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障害者自立支援法における応益負担原則導入の問題点

鈴木 勉

〔抄録〕

2005年に成立し， 2006年 4月から実施に移された障害者自立支援法の主たる内容

は，介護保険制度の給付体系に合わせて保健福祉サービスを再編成するとともに，利

用者負担の原則を 「応能負担」から 「応益負担」に変更した点にある。サービス経費

の定率 l割負担を原則とする同法の施行以降，サービス利用の多い重度の障害をもっ

人ほど負担額が生計費を圧迫し，利用を自己抑制する障害児者が増加している。この

点に関して，障害児者 ・家族団体や事業者団体等から批判が集中し，国会でもこの問

題がとり上げられ，国は法施行の初年にもかかわらず，利用者負担の軽減，事業者に

対する激変緩和等の措置をとることを余儀なくされた。

本稿では，障害者保健福祉サービスの利用者負担に焦点を当て，応能負担原則は

「福祉的配慮」 に立脚しているのに対して， 応益負担は利用者負担が生計費に与える

影響をいっさい顧慮しない，新自由主義的 「平等」観にもとづく負担方式であること

を指摘している。また，障害者自立支援法に先立って導入された介護保険制度におけ

る応益負担原則が，サービス利用の自己抑制をもたらした事実をあげ，障害者保健福

祉分野に応益負担が導入されるとどのような問題が生じるのかについて，施行後の状

況もふまえ，福祉における共同体を破壊するとともに，ノ ーマラ イゼーション原理に

反すると述べている。さらに，公共サービスの利用者負担のあり方を原理的に考察す

るために，税財政法学の知見に依りつつ租税民主主義の立場から検討し，I応能」で

あれ 「応益」であれ，利用者に負担を課す方式は，保健福祉サービスの公共性という

観点から見て妥当とはいえないと論じている O

キーワード .障害者自立支援法，応能負担，応益負担，租税民主主義

は じ め に 一一課題の設定

2005年 11月公布， 2006年 4月，10月に施行された障害者自立支援法(以下，自立支援法)

の主たる内容は，次の介護保険制度見直し期に， 同制度への吸収(統合)を見込んで障害者保
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健福祉サービスを再編成するとともに，利用者負担(正確には，利用者と扶養義務者の負担)

の原則を所得に応じた 「応能負担」から，介護保険制度と同様，利用したサービス量(経費)

に応じた定率 1割の負担とする 「応益負担」に変更する点にあるといえよう O

ところで，自立支援法ではサービス利用量の l割負担を法文上明記しているわけではない。

条文では第四条の第 3項に，介護給付費と訓練等給付の額は基準額の 100分の 90と規定され

ている。 したがって，1100分の 10Jつまり l割が利用者の費用負担とみなされるのである。

また，低所得者に対する配慮として負担上限額が決められていることから，厚生労働省は支援

費制度までは 「所得に着目した応能負担」であったのに対して，自立支援法では 「サービス利

用量と所得に着目した負担」に見直したとして，応益負担ではなく原則 「定率負担」という用

語を使用するのであるが，定率で負担を課す理由には，サービス利用を個人的利益とみなす認

識にあるのであるから，それは応益負担が原則というべきであろう O

サービス利用料の応益負担が始まった本年 4月以降(障害児については 10月から実施)の

動向をあげると，通所施設では定率 1害iJ負担に加え食費が，入所施設では食費・光熱水費と個

室利用料が自己負担になった(この他に，知的障害者の入所施設ではこれまで給付対象にな っ

ていた医療費・日常生活費も自己負担になった)ことから，利用者負担が生計費を圧迫し，施

設からの退所を余儀なくされる人や利用回数を減らす人が急増している(1)。 また， 自立支援法

は事業者に対しでも，報酬単価の切下げ，報酬支払いの日割計算方式への変更等によって大減

収をもた らし，事業運営にかつてない困難をもたらしている。こうした利用者・ 事業者の双方

の深刻な実態を受けて，地方議会でもこの問題が取り上げられ，利用者の自己負担の軽減策や，

最近では事業者への補助を実施する自治体が増加している。また，国会でもこれらの問題がと

り上げられ，厚生労働省は利用者負担の軽減ゃいくつかの給付に加算をつける等の禰縫策で対

処しているが，応益負担原則(定率 1害iJ負担)の修正には応じていない。

このような状況をふまえ，本稿では次の諸点を検討する O 第 1に，自立支援法施行以前の利

用者負担の原則であった応能負担の形成過程を略述する。第 2には，自立支援法における応益

負担の導入は，格差(差別)の是認を特徴とする新自由主義的福祉改革の一環であることを指

摘する。 第3には， 2000年に発足した介護保険制度に導入された応益負担は， いかなる問題

を引き起こしたかを振り返る。第 4は，障害をもっ人々が平等回復のために利用するサービス

を 「私益」と捉える応益負担主義について，福祉サービスの特質である 「利用者とワーカーの

共同性」の視点から批判を試みるとともに，ノーマライゼーション原理からこの問題を考察す

るO 最後に，保健福祉サービスの利用に当たって， 1応能」であれ 「応益」であれ利用者に負

担を課す方式は，保健福祉サービスの公共性という立場から見て妥当といえるのか，その際，

福祉サービスの利用者負担の考え方について，租税民主主義の観点から論じる。

60 



社会福祉学部論集第3号 (2007年 3月)

1.障害者福祉制度の創設と利用者負担

(1)身体障害者・知的障害者の利用者負担は応能負担原則

障害者福祉サービスにおいて利用者負担が初めて規定されたのは，1950年施行の身体障害

者福祉法によってである。法施行時の利用者負担の対象は補装具給付と修理のみであったが，

その後 1954年の法改正により更生医療制度が導入され，補装具給付 ・修理と更生医療の利用

者負担が再編成された。その主旨は，①措置に要する経費は全額公費が基本であり，②利用

者負担は「特別な」場合，すなわち，障害者や扶養義務者に負担能力がある場合にのみ，負担

能力に応じた額を業者 ・医療機関に支払う (応能負担)というものであり， I利用者負担その

ものが原則ではなかった」ω のである。また，身体障害者更生援護施設では，措置に関する負

担の法的規定はなく，食費について「実費弁償J(立て替えてもらった実費を返す)が行われ

たのみであり，これについても被保護者や低所得者の場合は，食費の全額または半額を公費負

担することになっていた。

その後 1986年に障害基礎年金制度が発足し，年金額が引上げられたことを理由にして身体

障害者更生援護施設にも費用徴収制度が導入され，従来の食費のみを負担させるやり方から，

サービス経費(措置費全体)までを利用者 ・扶養義務者に負担させることになったが，費用負

担については応能負担が原則であるとしていた。この枠組みは 2003年度に発足した支援費制

度でも継承され，福祉サービスを利用した場合の利用者負担額は 「身体障害者文は扶養義務者

の負担能力に応じ，厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基

準によって算定した額J(当時の身体障害者福祉法第 17条の 4第 2項第 2号及び第 17条の 10

第 2項第 2号。傍線は筆者)とされていた。

知的障害者については， 1960年に成立した精神薄弱者福祉法が児童福祉法から分離独立し

たという経過から，知的障害者援護施設の費用徴収は児童福祉施設と同様であり，扶養義務者

とされる家族の収入の合算によって負担能力が決められ，負担能力に応じた額を福祉事務所に

納付することになった。 また， 1986年以降の費用負担は， 身体障害者更生援護施設と同様の

体系になり，支援費制度への移行時に扶養義務者の範囲に関して整合性が図られた。また，知

的障害者に対する支援費制度における利用者負担は，身体障害者と同様，応能負担が原則で

あった。なお，知的障害児福祉の利用者負担も知的障害者とほぼ同一であるが，ちがいは負担

の主体が 「障害者本人」ではなく 「保護者」となる点である。

( 2 )精神障害者福祉における費用負担制度

福祉施策の規定をもっ 「精神保健法」 は1987年， I精神保健福祉法」は1995年制定という

ように，精神障害者福祉施策の制度化の立ち遅れと医療機関による 「保護」の歴史に規定され，

精神障害者に対しては他の障害者とは違って，福祉サービスの費用に関して全額公費であると
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いう時代を経ていないことにより，異なる利用者負担のシステムがとられてきた。

精神保健法で初めて規定された福祉施策である精神障害者社会復帰施設を例にすると， 利用

者負担の規定はなく ，サービス経費については全額公費補助となっていた。しかし公費補助

は直接サービス費のみで，居住費 ・生活費 ・医療費はすべて利用者負担となっており，原則と

して利用者の所得によりこの負担が免除されることはなかった。その理由は，社会復帰施設の

目的は，あくまでも訓練等のサービス提供にあり，利用者個人の生活は公的サービスの範囲外

にあるとの認識にあったからである O

例外は居宅介護等事業(市町村が実施主体)であり，これに関しては精神障害者世帯の生計

中心者は，所得に応じた利用者負担制度(応能負担)がと られていた。 しかし，居宅介護等事

業以外の居宅生活支援事業(短期入所事業，地域生活支援事業)では，実費(短期入所では食

費 ・生活諸費，グループホームでは食費 ・家賃 ・共益費等)は事業者に支払うこととなってお

り，利用者負担については社会復帰施設と同様の考え方が採用されていた。

2.新自由主義的「平等」論としての応益負担

自立支援法が実施されるまでの利用者(身体障害者 ・知的障害者と障害児)負担の原則で

あった応能負担の考え方は，サービス利用時の負担金が利用者の生計費を圧迫することを回避

する「福祉的配慮」に立脚していたといえる。これに対して応益負担とはサービス利用者の所

得の多寡を問わず， I同一商品(サービス)・同一料金」という原則に立って，利用者に「平等

に」負担を強いる考え方といえる。応益負担は，保健福祉サービスを市場における商品と同一

視する新自由主義的「平等」観のひとつの現れといってよいであろう O

また，支援費制度の発足時から措置制度を廃止して導入され，自立支援法でも採用された利

用契約制度は， 当事者の「自己決定JI自己選択」を具現化するためとして，サービス提供者

と利用者を直接契約の関係に置くことになった。利用契約制度とは，保健福祉領域に一般商品

と同様の契約関係をもち込み， トラブルやミスマッチが起きても結果責任は契約当事者が負う

ものとして，福祉における公的責任を発生させない方式である。また，契約を結んでも結ばな

くてもよいという「締結の自由」を含む契約自由の原則からすれば，事業者は「手のかかる」

障害者とは契約を結ばない自由も行使できるのである (3)。国際的にも類例を見ないこの方式は，

自己決定権という自由権の中核をなす概念を掲げることで，生存権などの社会権の固による保

障責任を否認することに目的があるといえよう。しかし，保健福祉サービスは，それを受給す

る権利を得て初めて選択や決定が可能となるのであって，サービス受給権という社会権の保障

を欠いては，選択権や自己決定権などの自由権はそもそも行使のしょうがないというべきであ

るO このような自由権と社会権の内的関連をふまえれば，利用契約制度は自由権の名によって

社会権を否定する手法として，また，新自由主義的福祉改革の現れのひとつとして位置づけら
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れるであろう (4)。

新自由主義的潮流の台頭により，従来は是正の対象となっていた「階層間の所得格差」など

が，今日ではそれらの格差を「自己責任」というツ ールによって当然視して放置するだけでは

なし憲法 14条に由来する平等原理にもとづいて形成されてきた格差是正措置(制度)を破

壊する段階へとエスカレー卜 している。筆者は労働能力が形成される以前に重い障害を負った

人々は，生活における 「自己責任」を果たすべき賃金収入等の物質的根拠をもたないがゆえに

所得保障や福祉施策の必要性があり，そこには応益負担原則が入り込む余地などあり得ないと

常識的に考えていたが，自立支援法に導入された応益負担原則をみると，障害がある人々も例

外としない格差(差別)の積極的是認が，現在の政策の特徴であるといえよう。

この点に関連する司法の動向をあげると，学生無年金障害者裁判(5)に対する東京高裁の判決

(2005年 3月 25日)では， それまでの東京 ・新潟 ・広島の各地裁による原告勝訴を覆し， 大

学等在学中の病気 ・事故による障害に対して，国民年金の任意加入という「欠陥制度」を改め

ず， 無年金のまま放置してきた国の責任を問うのではなく . I障害による稼得能力の喪失に対

する備えは，本来，各個人又はその扶養義務者においてもなすべきものであり，国家がこれに

救済措置を講ずるのは，後見的な見地からの社会福祉的措置ということもできる」と述べ，障

害者 ・家族の「自己責任」を問う判決となっている。

東京高裁判決の特異性は，東京地裁をはじめ各地裁判決が，任意加入という欠陥制度を長ら

く維持し， 無年金障害者を生み出してきたのは立法不作為であり， 憲法 14条に違反するとし

たことを受けて，立法府がこれを正すべく，無年金で放置されていた障害者(元学生 ・主婦)

に 「特別障害者給付金」を 2005年 4月から支給することを決めたにもかかわらず， この国会

の措置すら不要とする点にある O つまり，東京高裁判決は，受障後の生活は 「障害者と扶養義

務者の自己責任」を主として，国家は 「後見的立場」にとどまるとする政策への転換を司法の

側からリ ードしたと評するべきであり .I欠陥制度」 を擁護するだけではなく ， 自助を公的責

任に優先することで，社会保障 ・社会福祉制度の意義さえ否定する判決というべきである。

要するに，そもそも不平等の是正措置をとる必要を認めないとする判決であり，社会保障を

「助け合しリとみなし，年金制度の原則は 「自助 ・目立」にあるなどとして，国の生存権保障

の義務を解除する政策への転換に迎合する判決と見るべきだという点である O 政策主体は市場

メカニズムを至上の原理として，国民生活のセーフティ ・ネッ トすら必要を事実上認めない，

殺伐とした不寛容社会の門を聞いたというべきであろう。

3.低所得層の介護サービス利用の自己抑制を生んだ

介護保険制度の応益負担

ここでは. 2000年に発足した介護保険制度で導入された利用時一部負担(応益負担)の意
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図について述べておく O なぜなら，今回の目立支援法は障害者保健福祉制度の改革の途上に成

立したものであり，その終着点は一部は独自のサービスが残るとはいえ，内容的には介護保険

制度への吸収(統合)だからである。若年者 (20歳から 39歳)の介護保険料の企業主負担を

忌避する財界の意向によって統合は先延ばしになったとはいえ，自立支援法は障害者保健福祉

サービスの体系を介護保険への統合を見込んで再編成しているし，サービス利用時の原則 1害IJ

負担は介護保険制度と同様である。

介護保険制度の発足時に，厚生省(当時)は要支援 ・要介護と認定された人は 4割程度しか

介護サービスを利用しないだろうという予測を立て，介護保険料を設定した。周知のように介

護保険サービスを利用すると，要介護認定ごとに使えるサービスの上限額が決まり，その額の

1害Ijは本人負担と定められた。厚生省の予測では，低所得者は負担能力が限られているから全

面的にサービスを利用せず，利用の「自己抑制」が起こるであろうし，その利用率は 4割程度

であると見込んでいた。調べてみると， 2000年 7月の値では， 要介護者は厚生省の予想通り

利用限度額の 43.2%しか介護サービスを使っていなかった。厚生省はそこまで見込んで予算

をっくり，その上で保険料の額を決定 したわけである。

これは実に巧妙な方法である O 行政権力による強権的な利用制限ではなく，利用者が収入過

少のため自らの判断でサービス利用を規制するのだから，厚生省に直接には不満が向かわない

わけである。厚生労働省は， この方式を障害者保健福祉サービスにも導入して，公費支出の削

減を企図していると思われる。

介護保険制度を財源調達の視点から見ると，それまでの高齢者福祉制度は公費負担を原則と

していたのであるがこれを廃止して，財源の半分は新たな国民負担である介護保険料に置き換

えたといえる O 従来は国の負担は 50%で，残りは都道府県，市町村がそれぞれ 25%だったの

が， 介護保険に移行することにより， 半分を介護保険料でまかなうことになり (2000年度で

約 2兆円の国民負担増)，国庫負担分は 25%と半減し，地方自治体負担もそれぞれ半減したの

である。つまり，厚生省は介護保険という新たな社会保険制度を創設することで，介護に要す

る公費負担の恒久的削減に成功したばかりでなく，利用時 1害Ijの応益負担を課すことにより

サービス利用の自己抑制を促すという，二重の公費負担減らしの仕組みを手に入れたわけであ

る(6)。

また，障害者保健福祉サービスの報酬単価を抑制し，その上で利用時の原則J1割負担を導入

することで公費支出をいっそう削減する，さらには，次の介護保険制度の見直し期に，基本

サービス部分は介護保険制度に移行させるという構図が見えてくる O そうした点からすれば，

利用時 l害Ij負担という応益負担に反対する運動を障害者分野だけでなく ，すでにその被害が出

ている介護保険サービス利用者 ・家族等とも連帯して，広汎な市民的な連帯を形成していくこ

とが不可欠であると思われる。
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4.応益負担原則の問題点

介護保険制度に導入された応益負担は，サービス利用の自己抑制を招き，介護に要する公費

の削減効果をもつことをみてきたが，以下では障害者(児)の保健福祉分野で応益負担が導入

されると，どのような問題が発生するかに関して，実施後の問題状況もふまえ，いくつかの側

面から検討してみたL、。

(1)応益負担は，ワー力ーと利用者との「共同性」を破壊する

そもそも保健福祉サービスの特徴は，教育サービスなどと同様，人間の人聞に対する働きか

けの一つであって，生産と消費の過程は一体化 している。それゆえ，その過程においては，生

産場面(サービスの供給)では機械や設備よりも，サービスを提供する人間労働の質が決定的

な意味をもっ。また同時に，サービスを利用する側もそれは単なる消費というよりは，提供者

とともに一体化 した過程への主体的参加が 「良いサービス」を構成する重要なモメン トになる O

なぜなら，福祉サービスとは利用者にとって，人間の根源的欲求である自由と自己実現を回復

することに目的があり，それを単純な消費とはみなせなし、からである O その意味では，福祉

サービスとは提供者による一方的給付とみなすことはできず， 利用者との共同作業によって成

り立つという性格をもっている O

自立支援法はこうしたワ ーカーと利用者との共同関係の形成を阻害し，両者を対立的な関係

におき，利用者の福祉の実現に障害を与えるものとなっている O その原因は応益負担の導入に

ある。 2006年 4月以降， 保健福祉サービス利用時の l割負担が実施に移されたが， これによ

り利用者がサービス利用を制限し，必要な保健福祉サービスから遠ざけられていることが，障

害者関係団体によって報告されている。国会でもこの問題が取り上げられ， 2006年 10月実施

の障害児療育の分野等で若干の負担緩和策はとられたものの，厚生労働省は応益負担原則の修

正には応じていない。

自立支援法は利用者の負担増だけではなく，事業者に対して報酬単価の切下げ，報酬の月割

から日割計算方式への変更等により，通所施設の例では月額百万円単位の減収になるなど，事

業運営にかつてない困難をもたらしている。事業運営に要する費用の大半は人件費であること

から，経営を維持しようとすれば必然的に職員にしわ寄せが向かい，賃金下落と雇用の非正規

化が一挙に進もうとしている。また，厚労省は 「常勤換算」なる用語で，正規雇用者を削減し

非正規雇用を促進しようとしている点も見逃せない。

それらは何をもたらすであろうか，要約すれば次のように言えよう O 利用者が応益負担によ

る負担増を回避するためにサービス利用を自己抑制すると，報酬単価の切下げなどで経営困難

をきたした事業者にいっそうの危機をもたらすという対立関係をっくり出し，福祉サービスの

特質である 「ワーカーと利用者の共同性」を破壊するということである。
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( 2 )障害をもっ人々が平等回復のために利用するサービスを「私益」と見なす立場は，

ノーマライゼーション原理に反する

① 福祉サービスの受給は 「私益」なのか

応益負担の導入について， もっとも大きな疑問点は，障害者が日々の暮らしを維持し，社会

参加するために利用するサービスが 「私益=個人的利益」といえるのかにあるO 障害者団体が

主催する集まりへ出ても，当事者や家族が問題にしているのはこの点にある。応益負担原則へ

の移行によって金銭的な負担が増加することにも困惑しているが，そもそも普通の市民の暮ら

しに近づけるために実施される保健福祉サービスが 「私益」といえるのか，という悲痛な声が

耳に突き刺さっている O

一例を障害者団体の機関紙から引用すれば， I障害と疾患を併せ持つ精神障害者， あるいは

難病者にとって，医療は何の「益』をもたらすのかJ，また，重い身体障害がある人々は，医

療のほかにも，食事 ・着脱 ・排池・入浴・外出などの介護や移動支援などを要するが，これら

の施策は，障害者にとって 「私益」をもたらすのではなく， I生きるために必要な支えて、あるjC7l

などである。

② 応益負担は 「障害の自己責任論」につながる

しかも重大な問題は，重度の障害があって保健福祉サービスを多く利用する人ほど，莫大な

自己負担金が謀せられることになった点である。このように応益負担(定率 1割負担)は，

サービス利用量が大きい重度者への負担増を必然化することから，結果的には 「障害の自己責

任論」につながるといわなければならない。

③ 扶養義務者の拡大一一親族扶養の強化

また，費用負担に関して重大な問題がある O それは負担が本人だけではなく，支援費制度で

は姿を消した 「親 ・きょうだし、」の扶養義務が 「同一生計の世帯」収入を根拠とするという形

で復活したことである O つまり，公的責任によって障害者の自立を実現するのではなく，それ

を家族責任に転嫁することであり，これでは自立支援法という名称は羊頭狗肉であるといわれ

るであろう。

この点では， 2004年の障害者基本法の改正において， 旧法第 6条(目立への努力)に規定

されていた障害者の自助努力と家庭(家族)の努力義務の条文が削除されたことを想起してお

きたし、。要するに，障害者基本法の改正作業では，家族の扶養義務を解消する方向を示してい

るのに，自立支援法では逆に，家族扶養の範囲を拡大したのである。

④ ノーマライゼーション理念と応益負担

以上のような事態は， I障害者プラン」 において基本理念と位置づけられたノーマライゼー

ション理念を否定することといわなければならなL、。筆者はかつて，この理念の提唱者である

パンク ミケルセンの主張を検討して， ノーマライゼーションには， 障害者に 「ノーマルな暮

らし」を実現するとともに，障害者を排除しない 「ノーマルな社会」づくりの指向という 2つ
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の要素が含まれていると述べたことがある (8)。

ここでいう 「ノーマルな暮らし」の保障とは，国連総会が採択した 「障害者の権利宣言」

0975年)の前文にしたがえば， I障害者が最大限に多様な活動分野においてその能力を発揮

しうるように援助し，また可能な限り彼らの通常の生活への統合を促進する必要性」を確認し

た上で， I障害者は障害の原因，特質および程度にかかわらず， 同年齢の市民と同等の基本的

権利を有する O このことは，なによりもまず，可能な限り通常のかっ満たされた，相当の生活

を享受する権利を意味する」ということになる。障害者が 「同年齢の市民」と同等の生活を営

むことは権利であり， Iその能力を発揮しうるように援助」 することは国家と社会の義務であ

るということである。

こうした国際基準からすれば，平等回復の措置としてとられる制度 ・サービスを 「私益=個

人的利益」とみなして，その利用量に応じて当事者 ・家族に定率で負担させようとするわが国

の厚生労働省の提案は，明確に逸脱しているといえよう。

ところで，社会保障審議会障害者部会長として自立支援法案の審議を した京極高宣は，定率

1割負担の導入を 「障害のある者も社会の構成員として対等に利用者負担をすることで制度を

支える一員になってもらうことであり，また，必要な租税を確保するうえで国民的理解を得や

すいものにするためである」ω と述べている。 しかし，ノ ーマライゼーションの趣旨は，障害

のある人々が障害のない人々と対等平等の暮らしを営めるよう，実質的平等を回復することに

あり，その実現のために必要とされるサービスが提供されることが主要な課題であって，サー

ビス利用の自己抑制を促す応益負担金の支払いをノーマラーゼーションに強引に結び、つけよう

とする京極の主張は，それこそ 「国民的理解」を得られないであろう。

また，障害がある人々の 「ノーマルな暮らし」を営む権利を承認し，平等回復政策により，

障害者を排除する 「アブノ ーマルな社会」から 「ノーマルな社会」に転換することは，障害を

もたない市民にとっても快適な社会になるということであり，あえて 「益」という概念を使う

のならば 「社会全体の利益=公益」がふさわしいと言うべきである。保健福祉サービスが 「公

益」であるならば，受益者は社会の構成員全体であるのだから，その費用負担は租税によるの

が一般的であるといえるであろう。

5. サービス利用者・扶養義務者から「応益負担」金を徴収するのは妥当か

一一租税民主主義の観点、から

次にとりあげるのは，保健福祉サービスの費用負担に関わる問題である。そもそも公共サー

ビスの費用をだれが，どのように負担するのかについて検討するため，近代社会における政府

のあり方と政府の運営に当たって必要となる費用(税)の徴収原理をどのように捉えるべきか

を考えてみたい。
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(1)社会契約説における国家と国民の関係

政府と国民の関係を原理的に研究したのは，近代市民革命を思想的に準備した啓蒙思想家と

いえるが，彼らは社会契約という概念で両者の関係を説明している O ロックの主張の大要は，

「自然状態では自然法が支配し，人聞は自由 ・平等の存在である。 しかし，生命・自由・財産

の保全は不安定であるので，人々は社会契約を結び，人民は政府に対して生命 ・自由 ・財産の

保全を信託する。政府がもし人民の信託に反して権利を侵害したときは，人民は政府を覆す権

利(革命権)をもっ」としている O また， ルソーは，社会契約国家をつくるのは「各構成員の

人格と財産を共同の力のすべてをあげて守り，保護するためであり，国家はすべての構成員を

人間らしい人間として解放し，人格を高め，その生活と財産を保障する義務を人民に対して負

うJ(要旨) と述べている。要するに， I生命・自由 ・財産J(ロック) I人格 ・生活 ・財産」

(ルソー)を国民個々の力だけで守るのは困難なので，人民の信託(選挙)によって成立する

政府がその保障責任を負うというのである。 しかし，選挙によって成立した政府が，人民の生

命 ・自由・財産の保全に反する政策を強行した場合は，人民はその政府を覆す権利もあるとい

うのがロックの見解であった。

ロックとルソーの表現を現代流に言い換えれは、，国民の 「生命 ・人格 ・生活」を守るには私

的な努力では限界があるので，政府の責任において医療 ・福祉・教育・防災・防犯などの措置

をとることが必要になるということである。となれば問題は，国民の 「生命 ・人格 ・生活」を

守るべき費用となる税をどのような原則にもとづいて調達するべきかという点になる。その点

について税財政法学や財政学の研究にしたがえは、，次のようにいうことができる(10)。

( 2 )税を徴収する際の原則

① 租税法律主義の原則

近代国家における税金は，すべて国民の代表議会(国会)の同意にもとづき，法律として定

められなければならない。このような原則が打ち立てられたのは，かつての封建領主や国王が，

一方的に課税したことに対する市民の反乱があったことが一因であった。権力者による窓意的

な課税を防止するためにも，国民の代表議会の同意しない税金は納めないとする原則が確立さ

れたのである O また，地方自治体が徴税する場合でも， I租税条例主義」 といって，地方議会

が条例で定めることが原則とされている。

② 応能負担の原則

国民の 「生命・人格・生活」を保障するために必要な税をどのように徴収するかについては，

「能力に応じて平等に負担する」ことが原則になる O ここでいう能力とは稼得能力，所得能力

のことであるが，所得課税については，高額所得層ほど高い負担が，低所得層ほど低い負担と

いうように，それぞれの負担能力にもとづくという意味での平等が原則とされている O 税の負

担能力(これを量的担税力という)に着目しているのである。つまり，累進課税といわれる課
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税方式が 「能力に応じた平等の負担」 となるわけである O この平等論は日本国憲法 14条等の

要請にも適合している。

しかし，所得といってもそれが勤労によるものか，資産の運用によるものかによって区別が

必要である。たとえば 500万円の所得があったとしても，それが勤労所得(たとえは

退職所得)か，それとも資産(たとえば利子所得，配当所得，不動産所得)から生じたもので

あるか，ということでは大きく違ってくる。これを質的担税力というが，後者は前者よりも担

税力が強いといえる。つまり，所得全体の担税力だけではなく，所得の質的担税力をも考慮し

なければ， I能力に応じた平等の負担」 すなわち応能負担原則の要請を満たしていないといえ

るのである。

③ 最低生活費非課税の原則

税の応能負担原則である 「能力に応じた平等の負担」 と関連して，憲法 25条が 「健康で文

化的な最低生活の保障」を規定していることから， 一定の所得水準(わが国では生活保護基

準)以下にある低所得者には税を課さないという最低生活費非課税の原則を導き出すことがで

きる。この原則からすれば，わが国の所得税の課税最低限は生活保護基準に設定されるべきに

もかかわらず，それをはるかに下回っていることから，最低生活費非課税の原則に反して違憲

であるといえる。また，最低生活費非課税の論理からは， 一定の生存権的財産(居住用家屋)

の非課税ないしは軽課税という原則も確認することができる。

④ 累進課税と最低生活費非課税の原則は，税以外の社会保険料負担においても遵守される

2000年の介護保険制度の開始により新たな社会保険制度が創設されたが，介護保険料を含

む社会保険料負担においても，税と同様に応能負担(累進課税)と最低生活費非課税の原則が

貫徹されなければならなし、。

しかしこうした原則は投げ捨てられ， 介護保険料の賦課区分では， I本人が住民税非課税で

世帯員が住民税課税」というような低所得者が標準とされ，無収入の人からも保険料を徴収す

る仕組みになっている。また，年間所得が 250万円以上の人は，どんなに高額所得であっても

標準額の1.5倍を負担すればよいことになっている O ここにみられるように，介護保険制度は

貧しい人々にはきわめて重く，豊かな経済力をもっ人々には軽微な負担という，著しく逆進的

な負担構造になっているのである。

⑤ 応益負担(受益者負担金)が該当するのは， I開発利益」に限定される

さて，応益負担であるが，財政学者の見解によれば，税を徴収する際において応益負担が適

用されるのは，公共事業の結果生ずる 「開発利益」の回収に限定されるべきであるとされてい

る。たとえば，それまで荒地で値がつかなかったような土地の所有者が，高速道路のインター

チェンジが隣地に設置されることで土地が高騰し売却した場合に巨額の利益(これこそ私益と

いうべきである)を手にするが，このような 「開発利益」に限っては，受益者負担金として高

い税率を課すというのが，応益負担が成立する例といえる O 留意しておきたいのは，応益負担
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が成立するのは税金として「開発利益」の回収を行う場合に限られ，福祉サービスなどの公共

サービスの利用者負担の原則ではないことである。

⑥ 公共サービスの税外負担は，原則と して認められない

福祉サービス等公共サービスの利用者負担金など税外負担が，一般に受益者負担といわれ，

近年その引き上げの傾向が顕著になり，介護保険法や自立支援法では応益負担の導入までエス

カレー卜 しているが，それは憲法が要請する応能負担原則に反する逆進的負担，つまり実質的

には大衆課税の増大と同じ結果となるのだから，憲法上は認められないということになる O ま

た，繰り返しになるが，受益者負担という概念が成立するのは「開発利益」についてのみであ

り， しかもこれは徴税において成立する概念であり，これを保健福祉サービスの利用者にまで

拡張するのは不当というべきである。

( 3 )義務教育費との対比

しかし，同じ公共サービスでも利用者負担がない例もある。その一例は義務教育費であるO

義務教育中の子どもには所得がないので，この場合は親になるが，親がいくら高額所得者で

あっても義務教育費の利用料負担は生じない。所得が高額であれば税で徴収し，税外の教育費

負担はないわけである。

教育と福祉サービスでなぜかくも扱いが異なるのか，その理由は両者とも公共性をもってい

ることは共通しているが，ちがいは公共化の水準にあるといえる。教育権のナショナルミニマ

ムの水準と福祉権(生存権)のそれとの差がここに示されている。福祉需要が限定的に捉えら

れていた時代から，高齢化・少子化が進行し，雇用の不安定化とも相まって「必需としての福

祉」といわれる段階に入ったにもかかわらず，それにふさわしい権利保障の体系が未整備のま

ま放置されていることが，格差の原因のひとつだといえよう。

当事者 ・家族に税・社会保険料負担に加えて， 福祉サービスについて利用料まで課すことは，

上述したように税財政法学や財政学の知見から見ても著しく不公正であり，憲法に違反してい

ることは明白である。すでに明らかになったように，国民の「生命 ・人格 ・生活」の保障は政

府の責任であり，そのために必要な費用は基本的には税として(他の費用調達策として社会保

険料も容認するとしても)， それらは応能負担の原則で徴収すること(累進課税)が租税民主

主義の考え方である。そうであるならば，税 ・社会保険料以外に公共サービスの利用料を徴収

することは，その原則がたとえ応能負担であっても不適切であるといえる。ましてや応益負担

は論外というべきである。

保健福祉サービスの利用者負担という不公正を是正するのではなく，逆に不公正の拡大に向

かうタ ーニングポイン 卜が応益負担の導入にあると考えられる。応益負担の「論理」が不当に

拡張されれば，義務教育等の公共サービスのナショナルミニマムさえも危機に瀕する，そうい

う段階を今迎えているのではないかと思われる。
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結びに代えて

平等原則に対する攻撃は，社会福祉自体の否定につながることを述べてきた。応益負担原則

が導入されれば，制度の名称が福祉であるとしても，その内実は反福祉というべき制度に変質

する。応益負担という概念、の不当な拡張がこのまま進行すれば，人間的な生活を支える諸制度

の全面的な崩壊につながる O 政府は国民の「生命 ・人格 ・生活」を守るどころか，それらの保

全にとって脅威となる，恐るべき収奪機構に転じるといわなければならない。

また，地域福祉の観点からすれば，保健福祉サービス利用料の応益負担原則の導入は，障害

をもっ市民の労働 生活問題を当事者・家族の責任と見なすことから，労働 生活問題の社会

的・共同的な解決を否認し，地域連帯の形成に阻害をもたらす要因となるであろう。市場原理

主義とも言うべき新自由主義は，地域で営まれる生命と生活の生産と再生産を擾乱し，地域に

おける人々の協同と人間的な暮らしを破壊する反福祉思想というべきである O

応益負担主義というイデオロギーがもっ問題性は，国民に負担の増大をもたらすだけでなく，

啓蒙思想家たちが構想した近代民主政体とそれを規定する民主主義原理を否認することにある O

今こそ改めて， I自由・ 平等 ・友愛」という近代民主主義革命期のスロ ーガンを想起しつつ，

政府は国民の「生命 ・人格 ・生活」を保障することにこそ存立根拠があることを確認するもの

である。

〔注〕

(1)中内福成「利用者負担の問題点 『買う福祉』は利用者 ・家族に何をもたらすか」障害者生活

支援システム研究会編『障害者のくらしはまもれるか一一検証 ・障害者自立支援法』かもがわ出

版， 2006年，では，自立支援法施行直後の利用者負担の実情が具体的に示されている。

( 2 )平野方紹「障害者福祉サービス利用者負担の変遷と応益主義導入のねらい」障害者生活支援シス

テム研究会編『障害者自立支援法と応益負担』かもがわ出版， 2005年， 35ページ。本章の作成に

あたっては，この論文に多くを負っている。

( 3 )瀧津仁唱『障害者間格差の法的研究一一格差法認と自立支援』ミネルヴァ書房， 2006年， 109 

ページ，参照。

(4 )自己決定権と社会権の関わりについては，鈴木勉 ・津屋真樹「戦後障害者福祉行政における自立

(更生)概念、の変遷」真田是監修〔講座 21世紀の社会福祉 第l巻)r国民生活と社会福祉政策』

かもがわ出版， 2002年， 243 -246ページ，参照。

( 5 )この裁判に関しては，学生無年金障害者訴訟の勝利をめざすみんなのつどい実行委員会編『学生

無年金障害者訴訟一一生きる希望求める憲法裁半IJJl全国障害者問題研究会出版部，2006年，を参

照のこと。

( 6 )介護保険制度の評価については， 鈴木勉「日本における介護保険制度の現状と介護職の状態」悌

教大学社会福祉学部『社会福祉学部論集』第 2号， 2006年，参照。

(7)京都障害児者の生活と権利を守る協議会編『ひゅうまん京都Jl330号，2005年2月号。

( 8 )鈴木勉「ノーマライゼーションと障害者の人権」障害者生活支援システム研究会編『ノーマライ

ゼーションと日本の「脱施設JJlかもがわ出版， 2003年。また，鈴木勉 ・植田章編『現代障害者福
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祉論』高菅出版. 2006年，も参照されたい。

( 9 )京極高宣「障害者自立支援法における利用者負担の考え方Jr月刊福祉J2005年 12月号. 53ペー

ジ。また，同『新版 国民皆介護一一障害者自立支援法の成立』北降館. 2005年，も参照した。

(10)北野弘久『納税者の権利』岩波書庖. 1981年。同「社会保障と納税者基本権Jn講座社会保障

法第6巻〕社会保障法の関連領域一一拡大と発展』法律文化社. 2001年，などを参照のこと。

〔付記〕

本論文は，平成 17 年度~ 19年度科学研究費補助金〈基盤研究 (C)(1)) I新しい公私関係の構築をめ

ざす『準市場』化時代の非営利福祉事業体と公共部門の課題J(課題 No.17530443)および 2006年度悌

教大学特別研究助成による研究成果の一部である。また，本論文は， 日本社会政策学会第 113回大会の

社会保障部会 (2006年 10月 21日，大分大学)で報告した。
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