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「社会保障改革の全体像を示す」―菅首相が所信表明
キャリアブレイン 2010 年 10 月 01 日
臨時国会が 10 月 1 日に召集され、菅直人首相は衆参両院の本会議で所信表明演説を行っ
た。社会保障改革を重要政策課題の一つに掲げ、今後、改革の全体像を提示するとともに、
財源確保に向け、消費税を含む税制の議論を進める考えを示した。
菅首相は冒頭、これまで先送りしてきた課題を次世代に残すことなく解決を目指す「有
言実行」の決意を表明。その上で、重要政策課題として、▽社会保障改革▽経済成長▽財
政健全化▽地域主権改革の推進▽主体的な外交の展開―の 5 つを掲げた。
社会保障改革に関しては、「多少の負担をお願いしても、安心できる社会を実現すること
が望ましい」と強調。求められる社会保障の姿を議論し、十分な医療、介護、福祉サービ
スを確保する考えを示した。
また、社会保障改革の全体像については、サービス水準や内容の選択肢を分かりやすく
提示する考えを表明。必要な財源の確保策も一体的に議論する必要があるとし、消費税を
含む税制全体の議論を進める考えを示した。社会保障の基盤となる番号制度を整備する必
要性も訴えた。
さらに、政府・与党で改革の全体像を検討するだけでなく、野党とも意見交換を行うな
ど「与野党を超えた議論が不可欠」とした。
このほか経済成長に関しては、「経済の歯車を回すのは雇用」と指摘。医療や介護など潜
在需要のある分野での雇用拡大を目指す考えを示した。
⇒ 本号の後半に全文掲載

在宅と施設の中間「特定住居」を提言―民間有識者研究会
キャリアブレイン 2010 年 10 月 01 日
民間介護事業者など有識者でつくる「高齢者の住まいのあり方研究会」は 9 月 30 日、都
内で開いたフォーラムで、このほど取りまとめた報告書を説明した。単身高齢者の増加な
どを踏まえ、在宅と施設の中間的な位置付けの賃貸住宅「特定住居」の創設を提言してい
る。
報告書が提言する特定住居は、▽住み慣れた自宅から遠くない場所にある▽家族や友人
との交流を確保できる▽小規模で落ち着ける環境にある▽自己決定に基づいて生活し、い
ざというときに見守り職員が対応する―などが特徴。多様な施設・居住系サービスがバラバ
ラに供給されている現状を転換し、将来的には介護施設や特定施設入居者生活介護、高齢
者住宅を特定住居制度に一本化すべきとしている。
報告書によると、特定住居の居室面積の最低基準は 13.2 平方メートル。入居者 15 人以
下を 1 ユニットとし、ユニットごとに 24 時間体制で見守りの職員を配置する。入居者は家
賃、見守り・生活支援費、介護サービス費を負担する。住居の権利形態は、有料老人ホー
ムのような利用権方式ではなく、賃貸借権方式を基本としている。

入居者は訪問介護などの在宅サービスを外付けで利用する。一方、自宅と異なり複数の
人が共同で居住することを踏まえ、▽同一ケアマネジャーを利用している場合にのみ集団
ケアを認める▽15 分間の短時間ケアサービスを新設する―の 2 点を提案している。
報告書では、要介護度が重度化した場合に区分支給限度額を超えて自己負担が発生する
など、経済的な理由でサービス付き高齢者住宅に入居できない高齢者がいる現状を問題視
し、家賃補助の必要性を明記。見守り・生活支援費の自己負担軽減措置を設ける必要があ
るとも指摘した。
さらに介護職員による医療行為を可能にするための要件を法律で定めるよう提言。この
ほか、在宅療養支援診療所や訪問看護事業所の整備、訪問看護師の権限強化などをうたっ
ている。
同研究会のメンバーは田村明孝氏（タムラプランニング＆オペレーティング代表取締役）
や池田徹氏（社会福祉法人生活クラブ理事長）ら 9 人で、報告書の内容を約 1 年間議論し
てきた。

第１７６回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説
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一

はじめに
国民の皆さん、国会議員の皆さん、菅直人です。六月に政権を担って四か月、九月に民
主党の代表に再選され、党と内閣の改造を行い、政権を本格稼働させる段階に入りました。
「有言実行内閣」の出発です。何を実行するのか。一言で申せば、これまで先送りしてき
た重要政策課題の実行です。経済低迷が二十年続き、失業率が増加し、自殺や孤独死が増
え、少子高齢化対策が遅れるなど、社会の閉塞感が深まっています。この閉塞感に包まれ
た日本社会の現状に対して、どの政権に責任があったか問うている段階ではありません。
先送りしてきた重要政策課題に今こそ着手し、これを、次の世代に遺さないで解決してい
かなければなりません。それが、「有言実行」に込めた私の覚悟です。解決すべき重要政策
課題は、
「経済成長」、
「財政健全化」、
「社会保障改革」の一体的実現、その前提としての「地
域主権改革の推進」、そして、国民全体で取り組む「主体的な外交の展開」の五つです。本
日は、この五つの課題について、私の考えを申し上げます。
二 経済成長の実現―経済対策と新成長戦略の推進
（成長と雇用による国づくり）
まず最初の課題は、経済成長です。国内消費を取り巻く状況には、厳しいものがありま
す。需要が不足する中、供給側がいくらコスト削減に努めても、値下げ競争になるばかり
で、ますますデフレが進んでしまいます。これでは景気は回復しません。供給者本位から
消費者目線に転換することが必要です。消費も投資も力強さを欠く今、経済の歯車を回す
のは雇用です。政府が先頭に立って雇用を増やします。医療・介護・子育てサービス、そ
して環境分野。需要のある仕事はまだまだあります。これらの分野をターゲットに雇用を
増やす。そうすれば、国民全体の雇用不安も、デフレ圧力も軽減されます。消費が刺激さ
れ、所得も増えます。その結果、需要が回復し、経済が活性化すれば、さらに雇用が創造
されます。失業や不安定な雇用が減り、「新しい公共」の取組なども通じて社会の安定が増
せば、誰もが「居場所」と「出番」を実感することができます。こうした成長と雇用に重
点を置いた国づくりを、新設した「新成長戦略実現会議」で強力に推進します。
（円高、デフレ状況に対する緊急的な対応―第一段階）
そのため、まず、今から来年度に向けて「三段構え」で成長と雇用に重点を置いた経済
対策を切れ目なく推進します。既に、その「第一段階」、急激な円高・デフレ状況に対する

緊急的な対応を実行に移しています。政府・日銀は、為替介入を実施しました。今後も、
必要に応じ、断固たる措置をとります。また、即効性のある雇用対策に重点を置いて予備
費約九千二百億円を執行します。特に、新卒者の就職に力を入れます。仕事を探す側、雇
用する事業者、双方の負担を軽減し、ワンストップで雇用を「つなぐ」仕組みを全国展開
します。さらに、低炭素産業の新規立地を補助して雇用を「守る」取組や、地域の雇用を
「創る」取組も盛り込みました。日銀に対しては、政府と緊密な連携を図りつつ、デフレ
脱却の実現に向け、さらなる必要な政策対応をとることを期待します。
（今後の動向を踏まえた機動的な対応―第二段階）
そして、デフレ脱却、景気回復を軌道に乗せるため、今国会での補正予算の編成を含む
「第二段階」に入ります。中身が重要です。野党からの提言も踏まえ、五つの柱からなる
大枠を提示しました。第一の柱が雇用・人材育成、第二が新成長戦略の推進、第三が子育
てや医療・介護・福祉、第四が地域活性化、社会資本整備と中小企業対策です。第五の柱
として、規制・制度改革に取り組みます。例えば、再生可能エネルギーの利用拡大に向け、
全量買取制度の円滑な導入を目指すとともに、大規模太陽光発電や新エネ・省エネ設備に
係る規制を緩和します。日本を国際医療交流の拠点とするため、ビザや在留資格の取扱い
を改善します。さらに、雇用創出効果の大きい国内立地促進策を、新設した円卓会議で早
急にまとめます。いずれも国民生活に直結する課題です。与野党間で意見交換を進め、補
正予算を含め、合意を目指したいと思います。
（新成長戦略の本格実施―第三段階）
「第三段階」は、既に作業を始めている来年度予算編成と税制改正です。予算編成では、
「元気な日本復活特別枠」も活用し、需要創造や雇用創出を強化します。法人課税につい
ては、税制の簡素化、海外と比較した負担といった観点から、年内に見直し案を取りまと
めます。ものづくりでも、サービス産業でも、業種を問わず、新しい需要を引き出し、豊
かで安心な暮らしを実現するイノベーションを起こすことが重要です。この観点から研究
開発や人材育成も強化します。
改めて申し上げます。今国会の最大の課題は、「第二段階」である経済対策のための補正
予算の成立です。与野党間での建設的な協議に心から期待いたします。そして、切れ目な
く「第三段階」に進み、新成長戦略の前倒し実施により、日本経済を本格的な成長軌道に
乗せていきたいと考えます。是非とも、ご理解、ご協力をお願いいたします。
三 財政健全化と行政の無駄削減
（財政運営戦略の実施）
二番目の重要政策課題は、財政健全化です。現在の財政状況を放置すれば、どこかで持
続できなくなります。政府は、六月に財政健全化の道筋を示した「財政運営戦略」をまと
めました。二〇一五年度までに、基礎的財政収支の赤字を対ＧＤＰ比で今年度の半分にし、
二〇二〇年度までに黒字化を達成するものです。大変高い目標ですが、成長と雇用拡大を
実現しながら、一歩ずつ達成を目指します。
（来年度予算編成に向けて）
最初の一歩が、無駄の徹底した削減を含む来年度予算の編成です。昨年は、四百四十九
の事業を仕分けし、約二兆円の財源確保を実現しました。引き続き、強力に無駄の削減を
徹底します。そもそも、財政が如何なる状況にあろうと、無駄は許されません。事業仕分
けを特別会計に広げるなど、幅広く事業を見直します。マニフェスト実現には、引き続き
誠実に取り組みます。財源の制約などで実現が困難な場合は、国民に率直に説明し、支給
の方法や対象を含め、国民が納得できる施策に仕上げていきます。

（行政改革、公務員制度改革の推進）
歳出見直しは、単に切り詰めることが目的ではありません。行政が利用者の視点に立っ
てサービスを提供し、より効率的に奉仕する体制にすることが重要です。公務員制度改革
も、この目標を共有しています。国家公務員の総人件費の二割削減と併せ、一体的に取り
組んでいきます。また、国の出先機関の統廃合を含め、各府省の機構や定員をスリムにし
ます。公務員諸君に改めてお願いします。行政のプロとしての皆さんの心構えが問われて
います。
四 社会保障改革
（改革の必要性）
三番目の重要政策課題は、社会保障改革です。社会保障制度がしっかりしなければ、国
民の将来に対する不安はぬぐえません。この不安が、消費の低迷、経済の停滞の背景にな
っています。改革を急がなければなりません。一般論として、多少の負担をしても安心で
きる社会を作っていくことを重視するのか、それとも、負担はできる限り少なくして、個
人の自己責任に多くを任せるのか、大きく二つの道があります。私は、多少の負担をお願
いしても安心できる社会を実現することが望ましいと考えています。
まず、求める社会保障の姿について議論を進めます。安定した年金制度や、十分な医療・
介護・福祉サービスを確保していかなければなりません。高齢化などに伴い、今のままで
も、社会保障費は毎年一兆円以上増加していきます。さらに、新たなニーズも生じていま
す。孤立したお年寄りを守る、女性を乳がん・子宮頸がんから守る、子どもを貧困や虐待
から守る、あらゆる人を自殺や災害から守る。強者の論理ではなく、弱者に寄り添い、こ
うした課題にも応えなければなりません。社会保障の基盤となる番号制度をどう整備する
か決める必要もあります。個々の課題にばらばらに答えを出しても根本的な解決策にはな
りません。政府は、社会保障改革の全体像について、必要とされるサービスの水準・内容
を含め、国民に、わかりやすい選択肢を提示していきたいと思います。
（与野党間の議論）
その上で、国民の選択に当たり、社会保障に必要な財源をどう確保するか一体的に議論
する必要があります。消費税を含め、税制全体の議論を進めたいと思います。結論を得て
実施する際は、国民に信を問う。この方針に変更ありません。当然、与野党を超えた議論
が不可欠です。それに向け、政府・与党で社会保障改革の全体像を検討する場を設け、野
党の皆さんとも意見交換をしていきたいと思います。
（子ども・子育て支援の充実）
子ども・子育て支援にも、引き続き重点的に取り組みます。どの子どもも、この国の将
来を担う宝です。家族だけでなく、地域、さらには国で、大切に育てなければなりません。
高校の授業料実質無償化を着実に実施し、子ども手当は、現金給付と保育所の整備などの
現物支給のバランスをとって拡充する方針です。幼保一体化を含む法案を来年の通常国会
に提出する準備を進めます。少子高齢化の下で、労働力人口が減少し始めています。待機
児童の解消を急ぎ、働く女性を応援し、男女共同参画を推進します。
五

地域主権改革の推進
以上の三つの重要政策課題の解決に当たっては、地域主権改革の推進が鍵となります。
地域が主役となって、特色ある産業振興や、住民の要望に応じた社会サービスの提供がで
きるよう、我々の世代で確たる道筋をつけます。残念ながら、これまで実感のある変化は
生じていません。壁を打ち破るため、まず、「ひもつき補助金」の一括交付金化に着手しま
す。来年度予算では、各府省の枠を超えて投資的資金を集め、自由度の高い交付金に再編

します。地域で、霞が関の発想に縛られない、独自のモデルを構想してください。国の出
先機関が扱う事務・権限移譲については、各府省が検討結果を八月末に提出しましたが、
不十分であり、やり直しを指示しました。横断的な移譲の指針を示し、年内を目標に検討
を進めます。
六 国を開き未来を拓く主体的な外交の展開
（「歴史の分水嶺」における外交）
五番目の重要政策課題は、主体的な外交の展開です。今日の国際社会は、安全保障面で
も経済面等でも「歴史の分水嶺」とも呼ぶべき大きな変化に直面しています。新興国の台
頭で、世界の力関係も変貌を遂げています。我が国周辺地域に存在する不確実性・不安定
性は、予断を許しません。こうした国際情勢の下、天然資源・エネルギーや市場を海外に
依存する我が国は、如何にして平和と繁栄を確保するのか。受動的に対応するだけでは不
十分です。国民一人ひとりが自分の問題として捉え、国民全体で考える主体的で能動的な
外交を展開していかなければなりません。その際、国を思い切って開き、世界の活力を積
極的に取り込むとともに、国際社会が直面するグローバルな課題の解決に向け、先頭に立
って貢献することが不可欠です。また、防衛計画の大綱の見直しに当たっては、真に役に
立つ実効的な防衛力を整備するため、これからの時代にふさわしいものを、本年中に策定
します。
（日米同盟）
日米同盟は、我が国の外交・安全保障の基軸です。先日のオバマ大統領との会談でも、
日米同盟がアジア太平洋地域のみならず、世界の安定と繁栄のための共有財産であること、
そして、日米同盟を二十一世紀にふさわしい形で、安全保障、経済、文化・人材交流の三
本柱でさらに深化・発展させていくことを確認しました。また、アフガニスタン・パキス
タン支援、イランの核問題、気候変動、核軍縮・核不拡散など、国際社会が直面する課題
へも日米が協力して対処することで一致しました。十一月のＡＰＥＣの際に予定されてい
る日米首脳会談では、さらに日米同盟深化のための具体策を詰めていきます。普天間飛行
場の移設問題については、本年五月の日米合意を踏まえて取り組むと同時に、沖縄に集中
した負担の軽減にも取り組みます。沖縄の方々のご理解を求め、誠心誠意説明してまいり
ます。
（日中関係）
日中両国は、一衣帯水のお互いに重要な隣国であり、両国の関係はアジア太平洋地域、
ひいては世界にとっても重要な関係だと認識しています。近年、中国の台頭については著
しいものがありますが、透明性を欠いた国防力の強化や、インド洋から東シナ海に至る海
洋活動の活発化には懸念を有しています。尖閣諸島は、歴史的にも国際法的にも我が国固
有の領土であり、領土問題は存在しません。先般の事件は、我が国の国内法に則り粛々と
処理したものです。中国には、国際社会の責任ある一員として、適切な役割と言動を期待
します。日中両国間に様々な問題が生じたとしても、隣国同士として冷静に対処すること
が重要と考えます。日中関係全般については、アジア太平洋地域の平和と繁栄、経済分野
での協力関係の進展を含め、大局的観点から戦略的互恵関係を深める日中双方の努力が不
可欠です。
（東アジア地域の安定と繁栄に向けて）
この秋は、我が国において、重要な国際会議が開催されます。生物多様性条約に関する
ＣＯＰ10 では、議長国としての重要な役割を果たします。また、私が議長を務めるＡＰＥ
Ｃ首脳会議では、米国、韓国、中国、ＡＳＥＡＮ、豪州、ロシア等のアジア太平洋諸国と
成長と繁栄を共有する環境を整備します。架け橋として、ＥＰＡ・ＦＴＡが重要です。そ

の一環として、環太平洋パートナーシップ協定交渉等への参加を検討し、アジア太平洋自
由貿易圏の構築を目指します。東アジア共同体構想の実現を見据え、国を開き、具体的な
交渉を一歩でも進めたいと思います。
北朝鮮については、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決を図り、日朝平壌
宣言に基づき、不幸な過去を清算し、国交正常化を追求します。拉致問題については、国
の責任において、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くします。なお、
北朝鮮の政治情勢については、引き続き注視していきます。
七

政治改革と議員定数削減
以上の課題に臨む我々国会議員のあり方について、一言述べます。カネのかからないク
リーンな政治の実現。国民の強い要望です。私自身の政治活動の原点です。民主党は、企
業・団体献金の禁止、国会議員の定数削減について党内で徹底的に議論し、年内に方針を
取りまとめたいと思います。その後、与野党間で協議し、まとめたいと思います。
八

結び
本日、国会が召集されました。日本が現在抱える課題を解決し、次の世代に先送りしな
い責任を、国会議員が協力して果たせるか。国民の期待に応えることができるか。この国
会が試金石となります。郵政改革法案、地球温暖化対策基本法案、労働者派遣法改正法案
などの審議もお願いすることとなります。私は、今回の国会が、具体的な政策をつくり上
げる「政策の国会」となるよう願っています。そのために、議論を深める「熟議の国会」
にしていくよう努めます。結論を出す国会になるよう期待します。この場にいる我々を隔
てるものは、どこに座っているかではありません。野党の皆さんにも真摯に説明を尽くし、
この国の将来を真剣に考える方々と、誠実に議論していきます。そして、何とか合意でき
ないか知恵を絞ります。国民に選ばれた国会議員が全力を尽くし、この国の政治を築いて
いく。真の国民主権の政治に向け、共に頑張りましょう。
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