 22 年度	 

	 (月額)	 

平成 23 年度	 

	 (月額)	 

児童扶養手当	 

〔子１人、全部支給の場合〕	 

	 

41,720 円	 

41,550 円	 

(▲170 円)	 

    
 

障害者などに対する給付	 
平成 22 年度	 

	 (月額)	 

平成 23 年度	 

	 (月額)	 

特別児童扶養手当	 

(1 級)	 50,	 750

円	 

	 

(2 級)	 33,	 800

円	 

(1 級)	 50,	 550 円	 

	 (▲200 円)	 

(2 級)	 33,	 670 円	 

	 (▲130 円)	 

特別障害者手当	 
26,	 440 円	 

26,	 340 円	 

(▲100 円)	 

障害児福祉手当	 
14,380 円	 

14,330 円	 

(▲50 円)	 

※	 この他、経過的福祉手当がある。	 
  

   

原子爆弾被爆者に対する給付	 
平成 22 年度	 

	 (月額)	 

平成 23 年度	 

	 (月額)	 

健康管理手当	 

	 

33,	 800 円	 

33,	 670 円	 

(▲130 円)	 

※	 この他、医療特別手当、保健手当などがある。	 
 

 



表５）国民年金保険料免除額と年金額（保険料額は１１年４月から） 

全額免除 年金額１／２ 
4分の 1納付（保険料：3,760円	 ） 年金額５／８ 
2分の１納付（保険料：7,510円） 年金額６／８ 
4分の３納付（保険料：11,270円） 年金額７／８ 
 
［年金記録問題］ 
会社員などサラリーマン世帯の主婦(夫)は国民年金の三号被保険者となり保険料納付義務はあ

りません。一方、夫の失業や脱サラ、本人の収入が多くなって扶養をはずれる場合は届出をして

国民年金に加入（1 号被保険者）し国民年金保険料納付が義務づけられています。昨年、届出が
なされないまま三号の記録になっている人が数十万人から一〇〇万人もいることが判明。厚生労

働省は今年一月から、こうした方に対して過去二年間の国民年金保険料を請求するものの、それ

以前は三号被保険者に該当しない期間でも三号被保険者とする救済策を実施しています。（「運用

三号」） 
	 年金記録問題への対応として紙台帳とコンピューター上の年金記録の突き合わせを全国二九

拠点ですすめます。現在稼働中のインターネットで年金記録の確認できるシステムを強化し、保

険料納付額の表示や年金見込額の試算ができるようにします。また、各市町村で年金記録の提供

をおこなうサービスを実施します。「事業仕分け」の結果、被保険者に対して年金加入期間など

を送付する「ねんきん定期便」は、二〇一二年度以降に可能な方からインターネット上での確認

へ移行する方向です（郵便送付も残す方向）。 
 
［収納対策の強化］ 
	 〇九年度の国民年金の保険料収納率は過去最低となりました。国民年金の加入勧奨のため年金

機構準職員を四六〇人増員、電話や手紙、訪問による納付督励などの民間委託、強制徴収の強化

（最終催告状送付後の手続を着実に実施）など国民年金収納率対策を強化します。また厚生年金

保険料についても収納対策要員を確保など体制の強化や年金事務所ごとの行動計画の策定など

収納対策の強化をはかります。 
 
［所在不明高齢者対応など］ 
	 昨年は住民基本台帳に登録されていながら所在が不明となっている高齢者の存在が社会問題

となりました。現在、住基ネットを利用して現況確認できる方（受給者情報と住基ネット四情報

（氏名、生年月日、性別、住所）が一致する方、住基コードを登録した方）は郵送による現況届

は不要となっています。七六才以上の高齢者を対象として一年以上医療を受けていない高齢者の

情報を後期高齢者医療広域連合から入手し、その方たちに対して受給者情報の住所地に現況届を

郵送することによって所在確認をおこなうことになります。 
 
●生活保護など 
	 〇九年度の生活保護費は初めて三兆円を超え総額三兆七二億円（国負担分二兆二五五四億円、



地方負担分七五一八億円）となりました。受給世帯も過去最高の一四一万世帯。このうち、病気

や障害が無い若年世帯は二三万世帯で、二年で倍増しました。これはリーマンショックを契機と

した派遣切りや非正規労働者の解雇などによる失業者が大量に発生したためです。当初、地方自

治体や国は生活保護での若年失業者を救済することに消極的でしたが、〇八年末の年越し派遣村

などを契機としてこの態度にも変化が見られます。 
	 一方で政令指定都市の市長で構成する指定都市市長会は昨年一〇月に国に「社会保障制度全般

のあり方を含めた生活保護制度の抜本的改革の提案」を行いました。急増している失業による稼

働年齢層(一六～六五歳)の生活保護受給者に対して「集中的かつ強力な就労支援制度」を導入、
ボランティアや軽作業などのプログラムへの参加を義務づけ、さらに三年あるいは五年で「自立

に向けて最大限の努力を行ったか」を判断し保護を続けるかどうか判断する事実上の有期保護制

度の導入を提言しています。また、生活保護費の約半分を占める医療扶助に対する自己負担の導

入なども提言しています。 
	 この提言に対し生活保護問題対策全国会議など十二団体は昨年十月、「やっと生活保護による

救済が始まった失業者やワーキングプア層を生活保護から排除する危険な構想」「生存権を保障

した憲法二十五条に明確に違反し、生活保護制度という最後のセーフティネットを事実上崩壊さ

せ、餓死者などを出しかねない」と提言の撤回を求める反対意見書をあげています。 
	 このように関係者などの強い批判があるにもかかわらず、政府はこの指定都市市長会の提言を

うけ生活保護のあり方に関する地方（知事会、市長会、町村会など）との協議の場を三月までに

立ち上げ、「稼働能力のある生活保護受給者の急増」「生活保護受給者を利用した不正事件の頻発

等」に対する対策を検討し、生活保護法を改正する方針です。（通常国会への提出を検討中）ま

た、この検討結果を政府が検討している税と社会保障の一体改革にも反映させる考えです。失業

や貧困が政治と社会の大問題となるなかで、最後のセーフティネットである生活保護制度の空洞

化は許されません。 
	 生活扶助基準の引き上げも急務です。昨年の猛暑で低所得者・生活保護世帯の熱中症対策が問

題となりました。長妻前大臣は田村智子参議院議員の質問に対して夏期加算を検討すると答弁し

ました。来年度、生活扶助基準の検証が始まります。この中で全国消費実態調査に加えて家計調

査の特別集計をおこない生活費の季節変動についても検討されます。昨夏おこなわれた生活保護

世帯の生活実態と意識に関する調査も近々公表される予定です。民主党政権が復活に背を向けて

いる老齢加算の復活、夏期加算創設など生活扶助基準を引き上げさせなければなりません。 
	 生活保護世帯の増加にともなって地方自治体の負担も増加しており、これが生活保護申請その

ものを受け付けない「水際作戦」の要因の一つであり、国庫負担割合を八四年以前の八〇％に早

急に戻しさらに国庫負担割合の引き上げが求められます。 
 
［貧困・困窮世帯、保護世帯の居場所づくり］ 
「生活保護受給者の社会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会」報告書も受けて生活

保護受給者への農作業やものづくりなどの就労経験、公園緑化・清掃活動など社会参加事業など

社会経験の機会の提供、生活保護世帯の子どもへの学習支援などを NPO 法人、財団・社会法人
に委託して全額国庫負担でおこないます。 



また一〇年度補正予算で、低所得世帯を対象とした「生活福祉資金貸付事業」において、多重

債務者等からの相談体制の整備や債務整理資金の貸し付け等をおこないます（五百億円）。また

これまでのホームレス対策事業を拡充し、「職」と「住まい」を失うなど支援がなければホーム

レスとなるおそれのある方等に対して貧困・困窮者の「絆」再生事業を行います。ＮＰＯ等民間

支援団体の力を借りながら施設における短期的な支援から個別的・継続的に総合相談や緊急一時

宿泊施設の提供等をおこないます（百億円）。住宅手当の支給など「住まい対策」について事業

資金の積み増しはおこなわなかったものの事業期間を一一年度まで延長します。 
 


