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2012年度公英政策大学院

シンポジウム
2012/11/17 

総合教育研究棟W103

諸外国における社会保障改革

一福祉レジームの新しし、かたち一

報告の骨子

.社会保障制度の概要

.社会保障体制の変遷

1990年代:JuppePlan 

北大法学研究科

教鰻加藤智.

2000年代:財源(責任)の合理的配分
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フランス社会保障制度の概要

.日本との共通点

社会保険・制度併存・皆保険皆年金

・日本との相違点

家族給付制度の充実

社会保障体制の変遷1

• 1991年度財政法律

=租税代替化への移行(CSGの導入)

• 1995年11月15日=Juppe Plan:通貨統起こ向け
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社会保障体制の変遷2

• 1999年7月27日法:

普遍的医療給付(CMU)の導入

.2004年8月13日7去;

2009年社会保護・財源構成
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 フランス社会保護・社会保障予算観念:2009年
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保険料率の変遺

使用者 労働者 使用者 労働者 使用者

1990;1/1 12.6 5.9 8.2 7.6 7 

i991/2Il 12.6 5.9 8.2* 6.55象 5.4 

1.6榊

1991/7/1 12.6 6.8 同上 問上

1993/7/1 向上 同上 同上

199711/1 12.8 5.5 同上 同上

1998/1/1 12.8 。‘75 同上 同上

2006/1/1 12.8 。ゐ75 8，3* 6.55* 間上

1.6判 0.1* 
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CSGの推移
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2012年社会保障財政法

法定基礎制度における部門別支出
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.-.ー
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3，5% 
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 課題

.財政

・逼迫→全ての部門で赤字

.保険料率の見直し?

→医療保険における使用者負

基礎データ(2011年)

。人n :6535万人(海外県等含む)

。高齢化(60歳"')24.8%(15.5%+9.3%) 

。平均寿命:男性78.2歳女性84.8歳

。合計特殊出生率:2.01

。失業率:260万人9.2%(15""'-"24歳:22%)

。医療費(対GDP比:11.6% 3974$/人)2010年

。年金:1617万人平均支給額 1216E:(2010年)




