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受益感覚を大切に考えて
高負担社会を実現したスウェーデン

中島 スウェーデンは高福祉高負担政策の国として知

られ、育児政策や少子化対策でも世界に先駆ける実

績があります。スウェーデンがここに至る経緯には、私た

ちにとって参考にすべきものが多々あると思います。ま

ずその経緯からお話しいただけますでしょうか。

藤井 スウェーデンの高負担政策は有名です。GDPに

対する国民負担でいいますと、税の総額と、社会保険

料の総額を足した金額の割合が５割を超えます。つまり、

GDPの半分が政府に流れ込んでいる。日本は27～28

パーセントですから、半端ではありません。

ただ、おっしゃるようにスウェーデンも、最初からそんな

に負担が高かったわけではありません。増税があり、増

税路線を国民が受けいれた過程があるわけです。私が

スウェーデン大使のときに一番興味を持ったのは、増税

のプロセスやそれに対する国民の反応でした。

中島 増税があったのであれば、常識的に考えると国

民にかなり不満が出たのではないですか。

藤井 ところがそうではなかったわけです。そこが一番

のポイントです。歴史を遡りますと、1945年に第二次世

界大戦が終結した段階では、スウェーデンはまだ貧しい

農業国家でした。しかし、戦場となり焼け野原になって

いたヨーロッパには、マーシャルプランによる大量の復興

需要が生じます。大戦の間、中立を守り、設備が破損

されなかったスウェーデンに、日本で言えば朝鮮特需の

ような成長機会が訪れました。スウェーデンの社会民主

党政府が成長促進政策をとり、60年には、アメリカに次

ぐ高所得国に成長していました。

60年が、高負担スウェーデンにとって画期的な年にな

ります。長期にわたって首相を務めたエランデルが、豊

かな環境・安全・安心・公平・公正といった社会民主党

的政策を選択しようと訴えたのです。「我々は所得の上

でアメリカに次ぐ豊かな国になった。この豊かさを実感

に結びつけるには使い道を考えなければいけない。」そ

ういう提案をした。その手始めが60年の4.2パーセントの

付加価値税の導入です。

中島 反発はなかったのでしょうか。

藤井 そこが大事で、負担に見合うリターンを説いたの

です。負担を増やすには財政学でいう受益感覚がな

いといけません。政策を出し、その都度「これで増税す

るが不満はありませんか」という形をとりました。それで

20年やり続けた。

中島 インフォームド・コンセント（説明同意）ですね。

藤井 もう一つ大事なのは、受益感覚を与えることがで

きるのは、国ではなく地方公共団体だと考えた点です。

だから地方に権限を与え、種々の行政サービスを行える

ようにしました。

主要なものには4点あります。一つ目が、育児の社会

化といわれる赤ちゃん・子供に対するサービスです。二
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つ目は、老人ホームの充実や介護といった高齢者サー

ビス。三つ目は、障害者サービス。四つ目が母子家庭

や病気で働けない生活困窮者に対するサービスです。

これを地方公共団体が行い、市民が受益感覚を感じ

ることのできるシステムを作っていきました。

そして、そのための財源を3通りの方法で調達するこ

とになりました。一つは、受益感覚を大事にしながら国

税である付加価値税を20年間で25パーセントの水準ま

でもっていったこと。次が、住民税を所得の14パーセン

トから30パーセントまで引き上げて地方に財政力をつ

けたこと。最後が、年金・医療・育児休暇の所得保障

のための保険料率のアップです。

中島 受益感覚を植えつけた点がポイントですね。日

本には構造改革に伴う格差拡大論議があり、それが市

場経済主義の見直しの論議、すなわち「もっと政府が

役割を果たせ」との声につながっています。他方で財

政再建の問題があるのですが、消費税率アップには大

反対という状況もあります。

藤井 発想が違うのです。違いの原点は、受益感覚を

感じるために、地方公共団体に対する一体感が必要で

あることを肝に銘じていることでしょう。日本でも、地方

へいけば、村や町に一体感が残っている場合がありま

すが、大都市ではその感覚は減る一方です。でもスウ

ェーデンには一体感の喪失はありません。彼らはスウェ

ーデン国民であるという以上に、どのコミューン（自治体）

の住民であるかという意識が強いのです。

中島 同じ先進国でなぜそう事情が違うのですか。

藤井 一つは、地方公共団体が充実した行政サービス

を行っているからです。スウェーデンではそれを可能に

するために、高福祉高負担国家に移行する20年の間

に、急速な地方公共団体の合併を行っています。

中島 小さな行政単位に財源が行き渡り、サービスが

身近になったということではないのですか。

藤井 ある程度の規模がないとサービスができないの

です。スウェーデンには、かつて、人口600万人に対し

2,600のコミューンがありました。500人や1,000人というコ

ミューンがたくさんあったわけです。その規模ではサービ

スはできない。それで合併を進め、10年間で280に減ら

しました。こうなると小さくとも7～8千人程度になります。

もう一つ大事なのは、地方公共団体への帰属意識

が、もとからあった小さなコミューンに対する帰属感を引

き継いでいたことです。

中島 帰属感覚があるところにあらたな受益感覚が生

じれば、なるほど一体感は高まりますね。

藤井 そうなんです。もう一つ大事なのは、ヨーロッパに

は、自分が生きる理由を考える時に、自分の生活を楽し

むという私的な理由の他に、次の世代に良い社会を残

したいという公的な理由を大事にする傾向があることで

す。そうすると、自分たちが享受している快適さを守るた

めのコスト、治安を守ったり、公園を作ったり、よい教育

を保証するといったことは、自分たちで払うという発想

が出てくる。借金で賄って次の世代に先送りにするな

んてとんでもないのです。だから、財政均衡を大事にし

て、赤字を嫌います。欧州連合（EU）にはGDPの3パー

セントを超える赤字は駄目という原則がありますけれど

も、あれもその現れでしょう。

中島 負債は残さず、資産は損なわないことが次の世

代への義務であり、負債があっても財産を売って補填

しましょうということにならないわけですね。

藤井 価値のあるものは自分たちだけでなく、次世代

のものでもあると考えるわけです。ですから、高福祉高

負担政策を受け入れた背景には、コミューンに対する帰

属感と次世代に対する義務感があったと思います。

藤井　威［ふじい・たけし］
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女性の解放から出発した
スウェーデンの少子化対策

中島 日本の場合は国民意識から変える必要がありそ

うですね。ところで、次世代への責任感にかかわる問

題の一つとして、少子化があります。スウェーデンの育児

政策についてもお話しいただけますか。

藤井 スウェーデンの政権は戦前から女性の家庭から

の解放を重視してきました。ただ、これは赤ちゃんを増

やすために行ったものではありません。目的はあくまで

女性の解放であり、機会均等政策の推進です。ですが、

社会サービスが充実して女性が家庭から解放され外で

働いて経済力をつければ、結果的に出生率は減るわ

けですね。どこの世界でもそういうことが起こっている。

でも、そんな状態のときに、赤ちゃんは社会で世話しよ

うという仕組みが作れるのなら、人口は減らずにすむ。

そういう発想が出てきたわけです、つまり、機会均等か

ら出発した政策が結果的に出生減を食いとめた。これ

がスウェーデンの経緯です。

中島 少子化対策ではなく、家族政策、女性解放政策

だったわけですね。

藤井 女性の解放に必要なのは、赤ちゃんができても

働ける状態を作ることです。方法は二つでした。一つは

直接コスト、例えば育児手当と教育費の無料化です。

もう一つは、出生にともなって働けなくなると所得が減り

ますね。本来なら得られるはずなのに得られなくなった

コストを機会コストといいますが、これをできるだけゼロ

に近づけようとしました。具体的には、保育所を作って

サービスを充実させ、一方で育児休暇を制度化して、働

かなくても所得のある仕組みを作っていった。これは、

結果的には育児から解放された世代や赤ちゃんを作ら

なかった人たち、あるいはできなかった人たちの所得を、

制度を通して子供をもつ所帯に移転する仕組みを作る

ことにつながりました。つまり育児の社会化です。

中島 単一の少子化対策ではなく、国全体に必要な

政策だと考えているわけですね。

藤井 スウェーデンで育児に投入される公的資金は

GDPの2.8パーセント。日本が0.6ですから約5倍あります。

そのお金がどこにいくかというと、一つには直接コストで

ある児童手当です。基本が1万5千円ですが、日本は5

千円ですからこの部分はそんなに大きくありません。残

りは機会コストに集中します。その一つが保育所です。

これが小学六年生まで預かってくれる。保育費は月に

最低で15万くらいかかるのですが、9割を税金で賄う。

育児休暇については、働いていた女性に子供が生ま

れたときには、所得の8割が保障されています。財源

は「両親保険」といわれるもので、企業は雇った人の

給料の2.2パーセントを国に納付する仕組みになってい

ます。ですから、赤ちゃんが生まれても国が保険金を

払います。企業は一銭も出しません。考え方としては

医療保険と同じなのです。病欠を認めない企業があり

得ないのと同じで、赤ちゃんが生まれたら休む。これ

は企業規模にも関係ありません。パートタイマーでも条

件は同じです。

確かな人口政策を行うことは
次の世代に対する義務

藤井 スウェーデンの出生率が回復しはじめたのは80

年代に入ってからでした。60年から20年かけて福祉国

家を作ったわけですが、その間、出生率は下がってい

ました。高所得国家になった結果が、出生率の低下と

して現れたわけです。もとは2.6だった出生率が、80年

には1.6になっていました。ところが、そのころになると、

高福祉高負担国家を作るなかで手掛けてきた育児政
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策のシステムが完成します。保育所が増え、誰でも育

児休暇がとれるようになる。そうなってまた上がりだし

たのです。

その後、バブルの崩壊で80年代末に不況がきて、数

年間は水準を維持しました。その後さすがに下がりはじ

め、私が日本に帰った前年の99年には、1.5にまでなっ

ていました。それで、99年に有名な年金改革が行われ

ます。確定給付ではなく確定拠出にして、高齢化社会

が進んでも子孫に過重な負担をかけまいとしたわけで

す。そのときに確定拠出にしても年金額はそう減らない

という計算を示しました。その計算の根拠になる出生率

は1.8でした。その段階では実際は1.5です。それで議

会を通過した。私は2000年の帰国のときに、知人の人

口学者から「出生率は経済情勢と育児政策の遅行指

標だ。育児政策が有効なら必ず上昇する。」といわれま

した。眉に唾をつけて帰ってきたのですが、その後ひ

たすら上がり続けて、いまは1.7台です。政策当局はあ

と数年で1.8を超えるといっています。

中島 1.8ではまだ成功ではないのではないですか。

人の減らないギリギリの出生率、つまり人口置換水準

は2.08といわれていますが。

藤井 2.08は確かに見果てぬ夢でしょう。しかし日本の

出生率1.3と、1.8では根本的に違う。1.3では減る一方

ですが、1.8なら、労働人口に関して政策的な対応がで

きるからです。外国人や移民に頼ったり、老人に働いて

もらったり、女性の就業率を上げたり。

このことにはもう一つ大事な点があります。次世代に

義務感があるといいましたが、出生率が低い状態で次

世代に社会を渡すのは酷なのです。適正な労働人口

をもった社会を残すには、人口政策を考えることが大事

です。スウェーデン政府はそこに自信をもっていると思い

ます。

子供が多いほどメリットがある
フランスの少子化対策

中島 さて、藤井さんは娘さんがフランスに嫁がれてい

ることもありフランスの育児政策にもお詳しいと伺ってお

ります。フランスの政策も有名ですがスウェーデンと違っ

て少子化対策そのものにウエートがあるようです。

藤井 ええ。フランスで本格的な少子化対策がはじまっ

たのは90年代に入ったころで、93年頃に出生率は1.6台

になっていましたが、それを底にその後上がり続けてい

ます。現在は1.9を越え、フランス政府は、いずれ人口置

換水準に達するといっています。

中島 さきほどおっしゃった遅行指標としての数字が出

ているわけですね。具体的にはどんな政策が取られた

のですか。

藤井 スウェーデンと違い最初から人口政策として設計

したプランを実行しました。スウェーデンにも児童手当な

どについて多子加算がありますが、保育所と育児休暇

の部分は何人いても同じです。育児休暇は390日で一

定、子供の数によって変わることはありません。

ところがフランスは、児童手当でいいますと、日本より

も高額ですが、一人目はありま

せん。二人目から貰えるのです。

三人目はもっとたくさん貰えます。

一種のインセンティブです。育児

休暇も一人目は数カ月、二人目

から長くなって最長３年まであり

ます。

中島 子供が多いほうがメリッ

トが多いわけですね。

藤井 その最たるものが税制で

す。説明が難しいのですが、Ｎ

分Ｎ乗方式という有名な方式が

あります。
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所得税というのは基本は個人課税です。これは日本

もスウェーデンも同じですね。

ところがフランスは世帯課税なのです。夫に500、妻に

400の所得があると、税金はその合計の900にかかる。

この例でいいますと900を世帯の構成員数Ｎで割ります。

夫婦だけならＮは2ですから、450ですね。これに税率を

かけて出た金額にもう一度Ｎをかけたものが支払い税額

です。累進課税であれば所得が900ならば高い税率が

適用されますが、一度半分にしますから低い税率が適

用される。すると累進がきついほど有利になります。

子供もＮに入ります。第一子と第二子は0.5、三人目か

ら1と計算します。子供二人なら0.5が二人ですから夫婦

の2に1を加えてＮは3です。所得が900なら3で割った300

にかかる税金にもう一度3をかけます。子供が多いほど

適用される税率が低くなりますから、その分税額が低い。

このやり方は、日本の配偶者控除や扶養控除と比べる

と、子供をもつ家庭にとってははるかに有利です。

また、育児休暇に対する所得保障も子供がいるほど

有利です。さらに、保育の経費ですが、フランスは一日8

時間で1カ月間赤ちゃんを預けると、約1千ユーロかかり

ます。14万円くらいですね。このうち国庫の補助は、所

得水準にもよりますが、当事者の支払額でいえば平均

200ユーロ、3万5千円ほどです。この半分が、控除を受

けます。子供が3人いて全員保育所にいれると、600ユ

ーロのうち300ユーロが控除されるわけです。Ｎが高い

から税金自体が安くなっているところへ税額控除で引

いてくれる。所得申告をするとお金が返ってくるんです

（笑）。

中島 お話を伺っていると政策として打てるものがた

くさんあるんだなぁという気がしてきます。きちんとやれ

ば、政策で出生率の低下を防止する可能性があるの

ですね。

藤井 そうです。フランスの政府はその点を明確に意識

していまして、人口が現在6,100万人ですが、このままい

けば2050年には7,500万人になるといっています。これ

はフランス政府がいっているのですが、ドイツは出生率

が1.3で現在の人口が8,200万人、このままでいけば

2050年に7,200万人まで減少する。フランスは2050年に

EU最大の国になるといっています（笑）。

中島 ドイツはなぜ効果が出ないのでしょうか。

藤井 ドイツは主に直接コストである育児コストにお金

を投入しているのです。児童手当の額は多いのですが、

機会コストにはあまりお金をかけません。これは女性は

育児に専念すべきだという哲学がまだ残っているからで

す。育児休暇もあるのですが、終了後に元の職場に復

帰する人は4分の1くらいしかいません。多くの人が退職

を余儀なくされるわけです。それが大きな要因の一つ

でしょう。

中島 日本で効果が上がらないのも同じ理由ですか。

藤井 やはり機会コストの高さが最大の理由だと思い

ます。次世代育成支援対策推進法で、資本規模一定

以上の企業については育児の便宜をはかろうとしてい

ますが、限界があると思います。少子化問題は企業の

社会的責任（CSR）だけで解決できるような問題ではあ

りません。パートやアルバイトで働いている人たちも安

心して出産できるようにしないと。スウェーデンでは夫婦

で自営業をやっている人も、子供が生まれたら保障が

あります。2.2パーセントの保険を支払っているわけです

から。

中島 日本やドイツでは受益も負担も足りないというこ

とですね。

藤井 マクロ的にいうと機会コストの削減効果が小さい

のですね。実は平成15年版の経済財政白書が機会コ

ストの計算をしています。22歳で大学を卒業し60歳まで

勤めあげた場合と、同じ状態で働きはじめ26歳で結婚

して28歳で赤ちゃんを生み、育児休暇をとって会社を

辞めて、その後パートやフルタイムになって６０歳まで働い

た場合で生涯所得を比較しているのです。両者の差額

は、何と２億４千万円です。そこまで自分で計算するわ

けではないでしょうが、だから子供は作れないと考える

女性は非常に多い。政府も計算でそこまでわかってい

れば、この差を埋める施策に、思い切って踏み込まな

ければいけないと思います。

中島 将来の日本のためにも、いわゆる「団塊ジュニア」

が適齢期を迎えているうちに対策を打つ必要がありま

すね。

藤井 今始めても政策の効果がでるまで１０年はかかり

ます。ですが、どこかで子供が増え始めればなんとかな

るものです。まず、少子化対策の財源を確保するため

に、財政赤字を止めるのが我々の責任です。A
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