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2009年度予算政府案では、重要課題推進枠から社会保障等に775億円（医師確保・救
急医療対策304億円、難病対策76億円、新型インフルエンザ対策69億円、がん対策43
億円、等）が充当されることになった。この点については、厚生労働関係議員を中心とし
た政府与党の医療再建に向けた尽力もあり、感謝するとともに評価する。しかし、社会保
障費年2,200億円の削減は撤回されなかった。

社会保障費の年2,200億円の削減をあらためて振り返ってみると、「基本方針2006」ま
での過去5年間（2002～2006年度）においては、社会保障費が機械的に年2,200億円削
減されてきたわけではない。厳しい財政構造改革の下、結果として5年間で▲1.1兆円に

なったのである。

「基本方針2006」でも、歳出改革の内容は、機械的に5年間均等に歳出削減を行うこと

を想定したものではないこと、ある程度の幅をもって行う必要があること、とされている。
特に医療については、医療保険制度改革の直後であることも踏まえ、今後5年間の幅の

中で見直すと述べられている。
しかし、財務省は、予算編成過程で、年2,200億円の機械的な削減を強いてきており、

きわめて意図的なものが感じられる。

また「基本方針」には、さまざまな施策が掲げられているが、必ずしも計画どおりに実施
されてきたわけではない。たとえば「基本方針2001」に示された医療費の総枠管理は頓

挫している。
このような状況をみても、財務省が執拗に社会保障費年2,200億円の機械的削減にこ

だわる合理的な理由はない。
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2009年度予算政府案では、年金特別会計の特別保健福祉事業資金から1,370億
円、一般財源化される道路特定財源から600億円が充当され、社会保障費としての
削減額は後発医薬品の使用促進による230億円にとどまる見通しである。

この背景には、日本医師会が社会保障費の機械的削減がすでに限界にあることを
再三にわたり主張し、ロビー活動を展開したことにより、重要課題推進枠の社会保障
等への配分と同様、厚生労働関係議員をはじめとした政府与党の理解と協力を得ら
れた結果であると考える。

今回のように社会保障費以外からの財源獲得のため、多くの議員が膨大なエネル
ギーを使わざるを得なかったのは、ひとえに、社会保障費の年2,200億円削減の方針

を財務省が維持しているためである。
当初予算で2,200億円の削減を達成しても、それと同等かそれ以上の補正予算を組

むなど、辻褄も合わなくなっている。

2011年度まで削減がつづけば、財務省は、過去10年間（2002～2011年度）の改革
実績を根拠に、今後10年間（2012～2021年度）もさらに削減を継続せよと迫ることが

懸念される。

社会保障費の削減が限界に来ていることは明らかであり、予算編成上の歪みも生じ
ている。
地域医療の再生に向けて、日本医師会は政府に、社会保障費削減撤回の「英断」を

あらためて求める。
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生活保護母子
加算段階的
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▲220

その他
▲320
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▲2,500億円

2007年度

2008年度

年金特別会計の特別保健福祉事業資金
▲1,370億円

一般財源化する
道路特定財源
▲600億円

後発医薬品
使用促進
▲230億円

2009年度

予算政府案

2009年度予算政府案の社会保障費削減財源については、特別保健福祉事業資金および一般財
源化される道路特定財源を活用して1,970億円を捻出し、社会保障費としての削減額は、後発医薬
品の使用促進による230億円になる方向である。

診療報酬改定がある2010年度の予算編成では、2009年度に社会保障費として未達成
分の1,970億円と2010年度予算の削減額2,200億円を合算し、 4,170億円の社会保障費

削減を迫られることになりかねない。
したがって、社会保障費の機械的削減は、撤回されなければならず、2009年度のような

実質的な対応による形骸化では本質的な解決にならない。

2008年度予算では、社会保障費財源として2,500億円のメドがたち、差し引き300億円の
財源で診療報酬医科本体＋0.42％改定が実現した。2009年度予算では介護報酬の引き

上げ＋３％が決まっているが、その財源は明確に示されていない。その意味でも、社会保
障費年2,200億円削減の理論は破綻している。
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-10,545-3,490-601-1,254-2,200-3,000削減額合計

46,4008,00010,8009,1009,1009,400社会保障費の自然増

介護報酬改定

介護保険制度改革

診療報酬改定

医療保険制度改革

その他

年金物価スライド引き下げ

介護 計

医療 計

-1,4680-81-437-750-200

-1,460-110-100-100-1,150

-810-90-4200-3000

-390

-420

-6,807

-4,937

-1,870

合計

-420

-3,2900-7170-2,800

2005

薬価等▲1.0％
-717

2004

-90-300

2003

▲2.7％
-1,830

-970

2002

▲3.2％
-2,390

-900

2006

（億円）

*参考資料：財務省「財政統計」、参議院厚生労働委員会調査室資料 特に2005年度は外数で三位一体の改革あり

2002年度～2006年度

改めて振り返ると、「基本方針2006」から見た2002年度から2006年度の過去5年間は、
社会保障費が機械的に年2,200億円削減されてきたわけではない。厳しい財政構造改革
の下、結果として5年間で▲1.1兆円になった。
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2011
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-230-220後発医薬品の使用促進

8,7007,5007,700社会保障費の自然増
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その他

生活保護
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-50-400
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-230

2009

-2,200

300

-960

2008

-2,200

2007 合計

（億円）
2007年度～2011年度

「基本方針2006」以降も、2007年度、2008年度と社会保障費が機械的に年2,200億円

削減されてきた。

2009年度

特別保健福祉事業資金
▲1,370億円

一般財源化される道路
特定財源▲600億円
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基本方針2006
○歳出・歳入一体改革に向けた取組
「2011年度には国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化」 「歳出改革の内容についてある程度の幅を

もって対応していく必要」
○平成19年度予算の方向
「今後5年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に5年間均等に歳出削減を行うことを想定したもの

ではない。それぞれの分野が抱える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ、また、歳入
改革もにらみながら、5年間の間に必要な対応を行うという性格のもの」

○社会保障
「過去5年間の改革（国の一般会計予算ベースで▲1.1兆円（国・地方合わせて▲1.6兆円に相当）の伸び

の抑制）を踏まえ、今後5年間においても改革努力を継続」

○医療
「医療保険制度改革の直後であることも踏まえ、今後5年間の幅の中で、公的給付の内容・範囲及び負担

と給付の在り方、並びに救急医療、小児・産科などへの対応を含めた診療報酬の在り方、後発品の使用拡
大など薬剤費の在り方について見直し」

2007年度予算

○シーリング
「年金・医療等については、自然増（7,700 億円）に対し、制度・施策の見直しによる削減・合理化▲2,200 

億円）を図り、5,500 億円程度の増。」

○財務省原案（＝政府案）
以下の制度・施策の見直しにより、高齢化等に伴う歳出の伸びを約▲2,200 億円抑制。
・ 雇用保険の国庫負担の縮減 約▲1,800 億円 ・ 生活保護の見直し 約 ▲400 億円

「基本方針2006」には年2,200億円の削減とは示されておらず、5年間の中で幅を持たせた表現である。

機械的に
年▲2,200億円に
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基本方針2007

○歳出・歳入一体改革の実現
「経済成長を維持しつつ、国民負担の最小化を第一の目標に、歳出改革に取り組む。それでも対応しきれ

ない社会保障や少子化などに伴う負担増に対しては、安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りを行
わない」
「平成23年度までの5年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に5年間均等に歳出削減を行うことを

想定したものではない。それぞれの分野が抱える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ、
また、歳入改革もにらみながら、5年間の間に必要な対応を行うとい性格のもの」

○平成20年度予算の方向
「「第2章 成長力の強化」、「第4章 持続的で安心できる社会の実現」に述べた取組を推進」「そのため、

予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分の重点化・効率化」

2008年度予算

○シーリング
「年金・医療等については、自然増（7,500 億円）に対し、制度・施策の見直しによる削減・合理化

（▲2,200 億円）を図り、5,300 億円程度の増」

○財務省原案（＝政府案）
以下の制度・施策の見直しにより、高齢化等に伴う歳出の伸びを▲2,200 億円抑制
・診療報酬・薬価等改定 約▲660 億円 ・後発医薬品の使用促進 約▲220 億円
・被用者保険による政管健保支援 約▲1,000 億円 ・その他の制度・施策の見直し約▲320 億円

「基本方針2007」になると、安定財源が確保されれば、必要な対応を行うという含みも
出ている。しかしこの年も機械的に2,200億円が削減された。
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基本方針2008
○歳出・歳入一体改革の推進
「歳出改革の取組を行って、なお対応しきれない社会保障や少子化などに伴う負担増に対しては、安定的

財源を確保し、将来世代への負担の先送りは行わない」
「平成23年度までの5年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に5年間均等に歳出削減を行うことを

想定したものではない。それぞれの分野が抱える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ、
また、歳入改革もにらみながら、5年間の間に必要な対応を行うという性格のもの」

○平成20年度予算の方向
「「第2章 成長力の強化」、「第3章 低炭素社会の構築」、「第4章 国民本位の行財政改革」、「第5章 安

心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築」に述べた取組を推進」「そのため、予算面において所要
の対応を行うことを含め、予算配分の重点化・効率化」

2009年度予算

○シーリング
「年金・医療等については、自然増（8,700 億円）に対し、制度・施策の見直しによる削減・合理化

（▲2,200 億円）を図り、6,500 億円程度の増。」

○財務省原案 ○政府案
分野別費用は公表されず。 ▲2,200億円は、一般財源化される道路特定財源の

一部を削減し社会保障への財源拠出（600 億円）及び
年金特会に設置された資金（税財源）の清算（1,370億
円）により財源を確保した上で、後発医薬品の使用促進
（▲230 億円）により対応。

「基本方針2008」では、前年の「歳出・歳入一体改革の実現」が「推進」にトーンダウン
している。しかし、財務省はこの年も年2,200億円の削減を迫った。


