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年金綜合研究所“設立1周年記念シンポジウム”を開催
2013年11⽉12⽇に新霞が関ビル 灘尾ホール
にて、『設⽴1周年記念シンポジウム』を開催
いたしました。〈後援：公益財団法⼈年⾦シニア
プラン総合研究機構、社団法⼈⽇本年⾦数理⼈会／
協賛：株式会社シーエーシー 〉
当 シンポジウムは、前スウェーデン⽇本国特命
全権⼤使である 渡邉芳樹様、東⼤名誉教授の宮島
洋様、⽇本経済新聞社で論説委員をされ、デン
マーク⽇本⼤使館で書記官を務められた渡辺俊介
様を講師としてお迎えし「変容するスウェーデン
の社会保障」をテーマに、スウェーデンを始め欧
州の事情の解説と討論会を実施していただきまし
た。

シンポジウム開会に先⽴ち、当研究所の坪野剛司理事⻑
より挨拶があり、年⾦綜合研究所の設⽴1周年記念となる
シンポジウムにご来場された⽅々に対して、謝意が伝えら
れました。また、当シンポジウムに於いては、年⾦に関す
るものだけではなく、医療、介護、国⺠⽣活、財政問題を
含めたスウェーデンの現在の姿を通して我が国の社会保障
制度を考える機会としたいと述べられました。

■ 基調講演：『変容するスウェーデンの社会保障』
前スウェーデン⽇本国特命全権⼤使 渡邉芳樹様
基調講演では、当シンポジウム直前の10⽉まで前スウェーデン⽇本国特命全権⼤使の渡邉芳樹
様をお迎えし、⼀等書記官の時期を含めての現地での体験から、スウェーデンの変わりつつある政
治⾵景や、変わらない部分など様々なデータをもとにご講演いただきました。
概要
● スウェーデンの流儀は「国家個⼈主義」と⾔われ、
「社会に対する強い信頼」と「過激なまでの個⼈主義」
がうまく共存する社会だと思う。
● 政治シーンとしては、「平等、連帯、安⼼」と謳われた
⻑い社⺠党政治から、「⾃由、尊厳、責任」の保守政治
へと⼤きく変化してきた。
● 困難を⾃⼒で乗り切る「我慢強さ」と「斬新な発想」と
世界に対する「開放性」というものが⾮常に強い。
● 伝統的価値観から脱却して発展する「進取の精神」も
⾮常に強い。
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● 90年代の極めて深刻な⾦融危機を我慢強く、理性
的かつプラグマティックに乗り越えた経験を⽣かし、
強靱な対応⼒で国際経済の激動を乗り切っている。
● 全員参加型の労働市場であり、就労第⼀の原則を
今の保守政権も維持し、移⺠を含めた⼥性の⼒の解
放による社会全体の活性化は、⽇本の政策⽅針にも
沿う部分がある。
● スウェーデンの経済運営は、⾼い失業率を抱えて
いながらも、新しい職を創造しながら経済の成⻑を
勝ち取っている。
● 最もサスティナブルだと⾔われている国ではある
が、様々な課題や問題もある。
● 失業率は8％台であり、15歳から24歳までの若者
の失業率は23％から25％である。
● 失業⼿当、傷病⼿当⾦や年⾦で暮らす⼈も、働く
⼈と同じ税率で税⾦を払うというのが基本になって
いる。
● 今のスウェーデンモデルを⽀えているのは、市場
ルール型の公共部⾨運営で、中央・地⽅を通じた
企業会計原則の徹底である。
● スウェーデンは学校法⼈、社会福祉法⼈、医療法⼈というものがなく、全部株式会社か協同組合である。
● 競争⼒のある株式会社は、幅広く、分厚い公費を利⽤した成⻑戦略というのが徹底している。
● 国内の報道機関が実施するオピニオンリーダー調査では、国内ナンバーワン、ナンバーツーは、第⼀に
財務⼤⾂、第⼆に⾸相である。
● 極めてプラグマティズムに徹した政権運営で、⾮現実的な政策選択肢を前提とした政党間の議論という
のはあまりない。
● 現在スウェーデンの⾼齢化率は約19％で⽇本は24〜25であるが、2050年の姿は24.2％となり、今の
⽇本と変わらない状況となる。
● 国⺠負担率は、⽇本と⽐べると10％以上も⾼いが、かつては５０％をかなり上回っていたものが、こ
の１２年間で１割以上⼤きく国⺠負担率削減を実現した。
● これまでの国⺠負担率４５％は、デンマークに次いで2番⽬であるが、今は４４％に下がり、更に将来
４２％となると5〜7位に落ちる状態となる。
● 左翼党という⼀党を除き、与野党を通じて、2014年度に向けては減税を主張している。⾼齢化の中で
国⺠負担率が⼤きく下がる国における社会の在り⽅がどうなるのか注視が必要である。
● スウェーデンには予算法という法律があり、国会で予算を修正して増額することは認められていない。
● スウェーデンの極めて厳密な地⽅分権の中で県とかコミューン(市町村)に委ねられている現物サービス
領域(医療、教育、介護、福祉、都市⾏政等)は、基本的に地⽅住⺠所得税で⾏なわれる。
● 医療費には事業主負担というのはなく個⼈負担のみである。
● スウェーデンの統治機構は、⼤⾂、⾸相を⼊れると24⼈で過半が⼥性。1府11省、職員数4,500⼈。
外務省は在外⾼官を抱えており⾮常に数が多い。
● ⽇本での局や地⽅⽀分部局はスウェーデンでは⾏政庁であり、200余りあるが、中央省庁から独⽴した
存在として⾏政を⾏っている。
● ランスティングという選挙で選ばれた県があり、医療あるいは交通政策を所管している。
● 税収の中で⼤きいのは、国・地⽅の所得税であり、国税庁がまとめて徴収する。社会保険料や資本課税
も国税庁が徴収する。
● 家事援助控除や住宅改造控除等があり、費⽤の半額を税額控除される保守政権で⼈気の⾼い政策がある
が、これが雇⽤創出と闇労働に対する国税当局の捕捉率を⾼める効果を発揮している。
● 税⾦を払うのが国⺠の当然のことだという意識が⾮常に強い。
● IDカードがあり、常に携帯して、どこでも⾒せられるようにしており、電⼦取引やスマートフォンも
全部IDが必要であるため、どのような取引をしたか全てが分かる状態になる。
● 5⽉初めに確定申告をし、税の確定は国税庁から個々⼈のスマートフォンに情報が届き承認すれば終わ
る仕組みとなっている。
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● スウェーデンの年⾦は、社会保険⽅式と最低保障年⾦の組み合わせであるが、概念上の拠出建ての所得
⽐例年⾦と本来の拠出建てのプレミアム年⾦（義務加⼊）の組み合わせが運営されている。
● ⽼齢年⾦をみると⽇本と対GDP⽐では同じぐらいであり、医療費も純粋に給付の部分は7％と、あまり
変わりがない。
● ⽇本とスウェーデンの違いは、障害と家族給付であり、障害の中には、病休の⼈の所得保障、障害年⾦
の両⽅が⼊っている。
● 近年、経済や⼈⼝動態の変動に応じて年⾦⽀給額を⾃動的に調整する「⾃動財政均衡メカニズム」が、
発動され、年⾦給付減額改定というのがしばしば発⽣するようになった。
● 年⾦⽀給額が名⽬額を底割れして下がるため、定年を延⻑して６９歳に引き上げること及びプレミアム
年⾦の役割を⾒直すことを与野党間で協議している。
● ⾃治体は医療費を完全に予算主義にしており、⽇本のように補正予算を組んで医療費を払うことはなく、
医者は⾃分の労働時間以外は対応しない。
● スウェーデンと⽇本を住⺠税や国の所得税について⽐較すると、住⺠税というものが⾮常に⼤きな両国
の違いになっている。
● 10年〜20年後先を考えると、スウェーデンがハードランディング的な⼿法で経済、財政運営の⽅針を
切りかえ、我慢をしながら、パフォーマンスの良い経済を続けている。これについては、⽇本も無関係
とは⾔えない状況もあるのではないか。

■ 講演：『 スウェーデンの税・財政 』

東京⼤学名誉教授 宮島 洋 様

続いては、税・財政の専⾨家である東京⼤学名誉教授の宮島洋先⽣より、OECDならびに
スウェーデンの情報等から得られた知⾒を素材にしてご講演をいただきました。
概要
● スウェーデンは「したたか」かつ⾮常に合理的な⼤
⼈の国という印象を強く持っている。ユーロへの不
参加、⼆元的所得税の採⽤、社会保障給付の課税、
拠出建て年⾦の導⼊等である。
●スウェーデンは、海外の影響は受けるが、⾃国政策
の影響は海外に影響を及ぼさない「経済⼩国」と
定義される。
● 1995年にEUに参加するものの、経済⼩国の⽴場か
ら、ユーロには加⼊しない選択により、スウェーデ
ンの主権を維持し、⾦融政策と為替政策の⾃由度の
保持と福祉国家の保持を実現した。
● スウェーデンは、⾼税率の付加価値税および所得税という⽐較的安定している2つの歳⼊源の柱を概ね
1970年代には確⽴し、社会保障財源の確保に成功している。
● スウェーデンの所得税は⼆元的所得税と⾔われ、所得を労働所得と資本所得に⼆分したうえで、主とし
て労働所得から国・地⽅の所得税と社会保険料を徴収している。
● 所得税制は1971年以来、完全な個⼈単位であり、労働所得には30%程度の地⽅⽐例所得税と⾼額部分
への国累進所得税が課せられる。(配偶者・扶養・社会保険料・医療費などの控除はない)
● スウェーデンの社会保障は中央（国）と地⽅とのほぼ完全な分離・分担関係であり、国は現⾦給付を⾏
ない、地⽅は現物給付を⾏う点で⽇本と⼤きく違う。
● 就労を前提とした、そして、賦課⽅式を基本としたスウェーデンの年⾦制度では、失業率の⾼⽌まりと、
平均寿命の延びの中で年⾦⽔準が下がり始めている。
● 近年、ブラックワーク問題が深刻化しており、国税庁に事業者や企業主から雇⽤者に⽀払った賃⾦の課
税資料報告が来ないケースが広がっているという。
● スウェーデン国⺠は政府に対して適度な歩留り的な信頼を持っているようだが、⽇本は政府に過剰な信
頼感を持つがゆえに、失敗に対しては極めて厳しい反応をする⾵⼟がある。
● スウェーデンは⾼負担・⾼福祉と語られるが、OECDが⽰すデータでは、社会保障給付の税負担が重い
ため、実際には⾼負担・中福祉の社会福祉国家である。
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● スウェーデンの付加価値税は、1960年代〜1970年代にかけて⽐較的経済が順調な時に確⽴していた。
● ⽇本は、戦前・戦後に付加価値税導⼊の議論はあったが、財政再建問題を背景に漸く実現した1980年
代末には、⾼度成⻑の終焉から3%の低い税率しか⼊れられなかった。
● スウェーデンの付加価値税率は25%であるが、軽減税率を導⼊しており、実効標準税率(実質的な標準
税率)は、14.05%である。
● ⽇本の場合は、消費税5%に対して実効標準税率は3.44%であり、スウェーデンよりやや効率が良い。
● ⽇本の標準報酬制度では、その上限を超えると社会保険料の負担はないが、スウェーデンの類似した標
準報酬制度では、その上限を超えても、事業主と⾃営業は社会保険料を拠出しなければならない。
● 社会保険料の上限を越えて納めた分は、国政府の⼀般税収⼊となる。
● スウェーデンはもっとも完璧な番号制を導⼊しているが、事業取引には法定調書がないため、番号制は
あっても、国税庁による事業所得の捕捉はできない。
● 国税庁は、予定納税として前年実績の105%〜110％程度を納付させて、事業所得の捕捉・課税の確保
を図っているようである。
● (みなし)拠出建て制度の年⾦数理を確保するため、スウェーデンは皆年⾦ではないし、遺族・障害年⾦
は分離し、賦課⽅式の下で財政⾃動安定装置を設け、税⽅式の保証年⾦でカバーしている。
● ⾼齢化により、70才近くまで働かないと現在と同程度の年⾦額が維持できない問題が起こっている。
●所得税と同様、完全な個⼈単位年⾦のため、育児や出産から⾮正規就労が多く、就業年限の短い⼥性の
⾼齢貧困率が⾼い。

■ パネルディスカッション
［講演者］前スウェーデン⽇本国特命全権⼤使 渡邉芳樹様
［パネリスト］東京⼤学名誉教授 宮島 洋 様
［コーディネーター］元⽇本経済新聞社 論説委員 渡辺俊介 様
当シンポジウムでは、パネルディスカッションを開催しました。
パネルディスカッションのメンバーには、先に講演いただいた渡邉芳樹様、宮島洋様をパネリスト
とし、渡辺俊介様にコーディネートいただきました。 パネルディスカッションの中では、ス
ウェーデンが辿ってきた道が、私たち⽇本が⼤きな社会保障改⾰を⾏おうとしている現在に何を参
考とするのかを焦点として進められました。また、パネルディスカッションの中では、事前に募集
した質問内容も合わせて紹介されました。
渡辺
渡邉

（前大使）

渡辺
元日本経済新聞社
論説委員 渡辺 俊介氏

渡辺
渡邉

（前大使）

渡邉

（前大使）

スウェーデンは2010〜2011年と連続で年⾦額が削減されたが、
制度の⽋陥の指摘や国⺠の不満は出ていないのか？
国⺠の不満は⾼まっている。現在、与野党で協議が続いている。
しかし難易度が⾼くまとまらない可能性がある。今後は年⾦が
政局に繋がる可能性もある。
スウェーデンでは所得把握ができているのか？
⾃営業者と雇⽤者の違いで分からない部分があり、国税庁も
財務省も腐⼼している。

国⺠は所得把握が公平だと納得しているのか？
・国税庁のサービスに対する信頼は⾼い。
・19世紀頃より、⾃分たちの税(Skatt=お宝の意)を預けて福祉サービスを受ける基本サイクル
があり、これを⺠主主義の発展と強く思ってきた。
・⼤企業が国を仕切っていた世界が変わって約20年が経ち、中⼩企業が雇⽤の8割を創出する
現在は、新聞に“社会保険料を払うのはごめんだ”という意⾒広告も出るようになった。
（次⾴へ）

４／６

渡辺

渡邉

前スウェーデン日本国
特命全権大使 渡邉 芳樹氏

渡辺
宮島

渡辺
渡邉

（前大使）

渡辺
宮島
渡邉

（前大使）

（前大使）

スウェーデンの福祉は地域・現場からできたボトムアップ型制
度であったため透明性が⾼く、⽇本は中央集権的な制度であっ
たから透明性の確保の点が弱いのか？
・積み上げ型の税制であったため社会保障がここまで伸びてきた
と思われる。
・今は積み上げ型で良いサービスを提供してきたスウェーデンの
社会保障が変化してきている。
・ケイマン諸島やその他から、ベンチャービジネス・ベンチャー
キャピタルが⼊り、結果として課税できない状態があり、議論
になっている。

スウェーデンでは、⼆元的所得税(労働所得と資本所得)が機能していると評価しているか？
また、その反発はないのか？
ピンポイントに重⼤な問題があるような指摘はされておらず、⼆元的所得税そのものについ
ては、強い批判はないように思える。
スウェーデンの出⽣率が1999年は1.50まで低下した。
しかし、2010年には1.99まで回復した原因とは何か？
・就学前教育(保育園)の拡充をはかろうとして、与野党を超えて
努⼒した。
・⼦育て中の育児休業期間の所得保障も、両親保険ということで
⼤変充実し、⼦供の病気時の休暇に対する所得保障も充実した。
・育児休業時の所得保障、給付⾦の部分が⾮常に⼤きく影響し、
回復に繋がったとスウェーデンの⽅は説明している。
・移⺠により少⼦化が回復したわけでなない。

東京大学名誉教授
宮島 洋氏

障害者に対する⼿当や家族に対する⼿当が、スウェーデンと⽇本は圧倒的な差がある。
⽇本もこういう分野の社会⽀出は真似るべきではないか？
・⽇本の⾼齢化のスピードは猛烈で、社会保障が⾼齢化の後追いだったのはやむを得なかった。
・今後は⽀え⼿側の労働・家族・住宅などの課題のテコ⼊れが必要と思われる。
・スウェーデンでは、障害部分の傷病⼿当⾦が⾮常に⼤きいが、OECD平均まで給付を下げて
きており、国⺠の⼤変な不満の原因になっている。
・障害者福祉については、優先順位の⾼い政策となり続けており、地⽅⾃治体の財政負担が
重いが断⾏している。しかしその⼀⽅では不正請求も散⾒される。
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渡辺
宮島

渡辺
渡邉

（前大使）

理想のひとつとして語られるスウェーデンの社会保障であるが、⽇本が倣うべき点としては、
どのようなものがあるか？
・現状後追いではなく、⽇本でも所得税や年⾦の個⼈単位化について、就業や家計などの社会
全体のあり⽅を政策的に誘導するような⽅向で考えることが必要。
・現状では、スウェーデンの社会保障や税制をそのまま持ってくるのはまず無理だが、⽇本流
に打ち直すことは出来るかもしれない。
スウェーデンでは年⾦は国が責任を持ち、医療については地⽅分権化が進んでいる。
この機能分化のあり⽅や財政問題等で⽇本の⽰唆となるものはなにか？
・医療と介護の連携には課題があり、国と地⽅、地⽅と地⽅の間も使い勝⼿の悪い⾯が⾒える。
・社会保障は良好な経済発展と経済の持続性がないと機能しないが、経済財政運営に注⼒する
余り、結果として現物給付に携わる専⾨職の⼈の個⼈の⽣活QOLが追求され、需要側に⽬を
向けないのでは社会保障では意味がないと思う。

年⾦綜合研究所 設⽴１周年記念シンポジウムを終えて・・・
この度の設⽴1周年記念シンポジウムは、当研究所での第３回⽬となりました、今回も様々な業
界・団体の⽅にご参加をいただきました。多くの⽅々のご⽀援を賜り、無事に終えることができま
した。
今後も、当研究所のコンセプトである「持続可能な年⾦制度の確⽴に向けて」、未来につなげる
安⼼を信頼のある年⾦制度のために、広く社会に有⽤となる研究を進めていく所存でございます。
また来年の年⾦綜合研究所シンポジウムにつきましても、ご参加者各位にとって、関⼼を持って
いただけるテーマを取上げて開催してまいります。 今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

お知らせ

シンポジウム講演録を制作しご希望の⽅へ配布致します。

当シンポジウムの全講演内容および全講演資料を講演録として
取りまとめて、ご希望の⽅に配布準備をしております。
準備が整い次第、年⾦綜合研究所ホームページ上にお知らせ
させていただきます。
現在、2013年7⽉25⽇に開催致しました、第2回 年⾦綜合
研究所シンポジウムの全講演の配布を受付中でございます。
年⾦綜合研究所ホームページ：http://www.issopm.or.jp/

当ニュースレターで今後取上げて欲しいテーマやご要望・ご意⾒などございましたら、
年⾦綜合研究所ホームページのお問い合わせフォームからお知らせください。

お問い合わせ先： http://www.issopm.or.jp/contact/
© ⼀般社団法⼈年⾦綜合研究所 無断複製転載を禁じます。
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