
平成 15 年第 9回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 9回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年４月 16 日(水) 17：30～19:13 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 福井 俊彦 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 歳出構造改革について（厚生労働関連） 

(2) 社会保障制度改革(特に年金制度改革)について 

(3) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○ 雇用拡大に向けた総力の結集（有識者議員提出資料） 

○ 雇用面における構造改革への対応について（坂口臨時議員提出資料） 

○ 平沼議員提出資料（人材育成強化、創業・起業の増大） 

○ アンケート調査でみるフリーターの意識と実態（竹中議員提出資料） 

○ 年金制度改革のあり方について（有識者議員提出資料） 

○ 年金制度改革について（坂口臨時議員提出資料） 

○ 年金制度改革について（塩川議員提出資料） 

○ 年金改革一考察（平沼議員提出資料） 

○ ここまで進んだ小泉改革 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年９回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

今日は厚生労働関係の歳出構造改革及び社会保障制度、特に年金制度改革につい

て御審議をいただきます。坂口大臣においでをいただいております。 

議題に入ります前に、週末ワシントンで開かれましたＧ７の模様につきまして、

塩川大臣から御紹介をお願いすることになっております。よろしくお願いします。

（塩川議員） 私から簡単に申します。今回参りまして、Ｇ７の前に、日米だけのバ

イの会談をいたしました。そこでまずアメリカ側が言いましたことは、イラクの

戦況が非常に順調に進んでおる、明るいニュースであるから、今年はひとつ頑張

ってＩＭＦが言っている目標を少し引き上げたいと思うがどうだと。こういうこ

とで、アメリカがやってくれたら日本だってついていくよということで言ってお

りまして、言いましたことは、私の方も引き上げるけれども、アメリカの方も2.2％

を若干上げたいと、こういうことを言っておりましたことが１つ。それから減税

につきまして、アメリカは半分にするとかという話だがと聞きましたら、いやそ

うではない、予定どおりやりたい、ブッシュはそう言っていると、こういうこと

を言っておりました。 

Ｇ７の会合でありますけれども、福井総裁も一緒でございましたんですが、日

本経済のことにつきまして、例のような報告をいたしましたんですけれども、そ

の中で特に私から申しましたことは、減税を実施したこと、先行減税したことと、

平成14年度補正と15年度本予算とを切れ目なく一体で早期に執行したいというこ

とを申しました。さらに経済特区、あるいはまた産業再生機構が始動したこと等

を申しまして、大体そのことについて評価をいただいたということであります。

それからＩＭＦ、あるいは世界会議におきましても、日本が努力しているという

ことは、例えばケイラー専務理事が多様な努力を日本はしているということを評

価してくれましたことは非常によかったと思っております。 

それから世界銀行の場合でございましたけれども、その場合も第13次の増資に

対して、日本が早くこれに賛同したことに対しまして敬意を表してくれたという

ことであります。 

なお、12日の朝、財務大臣だけの朝食会をいたしまして、これはイラクの復興

のことでありますけれども、結論を言いますと、イラクの復興については、世銀

なり、あるいはまたＩＭＦに十分な事前の調査をしてもらう、それを受けてＧ７

でも検討しようということになったことが１つ。それからもう一つ、Ｇ７として

は、できれば復興についての国連における安全保障理事会の決議がなされること

がいい、もしなされるならば、これを全面的に支持するということを決めた。こ

ういうことであります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。現下の日本経済の状況、特に株式資本市場等

の動向に関連しまして、牛尾会長から御発言の申し出がございます。 

（牛尾議員） 昨日、総理ともお会いし、また今日、奥田会長として、一緒に三大証

券の会長を集めて率直な意見交換をしました。企業レベルは一致して大変に高い。

要するに経常利益においても、株式の単価と１株当たりの純利益の倍率が16から

24倍になっておりますが、アメリカを超えているわけですね。それからＲＯＥと
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いうのは、エクイティに対するリターンですが、これも7.4％というのは12,3年前

のバブルの最盛期と同じ数字にきている。かつ日本だけが金利が低いということ

は、株が上がる要因になるわけですから、にもかかわらず、株が上がらないとい

うのは非常に心配している。さらに、かなりの金融筋では、株はまだ下がると考

えている人が多い。株がまだまだ下がると言っている人が多いという、これは非

常にショックでした。7,000円ぐらいまでは下がってもしょうがないなと。それま

で全部売るんだという人がいる。それは要するにキャッシュ化して当面のことを

守りたいという守りに入っている金融グループというのはそういう考え方がある。

それを乗り越えるためには、買い手をつくらないといけないということと、売り

手を止めないといけないといのがあります。売り手の方の持ち合い解消というの

は大体４兆円ぐらいまだ残っているんですが、これは中長期の展望でやらないと、

20年かかった持ち合いがこれから崩れていくのを１年や２年で解消しようという

のは非常に難しい。やや時間をかけてこれはやる必要がある。 

   さらにもう一つの企業年金の代行返上を含む売りが２兆円から２兆5,000億あ

るんですが、これなんかは現物でもいいというふうに制度は変えられないものか

という、これは非常におもしろい提案だと思うんですね。現物でもいいというこ

とになれば株を売りませんから、その辺のところが検討の余地があるのではない

かという話がありました。 

買いの方は、日銀さんと企業の自社株が非常に貢献しているわけです。両方の

総額が８兆円近くあるんですけれども、半分は日本銀行と自社株買いでこれを支

えている。特に自社株は非常に効果があらわれていますが、まだ自社株買いで相

当緩んだとはいえ、決算前は売買できないというのは、まだいっぱいひげがつい

て自由にはできないですから、自社株買いと日銀の買い入れは非常に成功してい

る。 

問題は、２、３兆円を期待する個人の買い入れがなかなか進まない。買いたい

んだけれども、もう一押し後ろからあればいいと。そういう話の中では、いろい

ろな制度も多々ありましたけれども、ここで申し上げるのは差し控えますが、経

済財政諮問会議で焦点を証券市場に絞って、こういう点を希望しているというの

を一回まとめてちょっと検討してみようと思っています。これは単に税制だけで

はなくて、いろんな諸制度について証券市場というものがこういう希望をしてい

るといういろんな意見が出ました。 

中長期の問題と当面の問題というのは、特に当面の問題は、もう一押し何かあ

れば個人の買いが出るという、何かその辺のところは逡巡しているわけです。そ

れは明らかに不良債権問題からくる。例えば生保だけでも劣後債と銀行株だけで

７兆5,000億、８兆円のものが爆弾みたいにあるという話でした。銀行を入れると

10兆円か12兆円ぐらいのもの、そこのところを吸い上げれば非常に安心して出て

くるという、そういう理屈ではなくて、気持ち悪がっているという要因になって

いる。僕も今日いろんな話を聞いて、まだまだ金融面では、もっと下がると考え

ている人がいるということは、買いがまだだということになるので、その辺は今

日会ってみて大変ためになりました。かなりいいところまで来ているんだけれど

も、企業業績もアメリカを超えているところまできているのに、これだけ金利が

下がっているのに株が上がらないというのは何か引っかかっているものがある。

もう一押しだと。政治的にもそういう動きをつくることは大事だろうという提案

であります。 

あと、奥田さんも一緒に来ていらっしゃるので、もし……。 


（奥田議員） ありません。 
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（牛尾議員） それでいいですか。 

（竹中議員） 代行返上の問題で、坂口大臣何かございますか。 

（坂口臨時議員） そういうふうになっておりますが、何でもいいというわけにもい

かない。株でいいんですけれども、どんな株でもみんないいですよというわけに

はいかないですけれども。 

（牛尾議員） その辺は十分伝わっておりませんので、もう一回わかりやすく伝える

と、大分違うんじゃないかなと。今年のは、今のうち売らなきゃならんというこ

とになると、今株を売っておいた方が得だと、見通しから言うと、リスクをとり

たくないんですね。その辺は現物でもいいということにすれば売る必要はないわ

けですから、少なくともここら辺のところはいいということをきちんと明確にす

れば、大分違うのではないかと思います。 

（坂口臨時議員） 大分わかっていると思いますけれども、企業筋は、言っています

から。 

（牛尾議員） 売り圧力の中に２兆5,000億や、そういうものがあるということを言っ

ておりましたので、ぜひお調べ願いたいと思います。 

（竹中議員） 我々も今日のうち、85％は現物でいいということを確認しております

んですが、そこはちょっと引き続きやります。 

今日は十分な時間がありませんが、今、牛尾会長の方から証券市場の対応策に

ついて少し集中的にまとめてみてはどうかという、これはそうしますと、民間議

員の方に今のようなヒアリングを踏まえて、連休明けの最初のときぐらいに一度

御報告いただくということでよろしいでしょうか。 

（牛尾議員） 結構です。 

（竹中議員） ぜひそのようにお願いを申し上げます。 

○歳出構造改革について（厚生労働関連）

（竹中議員） それでは、歳出構造改革でありますけれども、まず厚生労働関係につ

きまして、有識者議員から歳出改革の重点事項を提起していただいて、その後で

坂口大臣からまとめて御議論いただきたいと思います。それではこれは吉川議員

どうぞ。 

（吉川議員） 私から、厚生労働省関係の歳出構造改革ということですが、本日は時

間の制約もありますので、雇用の問題について特に大臣にお願いしたいと思いま

す。我々民間議員が議論しました結果をお手元の「雇用拡大に向けた総力の結集」

という４人の名前が書いてある紙にまとめてあります。 

４つのポイントがありますが、要は、雇用拡大と利用者に親切なセーフティネ

ットの構築に向けて、従来の雇用政策・実施体制を見直していただきたいと、こ

ういうことであります。 

第１番目は施策の重点化ということで、失業の問題は大きな問題ですが、若年

失業と長期失業者、この２つがやはり非常に大きな問題ではないかと我々は考え

ていますので、失業に対する様々な施策がありますが、この２つに集中して考え

てみたらどうか、こういう提案であります。具体的な提案は幾つか書いてありま

すが、例えば、やはり民間事業を大いに活用して、場合によっては成功報酬とい

うようなことも考えていいのではないか。 

学校と企業の連携を深める、これも当たり前ですが、こうしたことも大切だと

いうことであります。 

２番目は、労働市場というのは、やはり地域特性がありますから、地域の個性

を生かした雇用促進策をいろいろお考えいただけたらということで幾つか提案が
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書いてあります。 

それから２枚目にいきますが、３番目、新たな雇用機会の拡大。これは厚労省

というよりは、むしろ経済産業省その他の省、文科省等もあるかもしれませんが、

そうしたところに関わることですが、既に何回かこの会議でも問題になった論点

ですが、改めて確認の意味も含めて４つ挙げております。 

それから４番目が関係機関の連携強化ということで、これは利用者に親切なセ

ーフティネットということから、非常に重要な点ではないかと我々は考えており

ます。今回、雇用がテーマということで我々もヒアリングをやってみたんですが、

何人かのエキスパートの方、あるいは経団連、連合、そうした実務に携わってい

る方、異口同音に失業したときのサービスを受ける際、公的な援助がどういう援

助があって、どこでそうした援助が得られるのか窓口がたくさんで非常に不親切

になっている。使う側からすると、やや不便なところがあるということで、これ

を束ねることは非常に大切なことだと、皆さんそうおっしゃるんですね。これは

省庁横断的でいろんな省にまたがることですから、我々としては、ぜひとも総理

に指示をしていただいて、厚労大臣のリーダーシップを発揮していただいて、失

業の憂き目に遭ったときにどういう公的な援助があるのか、その窓口を一元化し

ていただけないか。 

これはこの会議でもたしか親が失業したときに、子どもが私立の学校に通って

いて授業料が高い、奨学金、こういう制度があるということで、去年の補正予算

なんかでもそういう予算があったと思うんですが、それは例えば学校であるとか、

育英会が窓口になっている。しかし失業保険は当然ハローワークになっている。

窓口が幾つか分かれているんですね。そうしたことから、いざ失業したときに失

業した人が一体どこに行けばいいのか、どういう公的な援助があるのか、必ずし

も周知徹底されていないという問題があるんだ、これは一様にエキスパートの方

がおっしゃるので、ぜひとも政府としてそこを一元化して、いわゆるワンストッ

プで、失業したときにどういう公的援助が得られるのかという、そこのところを

整えていただけたらと思います。 

私からは以上です。 

（竹中議員） それでは坂口大臣お願いいたします。 

（坂口臨時議員） そういたしましたら、雇用の問題でございますが、雇用の大きい

ものがございますので、ごらんをいただけますか。初めの三、四枚だけでござい

ます。 

１枚目でございますが、これは経済産業省、文部科学省と厚生労働省、これは

タイアップをしてやっていかなければならないということを書いたものでござい

ます。それぞれの持ち場があろうかと思いますが、経済産業省でありましたら大

学発のベンチャー、これをぜひお願いをして、そうしたものを我々の方でどうタ

イアップさせていただくか、こういうことでございます。それから文部科学省と

の関係で言えば、今、若年者の、御指摘をいただきましたが、インターンシップ

が非常に大事でございますので、これが非常に威力を発揮しておりますので、こ

こができるように協力をしていただいているということが大事ではないかという

ふうに思います。今までは大学３年在学時が中心ということになっていたんです

けれども、もう少し前倒しで大学１、２年ぐらいからは行けるようにぜひお願い

をしたいというふうに思っているわけでございます。 

２枚目にまいりまして、これはいわゆる先日平沼大臣から御指摘をいただきま

したフリーターでございます。数としましては193万人、約200万人になっており

ます。この200万人は約７割ぐらいは週35時間以上働いておりますので、必ずしも
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この人たちが失業者というわけではございません。 

そしてなぜフリーターになったかということを下の丸い円で示しております。

１つは「やむを得ずなった」。やむを得ずなったのは、これは大学途中とか、高

等学校途中でやめたとか、あるいはまた一遍就職したんですけれども、やめたと

かというようなのがやむを得ずなったと、これから探すというのがあります。そ

れから「モラトリアム」というのは、これはとりあえずなっているというタイプ

でございます。これはなかなかいいところがないものですから、とりあえずなっ

ている。それからもう一つ「夢追求型」と書いてございますが、これは将来なり

たいものがはっきりしておるタイプでございます。例えば画家になりたいとか、

音楽家になりたいとか、そういうはっきりしている。それは別にして、当面の生

活費をどう稼ぐかというので、このフリーターになっている、しかし目的はしっ

かりしている。こういう人たちでございます。 

こういう大ざっぱに３通りぐらいの人たちがいるということでございます。働

いている時間も様々でございます。この人たちが、それでは普通の雇用に移行し

ていくかといえば、多くの人が普通の雇用に移行いたしております。どうしても

できなくて残ってくるのは３割ぐらいでございます。トライアル雇用事業では、

７割ぐらいは普通の常用雇用に移行をいたしていきます。そうしたことが書いて

あります。 

それから３枚目でございますが、これは公共職業訓練のことでございまして、

一番左側の表は、上の「農林系」とか「技能系」という青いところは、平成10年

と13年を比べましても、実施数が農林系も、技能系も10年には多かったのが、13

年にはがくっと少なくなっております。この分野は雇用の方も採っていただく人

が少ないので減ったと。下の赤いところ、特に一番下の「専門技術系」、介護で

すとかＩＴというのは、平成10年に16.4％であったものが13年には45.7％とぐん

と上がっている。「事務・サービス系」のところも、これも36.2％というふうに

上がっている。非常に変化をしてきているということを書いたものでございます。

民間を活用いたしまして、訓練も民間活用がだんだん増えてきているということ

が真ん中に書いてございます。 

それから４ページ目は、教育訓練給付、今度８割を４割に下げることにいたし

ますが、かなり受けている人たちがいるということをここに書いているわけでご

ざいます。大学・大学院等の高度な社会人向けの講座の重点的な指定というよう

なことをここでうたっているところでございます。この表はまだ続きますけれど

も、このぐらいにしておきますが、雇用保険三事業の重点化・合理化ということ

も５ページに書いてございます。 

それから緊急地域雇用創出特別交付金制度につきましても、いろいろと地域と

相談をしながらやっているわけでございます。これは市町村からも非常に期待も

されておりますし、我が省のやっております中では非常に喜ばれているものでご

ざいます。もう少しどういうものを選ぶかということについて知恵を絞らなけれ

ばいけないと思っておりまして、非常に積極的に長野県なんかはこれを利用して

やってくれているケースもございますので、もう少しこれから相談をしたいとい

うふうに思っております。 

先ほど吉川先生から読んでいただきました中にも、この地域の個性を生かした

雇用促進策というのが確かにございまして、地域とどうタイアップをしていくか

ということがこれからの雇用の大きな課題だと思っておりますし、そうしなけれ

ばなかなか前進しないというふうに思っている次第でございまして、これはぜひ

そういう方面で進めさせていただきたいというふうに思っております。 
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それから、先ほど御指摘をいただきました若年者と長期失業者の問題でござい

ますが、いわゆる学歴の低いところほど非正規従業員と申しますか、フリーター

なんかでも中卒、高卒というところが非常に多くなって、上へいくほど少なくな

っているということでございます。 

それで、高卒が非常に就職難で困っているわけですけれども、いろいろ調査を

見てみますと、業務の高度化いたしました部分は短大・大卒に取って代わられて

いる。それから単純作業のところは非正規従業員に取って代わられている。それ

で高卒のところが上の方は短大・大卒に取られている。単純な作業のところはパ

ートにとられている。女性にとられているということで、高等学校が浮き上がっ

ているということがございまして、ここを解決するのに、やはり高卒が一時普通

科志向で全部普通科にしてしまったというようなことがあるもので、その辺のと

ころを今後どう変えていくかというようなことが非常に大きな問題だというふう

に思っております。これは文部科学省と一遍よくお話をさせていただかなきゃな

らない問題ではないかというふうに思っている次第でございます。 

それから先ほど申しましたように、フリーターにつきましては、週35時間以上

働いている人の割合は男性の７割、女性の６割でございます。したがいまして、

若年者の問題は、教育のあり方も一つございますし、そういう状況になっている

ので、これから雇う側の経営者側に対しましても、その高卒者のところをどうい

うふうに理解をし、そして協力をいただくかという問題もあるというふうに思っ

ております。現在の技術の進歩からいきますと、何となく中途半端でちょっと物

足りない。もう少し短大なり大学なり出た人でないとやっていけない。誰でもや

っていけるところはパートでいいと。こういうことになる。そこをどう切り開い

ていくかということも問題点として存在するというふうに思っている次第でござ

います。 

それから、長期失業者の問題につきましては、長期失業者の中で31％ぐらいの人

が世帯主でございます。また、その６割から７割ぐらいが、１カ月主な収入はな

いと、こういうふうに言ってお見えになるんですが、失業している人たちの主な

収入を全体で見ますと、年金、恩給というのが大体27％ぐらいわけです。そして

雇用保険をもらっている人が28,9％あるというような状況でございます。そうい

う状況でございまして、そうした中で進んでおりますので、１年以上の人たちを

どうするかということでございます。１年以上になりますと、雇用に対する活動

も余りしなくなっているんです。自分で活動して探すという意欲も少し落ちてき

ている。だから、早く就職をさせるということをやらないと、遅くなればなるほ

ど働く意欲がなくなってきているということでございまして、早く就職をさせる

ようどう手を打つかということが大事ではないかというふうに思います。 

野党側からはもっと２年も３年も雇用保険を出すようにしろという意見があり

ますけれども、長ければ長いほどなかなか就きにくくなるという傾向があること

は事実でありまして、１年経つ前に、どう雇用を見つけるかということが大事だ

というふうに思っている次第でございます。 

それからワンストップサービス、ここは大変名案でございますけれども、さて、

それをどうするかなということでございまして、我が省だけのことでもなかなか

いかんのでしょうし、これに見合うべき人はどういう人がいいのかということも

あるだろう。私、個人の考え方としましては、キャリアカウンセラーというのを

大分つくってきておりまして、１万人ぐらい既に出ております。今年２年目に入

りまして、今年もまた１万人つくる。そうした中から何人かを雇って、その皆さ

ん方にできるだけ具体的にお話をしていただくというようなこと、勉強もしてい
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ただかなきゃなりませんが、それも一つの方法かなというふうにさっき感じた次

第でございます。 

以上、私の方からお話をいただきましたことも触れさせていただきました。 

（竹中議員） ありがとうございます。御討議いただきたいのでございますけれども、

まず平沼大臣から資料が提出されておりますので、御説明願います。 

（平沼議員） それではお手元の横長資料、２ページをお開きいただきたいと思うん

です。私から今日は、人材育成の強化と起業・創業について簡単にお話しさせて

いただきます。 

２ページ目は、今、坂口大臣が御指摘になられたとおりでございまして、若年

の失業、フリーターの増大というのが深刻の度を増しているということです。２

ページ目の左側の表は、15歳から24歳の潜在的失業率というのが10年経ったら

7.9％から14％になっている、こういうことでございます。また、先ほど坂口大臣

がおっしゃったように、右の表ではフリーターの数は193万人になっていると、こ

ういうことでございます。 

３ページ目をお開きいただきたいと思いますけれども、この若年の失業問題と

いうのは、これは突き詰めて考えていくと、我が国の根底にある危機だと、こう

いうふうにとらえるべきではないかと思っております。この若年の失業問題とい

うのは中長期的に考えていると、競争力の低下、生産性の低下といった経済的な

問題だけではなくて、我が国の社会的基盤を蝕むことになりかねないと思ってお

ります。 

例えば、こういうところの層が年金も納めていない率が非常に高いわけであり

まして、そういうことを考えると、ここはなおざりにできない。ですから、坂口

大臣からも御指摘がございましたけれども、今こそ人材の対策をしていかなけれ

ばならない、こういうふうに思います。 

４ページ目を開いていただきたいと思います。今後の人材育成の方向でござい

ますけれども、人材育成の３つの柱があると思っておりまして、まず、将来を支

える若年者の育成。 

それからミスマッチを解消して就職につながる人材育成。この真ん中の２の囲

いでございますけれども、求人倍率の高い職種と低い職種という形で非常に大き

く分かれておりまして、ここをいかに離職者の能力の転換をして向上を図るかと

いうことが非常に大事だと思います。 

それから３つ目の右端の囲いの中ですけれども、競争力強化、創業・起業につ

ながる人材育成と、こういったことは非常に重要だと思いまして、これは日本と

アメリカを例えば比較しておりますけれども、ビジネススクール、ＭＢＡ受講者

というのは日本は700人ですけれども、アメリカは９万人です。ですから、人口が

向こうは倍だといっても、とても比較にならない数字です。ＩＴの情報関係学科

の卒業者というのが日本は２万人、アメリカは10万人ですけれども、ちなみに中

国は20万人、こういう数字があるわけでありまして、ここもやはりしなければな

らない。それから産業再生機構、産業再生法改正が済みましたけれども、事業再

生の人材というのが日本はまだ数百程度、アメリカは１万人以上いる。こういう

ことですから、このことも非常に大切なことだというふうに思っております。 

それから５ページ目をお開きいただきたいと思います。これは先般開催されま

した産業再生・雇用対策戦略本部において、今申し上げたような問題意識に基づ

いて、私から人材育成策を早急に強化すべきであると提案させていただきました。

その結果、坂口大臣、遠山大臣、竹中大臣からも御賛同いただき、関係閣僚の会

議を設けることになりまして、早急に具体策の検討をしてまいりたいと思ってお
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ります。それから奥田会長はじめ経済界の御協力を得ながら、経済界の皆様方と

相談をして、インパクトがあって、かつスピーディーなそういう方策を打ち出し

ていかなければならないと思っております。 

それから６ページ以降、７ページをお開きいただきまして、これは起業・創業

に関わることのご報告になりますけれども、大学発ベンチャーというのは、私ど

もは1000社計画というのをつくりましてやっておりますけれども、1000社計画の

３年目、平成16年にはこういうグラフで800社に今届くような形で伸びてきており

まして、14年度は424社、今年はこれが600社近くになると、こういうふうに思っ

ているところでございまして、これはしっかりとやっていかなければならないと

思っております。 

やはり我が国の厳しい経済状況を打破しているというのは、国民一人一人が活

気を取り戻していくためには、挑戦をしたことが報われる経済社会を構築するこ

とが重要で、そういう意味でも、創業・起業というのは非常に大切なことだと思

っております。 

８ページ目をお開きいただきたいと思います。これは一般創業の施策と産業ク

ラスター計画の推進、こういうことで書かせていただいておりますけれども、例

えば事業計画だけに着目をして、個人保証も土地担保も要らない、こういう創業

融資制度を設けました。これは限度額550万ですけれども、これは14年の１月から

やりましたけれども、件数も3,600件になりまして、118億の融資総額でございま

す。これは実績では従来の10倍のスピードで進んでいると、こういうことでござ

います。 

それから産業クラスターの方を申し上げますと、14年１月の制度創設以来、こ

れは今全国19プロジェクトが立ち上がっておりまして、そして4,000社、200の大

学が参画をして、ここから新しいベンチャーも生まれてきておりますし、また新

しい特許等も立ち上がってきている、こういうことで、これはさらに伸ばしてい

かなければならないと、こう思っておりまして、この右の日本地図のところに、

こういうことをやっているという具体例が書いてあるわけでございます。 

それから９ページは、起業のための制度面等における整備をしていきまして、

株式会社の場合には1,000万、有限会社の場合は300万、この最低資本金規制が非

常にネックになっておりましたので、極端に、１円からでもいいよという形で法

律をつくりました。そういった結果、２か月で実は1,507件の申請がございまして、

１円企業も30社ぐらい誕生してきまして、女性の社長もそういう形で出てきてい

る。こういうことで、これをさらに伸ばしていかなければならない。商法全体の

中でも、最低資本金規制を撤廃すべきだと思っておりまして、また大企業からの

スピンオフ支援のための施策を講じると、こういうことでございまして、これも

伸ばしていきたいなと思っております。 

最後に10ページで、ちょっとこの前ノックアウト負けしたボブ・サップが出て

いますけれども、ノックアウトされてもまた挑戦をすると、こういうことでして、

これは挑戦者の裾野拡大支援と、国民の意識を涵養しなきゃいけないと、こうい

うことで一人一人の意識の転換が必要で、そこで昨年の補正予算を活用しまして、

「起ちあがれニッポン」プロジェクトを実施することにしました。 

そこでDREAM GATEというサイトを今日から立ち上げておりまして、30万人規模

の起業志願者を対象に情報の配信やベンチャーキャピタルとのマッチング支援な

ど総合的な起業支援策サービス、今御報告したように、だんだん起ち上がってき

ましたから、さらにここに拍車をかけるように努力をしていきたいと、こういう

ふうに思っております。 
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私からは以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、今日の議論は歳出改革に

向けての議論でありますので、この点を踏まえて時間の制約もございますので、

ぜひ手身近に御発言をお願いいたします。奥田会長どうぞ。 

（奥田議員） 若年層、あるいは高年層全体を通じまして、この雇用・失業情勢が悪

化している最大の問題点は、皆さん御存じのとおり需要不足ということだと思い

ます。これは当然不況ということがあるんですが、その不況というものの根底に

あるのは、中国の問題と、それからＩＴ化を工場の中にどんどん入れてまいりま

すので、省人員化ができるということで人が要らなくなってくる。これも大きな

１つの原因になっていると思います。そういった意味で人材育成やマッチングな

ども重要でございますが、その効果には一定の限界があって、規制改革や、今大

臣からお話がございましたが、起業促進と、こういった雇用創出策を積極的に推

進するということが最重要の課題だと、そういうふうに実業界としては思ってお

ります。 

それから特に若年層の人材育成でございますが、これは極めて重要な課題であ

りまして、若年層に対しては当然就労を通じた、中期的あるいは実践的な人事育

成が効果的で、これに資する雇用機会を創出するということが最優先課題である

と思います。関係省庁が連携して人材育成に取り組むことは非常に有益でありま

して、これに当たってはこうした視点をぜひ重視していただきたいと思います。 

１つだけ御説明しておきますが、例えば１万1,000人需要がありまして、そのう

ち１万人が入って、あとの1,000人が落ちたと。そういうときに、1,000人の人は

別に能力がないから落ちたのではなくて、１万1,000人の中の１万人に比べると比

較的に悪かったという、そういうことでチャンスを逸しているわけですから、当

然、能力をつけるということは非常に大事なことだと思いますけれども、よく世

間は落ちた人は全部落伍者みたいなことで言って、１万人の人は普通の人で、あ

とは落ちた1,000人は全然だめなんだとか、そういうことを言われる方がおります

が、それはまるっきり違いまして、１万1,000人の中で１万人採るのに比較的1,000

人は悪かったと、そういうことでございます。それだけはぜひ御理解願いたいと

思います。 

（竹中議員） それでは牛尾会長。 

（牛尾議員） これまでこの雇用問題に関しては、坂口大臣には大変に努力をしてい

ただいて、人材派遣とか、有機農業なんかも画期的問題が解決して、初め三者委

員会がある限りできないんじゃないかということをおっしゃっていたから、見事

にクリアされたことをまず冒頭にお礼を申し上げたいと思います。 

これからの雇用ですが、企業の職場というもののコンセプトが大幅に変わって

きたわけですね。今、奥田会長もおっしゃいましたけれども、ＩＴ技術がヘッド

クオーターや本部の事務に入りますと全然仕事の性格が変わってくる。それから

単純な労働というものはどんどん外国へ行ってしまいますし、都市を中心とした

職業というのは、メーカーに入ってもやっている仕事は情報業であり、サービス

業であり、研究業で、全然モノづくりじゃないわけですから、そういう意味では

職場の概念が変わってきた。 

従来の若い人は一流の大学に入って一流の企業に入ればいいと思っていたけれ

ども、今や自分の好きな専門知識を得て、その知識が生きる職場に入るのであっ

て、「大学から企業へ」というコンセプトがなくなってしまっている。そういう

ものに「就職斡旋」とか「就職ガイド」が即応していないわけです。大学の就職

部と企業経由だけではなくて、今や我々でも就職希望者の50％はホームページで
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直接インターネットで見て来るわけですから、そういう意味では就職試験のコン

セプトも変わってきましたので、そういう意味では、ここでは関連情報のワンス

トップの提供という話がありますが、やはり新しい職場に対して失望した人、若

いこれから仕事をする人、失業しているのみならず、新たに失業した人をカウン

セリングする。その結果、勉強をし直すということが非常に大事になってきてい

るということをぜひ厚生労働省でも、経産省でも着目をしてほしい。そのために

はいろんな種類の多様な職業訓練があって、個人がイニシアティブをとるものに

関しては、我々が提案した「個人補助講座」を活用して個人が選べるようにして

あげるということも非常に大事である。 

それから長期失業の高齢者がそのまま働く意欲をなくして、家族の中でおじい

さんが仕事をやめて孫の面倒を見て、嫁さんか、娘が、本来働かないのが働きに

行くという、こういう家庭内の雇用の分担の転換というのもかなり激しく行われ

るような状態になって、しかも在宅勤務ができるようになった。そういう点で身

体障害者の職場でも、ザ・チャレンジャーという竹中さんなんかがやっている、

竹中理事長の方ですね、そういうのも非常に大きな職業になってきていますから、

従来と概念が違うことを我々は理解する必要があると思うんです。 

今、ＭＢＡとか専門知識を持つ人が日本は少ないという平沼大臣の指摘、全く

そのとおりで、日本は評価しないんですね。企業から行ってＭＢＡを取得して帰

ってきても給料は変わらないわけですよ。アメリカは５割ぐらい増えるわけです。

しかし日本は留学する人はみんな会社の費用で行っている場合が多いですから。

アメリカは自分で辞めて学校に行って再就職して給料が倍になる。日本は行くと

きは会社持ちで、行って帰ってきて給料が増えないという、これまたおかしいの

で、本当は自分で辞めて、それにチャレンジする、そういう自立した職場環境と

いうものに厳しい態度をとらないと、おんぶにだっこでずっときておって、アメ

リカの真似をしようというのは無理で、アメリカは専門知識が増えると、その分

給料が上がる代わりに、そのチャレンジは自分のリスクでやっているという、そ

このところが、日本は学校から企業に、円満にいってみんな大事にして、そこで

しかしアメリカのようにしたいというのは無理で、やはり個人が自分で職場を探

すことについて不憫に思ってはいけないのであって、自分で能力をつけて、自分

のリスクで職を選ぶと、そういう社会が21世紀から始まるんだぞということを労

使の方も考えないといけない。経産省の方はややそういう点が冷たい、しっかり

やれというところがある。そこのところは上手に融合する必要があるのではない

か。 

そういう点ではワンストップまで行かなくても、職業紹介というのは民間と行

政がジョイントでやった方がいいだろう。今度、足立区も、足立区と民間がジョ

イントでそういう斡旋をしたいという特区が許可されてまいりますけれども、や

はり民間の成功している業者と地域の各市町村なんかが一緒になってこれをやっ

ていくというのは、一番信頼感と多様性というのが出て、そういうことを考える

時代にきている。雇用をめぐって従来の厚生労働省と経産省という概念を思い切

って変えて、そこへ民間も入れて、一緒に自分の判断で自分の足で歩いていくと

いうことを教えることから始めないといけないというふうに思います。そこのと

ころが行政は、企業から転職の場合でも、絶対個人を労働市場で路頭に迷ったよ

うな状態に置きたくないという前提に立っているんです。若い人は自分で私費を

もって、自分でどこにしようかと胸がときめくような気持ちで探しているという

人もかなりいるんですよということを、そしてそういうことができない弱い人だ

けがセーフティネットで救えばいいだろう、こういう発想のことを申し上げてお
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きます。 

以上です。 

（竹中議員） 時間に限りがありますので、片山大臣に御発言をいただきまして、坂

口大臣に……。 

（片山議員） 吉川先生のペーパーの２のところで、地域の個性を生かした雇用促進

策。今度の統一地方選の前半戦が終わりましたけれども、まあまあの成績で総理

も本当によろしゅうございましたが、あれで争点の一つは今や地方も雇用なんで

すよ。昔は企業誘致だとか、ほかの何とかだったんです。そこで都道府県で、雇

用対策や就職斡旋みたいな、昔の職安みたいなこともやらせてもらうのでいいん

ですが、どうも今のミスマッチだとか、フリーターも、縦割りではみんな努力し

ているんです、地域の横断的なつながりが割にないんですよ。それで上のブロッ

クの地方労働局とか、経済産業局だとか何らかの連携があるようですが、そんな

ところで偉い人だけ集まって会議をやって、意味はないことはないです、意味は

あるんだけれども、学校まで入れてもっと下のレベルの実務的な連携の仕組みは

要りますよ。連携、連携と言っても上の連携はだめですよ。それは市町村がやる

のか、県がやるのか知りませんが、坂口大臣のところの出先も、平沼大臣の出先

も、学校も、それから民間をみんな入れなければいけません。そういうことでき

めの細かい全体の仕組みをもう考えた方がいいんじゃないですか。 

それからコミュニティビジネスですか、島田先生やなんかの。これなんか幾ら

でもあるんですよ。だから使ったらいいんですよ。コミュニティビジネスは高齢

者に向いていますよ。そういうものを発見してまとめるというところが要るんで

す。ところが、今どこもやっていないですよ。理屈はわかっているんです。その

実働的な仕組みをつくっていく必要があるんじゃなかろうかと思いますので、今

のワンストップの話もそうですよね。

そこで全部情報がとれて、いろんなことがわかれば便利なこと間違いないので、

それをどうやるかという実行の、実務レベルの仕組みを坂口大臣のところが中心

でやるならやっていただいて、みんな入って担当を決めて、そういう気がします

ね。 

それから、例の臨時雇用対策は大変地方はありがたがっております。特に和歌

山県なんか「緑の創出」といって、都会の人を緑に……。 

（小泉議長） あれは成功しているんですよ。 

（片山議員） それで過疎地域は蘇るんですよ。若い夫婦が来て子どもが生まれると

いうので大喜びですよ。小学生がほとんどいなくなってきているんだから。そう

いう大きな政策でやったらどうですか、国策で。そうなると林野庁みたいなこと

も絡まなきゃいけないのかもしれませんが、そういうのも雇用と緑創出というか、

山を守るというのか、そういうのと過疎対策と、一石三鳥か四鳥で、雇用を中心

にね。 

（小泉議長） 和歌山の成功の例をみると、森林産業は難しいが、農水省と厚労省が

協力してやって欲しい。農業をやりたい人はたくさんいるんです。 

（片山議員） 農業もいいですよ。人手がなくなっているんだから。 

（小泉議長） これを今、共同でやっているんだよ。これはいいと思うな。若年者に

とっても、高齢者にとっても。 

（片山議員） そういうのを雇用創出につなげていくという、今や地方の大きな問題

は雇用なんですよ。 

（牛尾議員） 雇用の地位を高めなきゃいけないね。 

（片山議員） 雇用創出ということ、そうなっていますよ。 
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（竹中議員） 坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） 先ほどから申し上げましたんで、そんなに多く申し上げることは

ありませんが、ワンストップの話は何とか我々も考えますけれども、人をどうす

るかという、つまり、ハローワークから引き抜いてやるというわけにはいかない

ですから、あそこはきりきり舞いしておりますから、これはいかんともしがたい。

余計にぶっきらぼうになりますから、これは引き抜くわけにはいかない。それを

どうするかということをちょっと知恵を絞らなければいけないというふうに思い

ます。 

今いろいろお話しいただいて、確かに地域で経済産業省の地域の窓口と、私の

方の窓口と、それから地域の商工会や県もみんな入ってもらってやっているんで

すけれども、偉い人ばっかり寄ってやっているもんですから、これはスタートし

ましてからもう間もなく２年経つんですけれども、一昨年の８月からスタートし

ているんですけれども、余り成果が上がってこないんです。これはおっしゃるよ

うに、もうちょっと民間の人を入れて、地域も今まで雇用のことなんか考えたこ

とがなかったものですからなかなかうまくいかない。もうちょっと真剣にやって

いる民間の人たちのノウハウでももらって、そして、それぞれの地域でいいもの

を考えていかなきゃならない。総理がおっしゃったように、農業なんかでも、去

年あたりでも１万人我々のところに相談に来て、実際に就いた人はいるんですか

ら、もっといるはずなんですね。 

（小泉議長） 市民農園なんかの人気は大変だもの。 

（坂口臨時議員） だから、もう少し多角的に考えないといけないんじゃないかとい

うふうに思います。ちょっと行き詰まっていることは確かでありまして、ちょっ

と切り口を変えてやらないといけないのかなと思っておる次第です。 

（小泉議長） 牛尾さんが言われたように、能力のある人はそんなに困らないと思う

んです。自分がさらに能力を身に付けたいとか、高めたいという人は仕事の心配

はないと思うんです。問題は、やる気がない、能力をつけようと思わない若年者、

こういう人たちの仕事をどうやって探すかというのが大事で、これは学校との連

携が大事だと思うな。意欲的な人は余り困らないですよ。どこか引き抜きますよ。

そうじゃない人に対して仕事をどうやってやるか。 

（牛尾議員） そういう気持ちにさせないと。 

（小泉議長） 気持ちにさせると同時に意欲を持ってもらう。これは学校の時代から、

仕事はどういうものかという関心を持ってもらう意味で学校との連携も必要だと

思うな。若年者なんか特にね。 

（坂口臨時議員） フリーターの中にはいろいろな人がおりまして、学校の先生が君

はどこどこ受けてみろと割り振ると、これがもう気に入らないという人もいるわ

けです。そういうものに反発をしている。ハローワークなんかに行って相談に乗

ってやろうと思ったって、余分なことをしてくれるなと。だから、手を差し延べ

て、今までの生き方そのものに反発をしているのがおりまして、だから、何も言

わずに渋谷辺りで相談というか、情報を提供する場所をつくって、自然に自分た

ちで見に来させて、それで勝手に見ていく、相談に乗ってくれと言ったら乗る、

それまでは黙っているというのを今始めているわけです。でも、なかなか難しい

なと思うんです。 

（小泉議長） 難しいよ、若い人は特に。小さな親切、大きなお世話だと言うからな。

そこが難しいんだよ。 

（牛尾議員） 文科省でも家庭教育の問題だし、社会奉仕をする、もっと経験させて

人の気持ちがわかるようにしないといけない。家庭に一番問題があるんですよ。 
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（塩川議員） 勝手もんになったね。 

（竹中議員） 吉川議員、手短に、すみません。 

（吉川議員） 要は片山大臣おっしゃったように、これは省庁横断的な問題なんです

から、しかも大問題ですから、政府として一体となって少しコーディネーション、

調整をして、具体的に進めていただけたらと思います。 

（竹中議員） 歳出改革としての議論でありますので、その観点からとりまとめをさ

せていただきます。漏れがないかちょっと御確認をいただきたいですが、まず、

雇用というのは、先般の選挙の争点でもありましたし、また新聞社のアンケート

等でも、政府に期待するものの第一に必ず雇用の問題がくる。その意味では内閣

の最重要政策課題の１つであるというふうに位置付ける。その上で、これは特に

若年と長期の失業者対策の強化というのがやはり重点であるというのも多くの合

意であったかと思います。その場合、地域や民間事業者の活用などを推進すると

いうのが方向であるというのが多くの合意であったかと思います。この点に関し

ては、やはり特に地域との問題、各省との連携では、実働的な仕組みというふう

におっしゃいましたけれども、実働的な仕組みをどうつくるか、これはぜひ厚労

大臣を中心にちょっとお考えをいただいて、我々で協力できることは協力します

ので、実働的な仕組みについて、ぜひ何か次の段階で打ち出せるような、いわば

「新たな枠組み」の構築ということになると思いますが、御尽力をいただきたい。

ワンストップについては考えようという御指摘も厚労大臣からありましたので、

この点はぜひよろしくお願いを申し上げます。特に、その場合、機関補助から個

人への補助へと。ワンストップ化、その意味では、牛尾会長からは「個人補助口

座」の導入など、まさに新たな枠組み、今までの枠組みを越えてはどうかという

御指摘があったことも申し添えたいと思います。 

もう一つ重要なのは、例の地域関連、和歌山の例が出ましたけれども、そうい

った地域の創出を少し大きな政策として考えてはどうかという御指摘もあったか

と思います。 

今日は雇用の問題が中心になりましたけれども、前回と今回の歳出改革の議論

を踏まえ、歳出改革及び予算の重点のあり方という観点から、民間議員にちょっ

と整理をしていただいて、５月の諮問会議でもひとつ御報告をいただくというこ

とでいかがかなと思います。 

特に抜けているとかはありますでしょうか。よろしいでしょうか。総理、この

間で特に……。 

（小泉議長） １円で創業者というのは、これは後追いしたいな。 

（平沼議員） ずっとやっています。 

（小泉議長） １円で創業してどうやって成功していくか。これは成功すりゃおもし

ろいな。 

（竹中議員） ありがとうございます。フリーターについては内閣府のアンケート調

査がございますが、これは時間がありませんので、ぜひ御確認をいただきたいと

思います。フリーターは必ずしも最初からフリーターを望んでいるわけではない、

これも確認されますし、フリーター、パート、アルバイトなどをやっていると、

やはり職業能力がなかなかつかないということについてもアンケートで確認され

ておりますので、ひとつその点は御確認をお願いいたしたいと思います。 

○社会保障制度改革（特に年金制度改革）について

（竹中議員） 	 それでは早速でありますけれども、年金制度改革の方に移りたいと思

います。１日の会議で有識者議員の論点整理をもとに議論を行いました。本日は
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この論点に基づいて、有識者議員から具体的な方向性についてさらに御提案をい

ただいて、それに基づいて、また坂口大臣、皆さんから御議論を賜りたいと思い

ます。本間先生お願いします。 

（本間議員） 今、大臣の方から御紹介ありましたとおり、前々回、年金制度改革に

ついて論点整理をしたわけであります。その際、原則として「活力」の維持、「安

心」の確保、「持続可能」な制度、この３本柱を基本的な視点に位置付けたわけ

でありますが、今回はその制度改革に向けての枠組みを絞り込みの第１段階とし

て今日のペーパーを用意したということであります。 

まず、活力を支えるためにということでございますけれども、将来の潜在的国

民負担率は50％程度を目指すと、こういうことをここで主張をいたしております。

そのことがどれほど難しいかということをシミュレーション的に示しましたのが、

実は参考資料として付けております「マクロ経済と年金改革等の関係について」

というペーパーでございます。ここでⅠからⅤまでのケース、右側に付けており

ますけれども、これを我々が特定のものを推奨するという意味でこれは付けたわ

けでございませんで、経済との関係において、年金を中心にしていかなる改革を

進めなければならないかということを、これを説明するための資料であります。 

そのために、まず現状維持のところを見ていただきたいと思います。この「現

状維持型」と申しますのは、これは集中調整期間を終わりまして、構造改革の実

が上がり、実質成長率が1.5％で今後継続をするという構造改革が実現した上での

話でありますが、これが実現したとしましても、保険料を見ていただきますと、

３分の１国庫負担の場合には保険料は25.3％、２分の１にしても22.3％、これは

給付水準を現行は59％ということを維持するということを前提にしておりますの

で、この前提で走らせますと、潜在的な国民負担率というのは60.8％に達する、

こういうことでございます。その他の歳出につきましては、公共投資につきまし

ては、これは「改革と展望」等の想定で計画的に効率化をしていくということを

前提にしながら、2008年以降については、年金以外の社会保障関連については、

医療・介護、これは自然体で伸ばすということを想定いたしておりますし、社会

保障関係以外の部分につきましては、国民所得の伸び率はマイナス0.5 という形

で想定をしておるわけでありますが、極めて厳しい状況が出てまいります。例え

ば、利払費のところでございますが、60兆円に達する。これは名目金利３％にし

ておりますから、想定をされている国家の負債総額ストック量は2,000兆に達する

ということを意味しているという具合に理解をいただきたいと思います。 

したがって、このままでは持続可能ではないということは明らかでありまして、

その現実をどのように改革化をしていくというときに、Ⅱのケース「年金抑制型」

でございます。これが現在、厚生労働省が考えていらっしゃる改革案でございま

すが、保険の料率というもの20％にするということを前提にしていくと一体どう

なるかということがこのケースであります。このケースでは国民負担率はたかだ

か、潜在的国民負担率は１％ポイント減にしか実現できませんし、給付水準とい

うのは、これは３分の１のケースのときには、47.4％とかなり現在の給付を切り

込まなければならない、こういうことであります。さらに利払費におきましても、

１兆円が減額される程度でございまして、本質的にこのような年金だけの改革で

はとても実現はできない、こういうことを意味しております。 

それからⅢ番目のケースでございますが、年金を仮にそのような形に、20％に

保険料率をするということで、ほかの歳出を自然体で伸ばすのではなく、かなり

政策的に切り込む、改革をするというケースが、これがケースⅢであります。見

ていただきますと、年金以外のところで、医療のところでは９兆円切り込む、介
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護保険は４兆円切り込むというような形で、自然体の場合に比べて、年金以外の

社会保障について歳出の増加を半分に抑え込んだ場合には、これが数字として出

てきたものでございますけれども、国民負担率は54.5％、利払費は45％で、３で

割りますと1,500兆円を政府債務として抱えている、このような数字でございます。

ケースⅣ、Ⅴは、保険料率を18％程度に引き下げる、あるいは受給開始年齢とい

うものを65から67歳に切り下げるというようなことをやりましても、我々が目指

しております50％程度というものには、これは届かないということでございまし

て、今、我々がこのシミュレーションから学ぶべきことは、年金だけで議論をし

ていてはだめであるということ。ほかの歳出、社会保障制度内部の医療・年金・

介護のトータルな議論というものが不可欠であるということであります。 

この試算が一人歩きして、例えば「総合改革型」という名称があったので、こ

れが民間議員が推奨しているのかというような誤解を招くといけませんので、単

にこれは検討するための参考資料ということで明記しておりますけれども、その

ような形で読んでいただきたいという具合に思います。 

今こういう現状であるということを確認していただいた上で、次は積立金の問

題がございます。これは坂口大臣の方からも運用の問題をどうするかということ、

さらにはボリュームをどうするんだというような問題提起がございました。民間

議員といたしましては、まず積立金は可能な限り抑制をするということが必要に

なる。今現在の制度では３年から５年ぐらいプールされるということになってお

りますが、実は試算の前提の中では、2100年のレベルで１年分の余裕残高を持つ

と、こういう形で絞り込むということを想定をいたしておりますけれども、我々

としては１年ぐらい余裕を持てば、それで十分ではないかという具合に考えてお

ります。 

そして、その運用に当たりましては、やはり政府債務管理との関係もあるわけ

でありますけれども、独立した第三者機関がこれを運用していくということも一

つの方向性ではないかという具合に判断をいたしております。 

それから年金の問題は、これまで標準世帯、子どもが２人、そして奥様は専業

主婦という形での制度設計になっておるわけでございますし、どちらかというと

現役世代の問題が中心で、初期高齢者に対する移行の問題というものが必ずしも

十分に議論されていなかったということもございまして、ライフスタイルの多様

化、高齢者の方々の元気さというものを考えますと、制度というものを女性や高

齢者の就労についてできるだけ中立化をしていく必要性があろうかという具合に

考えております。 

それから、「安心」を確保するためでございます。これは先ほどの雇用の問題

にも関係するわけでありますけれども、さらには今の試算の説明からも明らかで

ございますけれども、年金・医療・介護・雇用というものを一体として設計をす

るということが必要であろうかと思います。そして、さらに命綱である社会保障

制度の個人に対する説明という点では不十分であるということを考えますと、先

ほどの雇用の情報に関してのワンストップサービス的なことを我々は主張をした

わけでありますけれども、これは社会保障サービス全体で、個人会計等の導入も

必要になってこようかという具合に考えております。 

それから「安心」を設計する場合には、もちろん基礎年金が必要でありますけ

れども、勤務していた時代の所得との関係において、報酬比例部分というものは

やはり残していくというセーフティネットというものは非常に重要ではないかと

考えております。 

時間の都合がございますので、絞り込んで３のところに移らせていただきたい
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という具合に思いますが、できるだけ不公平、世代間の問題を克服するためには、

早期の給付抑制、保険料の引き上げというものが必要であるということ、さらに

は確定給付的な考え方から確定拠出的な考え方にこれを変えていくということが

必要であろうかという具合に思います。その他の点につきましては、これからの

議論の中にも出てこようかと思いますし、読んでいただければという具合に思い

ます。 

時間の関係ではしょりましたけれども、以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。坂口大臣お願いいたします。 

（坂口臨時議員） 「年金制度改革について」というのがお手元に出させていただい

てございますので、ごらんをいただきたいと思います。 

１ページ目は言わずもがなのことを書いてございまして、老後生活の支えにふ

さわしい実質的に価値のある年金を終身にわたって保障することが役割である。

それから16年度改革で特に重要な点としまして、２つ「○」の下でございますが、

将来の世代の負担が過大にならないよう配慮することに重点を置きつつ、老後の

支えにふさわしい水準を保障するということが大事。 

それから２枚目でございますけれども、これは右側の枠の中でございますが、

人生設計が立たなくなってしまうような給付水準の設定は、我々の立場からいた

しますとなかなかできない。これまでの給付の約束を急激、大幅に変更すること

もなかなかできない。時間をかけてここを改革するのならどうしていくかという

ことだろうというふうに思います。 

それから、下の枠は国民の生活設計が成り立つよう、雇用と年金の連携に十分

な配慮が必要である。これからの高齢者の雇用をどうするかということと、この

年金とは非常に密に結びついてくるものですから、ここをどうするかという問題

がございます。それから、支給開始年齢の引き上げにつきましては、十分に時間

をかけて実施をする必要がある。現在2025年にかけまして徐々にやっているもの

ですから、こういうことをやっている。 

それから３枚目、これは総理府でアンケート調査をやられたものをお借りをし

たわけでございますが、左の円は公的年金を中心とし自助努力を組合わせた人が

51％、それから、ほぼ全面的に公的年金に頼っている人が21.8％、７割の人が公

的年金を基本に生活設計を現在考えているという現実がございます。ここで見ら

れることは、息子から仕送りをしてもらって生活しておるというのはなくなって

いるということでございます。 

それから、右側の円は「高齢者世帯における所得の構成割合」でございますが、

「公的年金・恩給」というのが65.7％ございます。それから「稼働所得」という

のも20％ございます。「財産所得」というのも7.8％、その他ございますけれども、

生活設計に「仕送り」はほとんど組み込まれていない。だから、これから先、年

金を厳しくするということになれば，また若い世代からの仕送りということが必

要になるということもある。そのことも考えておかなきゃいけない。今は年金は

しっかりしておるから、若い人が出すのは大変だけれども、仕送りはしなくても

いい。こういうことではないかというふうに思っております。 

そのほか、社会保険方式が税方式かということもございますし、いろいろござ

いますが、その後はいろいろ書いてございます。私は、この年金制度につきまし

て、いわゆる保険料を支払うということには限界である。これは先ほど本間先生

に言っていただきましたように、18、20というのはいろいろございますけれども、

我々も保険料の支払いにはやはり一つの限界であって、余り多く若い人たちに払

ってもらうことはでき得ないだろうと思っております。そうすると、年金額もあ
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る程度それにつれてこれは少なくなってくる。そこを国民の皆さん方が、保険料

はそこである程度頭打ちがある、そしてこれから先お若い皆さん方が少なくなっ

て、高齢者が増えてくるときに、そこにプラス、どういう税かは別にして、税に

よる負担というものを容認するかどうか。税負担をしても、やはり年金だけはち

ゃんとしてほしいと思うか思わないかということに尽きてくるのではないかいう

ふうに思っております。したがって、これは税の問題とその後は絡んでくる話で

ある。国民がそのことをどう思うかということを抜きにして、こちらから余り低

い年金の制度を押しつけるといいますか、突きつけるというのは段取りとしては

余り得策ではない。国民がどちらを選ぶかということうを、まず問いかける方が

先ではないかというふうに思っている次第でございます。 

それから保険料の問題につきましては、お勤めの皆さんは半分は企業から出し

てもらわなきゃならないわけです。企業の生きる力にも影響してくるわけでござ

います。いわゆる、ヨーロッパあたりのところが、言うならば日本の現在の倍ぐ

らい保険料を払いながら企業経営をおやりになっている。そこと日本が今のまま

で、ヨーロッパの半分ぐらいで大変だということとの差を一体どう見るかという

ことも私はあると思っております。そこを一体どうするのかということだろうと。

私の個人的な見解を言わせていただければ、ヨーロッパほどは大変だけれども、

しかし、もう少しは御辛抱いただけるのではないかという気がするということで

ございます。それぐらいにさせていただきます。余り言い過ぎては、控え目に。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、この問題に関しては塩川大臣と平

沼大臣からも資料が提出されております。塩川大臣お願いします。 

（塩川議員） 私から申し上げるのは、この前も申し上げましたので、あれ以上のこ

とを言うとまた議論が複雑になりますので、もう一度確認のために言っておきた

いと思っております。 

私は将来の年金について、物価の推移がどうなるかということなんかは非常に

大きいと思うんです。それによって生活費もどのようになるかということも問題

だと思っておりますし、それから、年金だけが老後の支えだという考え方じゃな

くて，やはり行政的な支援というものと年金と併用したものが、これからの老後

社会、いわゆる高齢化社会に対するものだと、こういう具合に思っております。 

ポイントを幾つか申し上げますと、我が国は健康寿命も世界一になってきてい

る。高齢者は皆元気でやっていける社会にしていくべきということを前提とすれ

ば、年金の役割も所得保障から「長生きに対するセーフティネット」に発想を変

えるべきじゃないかなと思っているんです。坂口さんのおっしゃる現役時代の所

得の保障をするという考え方でいくとするならば、高齢化社会はとてもじゃない、

若い者は承知しないんじゃないかと。ですから、高齢者の生活保障というものは、

先ほど言いました年金と行政的措置というものと両方併用したもので、要するに

セーフティネットであるという考え方を中心に考えなきゃいけないんじゃないか

なと思っております。 

それから年金制度の構造的な問題で、過去の保険料納付期間の455兆円の給付債

務の処理、これは現在の厚労省案を見てもらって、もらっている人の年金の削減

に手を付けざるを得ないのではないかと思っております。主に、将来世代の負担

増と給付抑制で年金財政を均衡させようとしておりますけれども、これでは若い

人は大変で不公平感が解消しないと思っております。積立金をどうするかという

ことは、根本的に今度の年金制度を考えるときにひとつ検討してもらいたいと思

っております。世代間の公平の観点から、過去の期間におきまして、給付水準を

下げる、あるいは給付の開始年齢を引き上げる、あるいは収入のある者への給付
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を削減するなどの対応、これらの問題はこれからの保険料は拠出型でやっていく

べきかなど、保険料の意義というものを一応明確にしておくべきではないかと思

うんです。私は現在のような給付保障制度の年金ではもたないと思うので、でき

れば、現在積立金が豊富にある間に、この積立金をうまく活用して拠出型に切り

かえていくべきではないかと思っております。その点で、現在の坂口さんの方か

ら提案されておる年金制度につきましては、私は非常に難しいという見解を述べ

なければならないと思っております。 

給付水準を引き下げなければ、将来の保険料の引き上げ分でやっていくのかと

いうことでございますが、これにつきましても、先ほど本間先生からスタイルで

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと挙げられましたが、いずれも20％あるいは18％になってお

ります。確かに外国のものと比べましてそうでございますけれども、外国の方は、

特に西欧諸国は、国民負担が60何％、70％にきているということに対する不満が

大きい。我が国もそのような水準に持っていくのだったら、それはいいんですけ

れども、それは避けて50％ぐらいまでには何とか収めたいとするならば、そこは

やはり給付水準と保険料というものは根本的に考え直してもらわなきゃいけない

んじゃないかなと思っておりまして、そういうことを決めるについても、この諮

問会議で大きな政府を指向するのか、あるいは効率的な政府を指向するのか、財

政赤字を含めた国民負担の限界はどこまでがいいのか、今は47％ですから、これ

を60％でもいいじゃないかとおっしゃるならば、これは話は別ですけれども、そ

こなんかは、国民はそれじゃ納得しないだろう。年金のためだけに国民は生きて

いるんじゃありませんので、やはり国民負担というものは、国民全体から見まし

たら相当深刻な問題だと思いますので、そこはひとつ考えてもらいたいと思いま

す。 

それから、基礎年金の問題ですけれども、これは全部に対して均等に基礎年金

の恩恵を与えるということ、これは原則としてはそうでなければならない。税金

ですから、税金が３分の１、あるいは半分入るんですから、それはそうなんです

が、これをいわば貰わなくてもいい人に対するものは、それだけの措置を考えた

らいいのではないか。スウェーデン方式では、基礎年金は最低保障の人に対して

の支給をしておるという考え方がありますが、そこまでは低くする必要はないと

思いますけれども、要するに金を持っていて生活に余裕のある年寄りですね、こ

れは年金の受給については考えさすというその代わりに、他にインセンティブを

与えるという方法等を考えていくべきではないかなと思っております。 

いずれにしても議論をしている中において、時は刻々と進んでいくわけでござ

いまして、国庫負担の割合が現行のままでいくとするならば、高齢者の増加等に

伴いまして、社会保障全体で国庫負担の当然増は毎年１兆円増えるんだという現

実をしっかりととらえてもらって、2010年までには８年間で年金だけで８兆円の

負担が増えるということ、これはもう現実問題ですから、しっかりつかまえた議

論をひとつお願いいたしたいと思っております。 

それから、私の根本的な考え方は「持続した年金制度を維持したい」、この方

式でございまして、そのためには現在の時点に立ちますならば、税を中心とした

年金制度の維持というよりも、やはり保険料を中心とした年金の維持ということ

を考えていかざるを得ないと思っておりますので、そのためには、制度の抜本的

な改正も必要なのではないかと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。平沼大臣。 

（平沼議員） 時間が限られているようですから、簡潔に申し上げたいと思います。 
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横長の紙を御参照いただきたいと思います。私が強調したいのは、今後の年金

制度を企業負担に頼り過ぎるのは危険であるということが第一であって、それか

ら保険料引き上げの前に給付の適正規模をまず論ずるべきじゃないか、そして３

番目は、そのためには基礎年金と厚生年金の役割論とあるべき負担構造について、

さらに議論を深めるべきではないか、この３点を冒頭申し上げます。 

まず、１ページ目をごらんいただきたいと思うんですけれども、今の時代は企

業の存在自体が、その移り変わりが非常に激しい時代になっています。企業がつ

ぶれたら個人の生活もつぶれるということでは、年金は立ち行かない。企業に過

度に負担を負わせることは社会全体として危険であると、こういうふうに申し上

げたいわけであります。 

２ページ目をお開きください。世代別の受給と負担の関係を示しているわけで

ございますが，2000年に生まれた世帯は、この表でいきますと、この右の一番下

ですけれども、払った分の６割しかもらえない、こういうことになります。 

それから、３ページ目をごらんいただきたいと思いますけれども、企業にとっ

て、もはや、国税よりも、この表にありますとおり、社会保険料の方が負担が重

い、そういう状況になっています。保険料負担に企業が耐えることができなけれ

ば、引退後の生活のために現在の職を奪うという本末転倒になる事態にもなりか

ねないと思っております。 

４ページ目をごらんいただきたいと思うんですけれども、先ほど坂口大臣から

もお話がございました、ヨーロッパは企業が頑張っているよというお話ですけれ

ども、ヨーロッパの諸国の保険料の高さと、それから失業との狭間で、非常に苦

しんでいるという実態があります。日本の場合には、今、企業が大体13.5％ぐら

いで、確かにヨーロッパは下げてはきているんですけれども、1998年が20.3でし

たけれども、19.5まできています。そういうような形で、ドイツ、フランスとい

うのは、ある意味では反面教師ではないかなと思っております。 

以上申し上げた論点を踏まえて、現行制度の問題点を開陳をして、基礎年金と

厚生年金の全体設定と負担構造のあるべき姿について、先ほどもお話がございま

した国民的に御議論をいただく、このことが大切だと思っております。 

なお、５ページ目には公的年金制度の基本設計として、これは私どもが出すと

いうのはおかしな話ですけれども、あえて２パターンを単純化して比較をさせて

いただきました。左側は保険方式を基本としつつも、最低保障部分は税で担う、

そういう考え方。変形ドイツ型、旧スウェーデン型でございます。右側はスウェ

ーデンのように低年金者のみ税で支える考え方であって、直ちに実現は無理にし

ても、将来的にはこうした可能性も回避すべきではない、こういうふうに思って

おります。大きな方向付けを示した上で当面の対応、これを議論することがよろ

しいのではないかと、こう思っております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。時間が大変限られておりますが、どうぞ御議

論いただきたいと思います。 

（吉川議員） 塩川議員の御発言があって、ひとつコメントをさせていただきます。

私も保険料を少し上げていっても、なおかつ給付のカットというのが必要になる、

同じ考えであります。我々の参考資料のシミュレーションでもそうしたことが出

ていると思います。 

そこで問題は、どのような考えに基づいて理にかなった給付をカットしていく

か、それが１つのポイントになると思うんですが、さらにそのためには公的年金

というのが一体どういうものなのか、それが大臣の問題提起というふうに拝聴し
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ていたわけです。大臣が出されたこの資料を拝読しますと、文字どおりにこの提

案をとりますと、「新たな発想」とあって、平均寿命を超えた長生きに対するリ

スクを担保するものである、それが公的年金だとおっしゃって、具体的な提案と

して、各年齢層で平均寿命まで生きると生涯の拠出と生涯の給付がちょうど１対

１になる、そういう制度を提案されているというふうに読ませていただいたんで

すが、それは文字どおりに余り理にかなっていないというのが私の考えです。 

といいますのは、平均寿命より長生きする人というのは、経済的にも健康にも

恵まれた人であるわけですから、したがって、その平均寿命のところで１対１に

なって、平均寿命よりも長生きした人たちのところを、公的年金を通してより多

くの給付を受けるというのは、公的年金の役割からいってやや問題があると思い

ます。それよりも私は常々公的年金には２つの性格があると思っているんですが、

１つは若いうちにお金を払って、普通の貯金、預金と同じように高齢化したとき

には受け取る、それは権利であると、エンタイトルメントだと、こういう面があ

る。しかしもう一つは、若いうちに払っても、いざ老後が来たときに、どれぐら

い所得があるのか、健康に恵まれているか、それは若いうちはわからない。そう

いうリスクに対する文字どおりの保険、インシュランスとしての面もあると思い

ます。これは火災保険のようだと思うんです。ですから、いざ年をとって健康に

も恵まれて、しかも所得水準も高いというのは、これは火災保険で家が焼けなか

った人と同じようなことで、何も満額で受け取らなくても文句は言う必要はなく

て、火災保険の場合には一銭ももらわないわけですから。火災保険と違って、一

銭ももらわないというのは極端でしょうが。 

要は２つの面があると思うんです。ですから、その後者の面、インシュランス

としての面を強調して、ある程度高齢化しても所得もあり健康にも恵まれている

人、そうした人たちからは給付を合理的にカットしていくという形でリスクに備

えるというのが一番理にかなっているのではないかと思うんです。これは細かい

ことかもしれませんが、大臣の問題提起は、文字どおりにとると、この具体的な

提案はやや合理性を欠いているかなと思います。 

（塩川議員） そうですね。そういう意味ではちょっと言葉足らずのところがありま

す。平均寿命というものは73.6歳だから、そこから給付するという、そういう意

味じゃないんです。 

（吉川議員） それは正しく理解しています。 

（塩川議員） そうじゃないんです。ある程度支給年齢を下げてもいいんじゃないか

という意味なんです。それが１つ。もう一つは、私は年金というものは老齢社会

におけるセーフティネットだという考え方に徹していくべきだと思うんです。セ

ーフティネットのやり方というものは、年金と行政措置と両方あるじゃないかと。

だって年金をもらっておって、お金を貯めて、特別養護老人ホームでほとんどた

だでセーフティネットをやってもらっておって、年金だけを小遣いでもらってい

る。こういうやり方は若い者にとりまして、現在見ておりまして、「何だ、あの

特別養護老人ホームは」と非常に強い不満がある。そこらははっきり分けて考え

なきゃいけないんじゃないかということが１つあるんです。 

それからもう一つ、火災保険とおっしゃいました。火災保険のように焼けなく

ても助かったというならば違う形で返してやる。それはさっき言っていますよう

に、遺産相続で息子に美田を残してくれた、掛けた分だけは遺産相続の財産から

引いてやる、課税対象から引いてやるとか、そういうやり方でもいいじゃないか

と。そして元気な間は年金みたいなものは考えるなと、もっと働けと、これでい

いんじゃないかと思うんです（笑）。 
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（片山議員） セーフティネットにすると、次の行政支援というのは何ですか。 

（塩川議員） 特別養護老人ホームに入れる。要するに介護です。そういうものでみ

てやったらいい。あるいは生活保護でもいいんですよ。 

（片山議員） そうなると、そこに入る人と、そうでない真ん中がかなりおりますよ。

セーフティネットで済む人と行政支援、特養というなら特養に入る人と、その真

ん中が……。 

（牛尾議員） 今度のケアハウス。 

（塩川議員） そういうのはもっと施設をつくったらいい。これは雇用対策にもいい

んですよ。それを余りにも補助率が高いから建てられないんです。そこら全体を

見直していく必要があると思います。 

（片山議員） そこは大議論だよ。 

（竹中議員） 奥田議員に発言していただいて、坂口大臣にお答えしていただきます。 

（奥田議員） 私は財源の問題について一言申し上げたいんですが、具体的に申し上

げますと、今、平沼大臣が出されました資料の最終ページの左側の部分でござい

ますが、１階と２階の役割を明確に分けて、１階は老後の最低限の生活を国民皆

で支え合う、つまり、そういう仕組みをつくることが将来的には最も有力な選択

肢であると考えております。 

しかし、このためには年金給付の抑制のみならず、医療・介護を含めた社会保

障給付全体の抑制、それからもう一つは、公共事業や人件費なども含めた歳出全

体の抑制をその前に進めるということが大前提であって、それが欠けると何だと

いうような話になります。 

実は経団連も提案を４月１日にしたんですが、あれに対する反応で一番大きい

のは、消費税を上げるなんていうことを考える前に、歳出の大カットをやれと、

歳出の大カットをやらなきゃ、消費税とかそんなもので賄おうなんて筋違いだと

いう投書がものすごく多いんです。 

（塩川議員） 奥田さん、歳出カットするものが随分ありますよ。 

（奥田議員） それはさらさなきゃいかんと思うんですけど。 

（本間議員） 事務方から強調すべきことをちょっと忘れておりまして、先ほどのシ

ミュレーションのところで、あれは構造改革が実現して実質1.5でいくということ

を想定しておりますけれども、小泉構造改革が進展しなくて、成長率が0.5と１％

下がると潜在的国民負担率は大体７％上昇する。現状維持でいくと67ぐらいにな

るということは十分に御理解をいただきたいと思います。 

（竹中議員） わかりました。それでは坂口大臣、手短にお願い申し上げます。 

（坂口臨時議員） いろいろな御意見が出ましたけれども、将来設計につきましては、

今後の経済成長率が一体どうなるのかということが大変大きな影響を与えると思

うんです。 

我々の方は1.5で計算しているわけでございますから、名目ですと2.5になるわ

けで、果たしてそこまで行くかなという気がいたします。それが行けるのなら非

常に結構なことだというふうに思うわけですが、その経済成長率とこれからの少

子化の動向と、この２つによって30年、50年先の年金の計算は大変な違いになっ

てくる。 

この２つをどうするか、この２つに対してどうしていくかということが、その

前にやはり私は必要だと。 

確かに年金のことを決めます前に、これから経済の動向をどうなっていくんだ

と。先ほど出ましたように、年金額はうんと減らしていくんだということになれ

ば、今度は消費がまた非常に影響を与えて落ち込んでくる。それに対してどうす
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るのかということも考えていかなければならない。これはみな輪になって回るわ

けですから、年金だけを見て下げれば、これでいけると思ったら、どっこいそう

はいかない、経済がめちゃめちゃになってしまうということだってあり得るわけ

でありますから、そこは私は非常に注意の必要なところだというふうに思ってお

ります。 

塩川大臣がおっしゃったセーフティネットというのは、セーフティネットの定

義の問題でございまして、何をもってセーフティネットというかという話になっ

てくる。我々もこの社会保障はセーフティネットだと思っているわけで、お互い

に、言葉は一緒でも中身は全然違うということになっているわけでございますが

……。 

（塩川議員） 私どもは、生活保護世帯というものを擁護するということをセーフテ

ィネットの最低限というように見ておるんです。 

（坂口臨時議員） そうしますと、生活保護がまたべらぼうに増えてくるということ

になってしまうということにもなるわけでありますので、余り年金を抑えること

は、そういう世帯を生み出すということにもなるわけで、だから、かなり慎重に

ここはいかないといけない。吉川先生に言っていただきましたように、権利とリ

スクに対する対応だ、私もそこはそのとおりだというふうに思っておりまして、

そこを皆が、この人口構成の中でどの辺で理解をしてくれるかということに尽き

ると思うんです。この少子化対策も併せて今後どうしていくかということにもな

るだろうというふうに思っております。 

我々としては、社会保障の中でも年金は、みんなが自分たちの老後のための１

つの支えとしてもう既に考えているという、この現実を無視してはならない。や

はり、それに対応したことを考えていく。それに対応できなければ負担をするこ

とも、国民の皆さんはそれは負担をするというふうにおっしゃるのではないかと

私は思いますけれども、そこを国民の皆さんがどう考えてくれるかということに

かかっているというふうに思っている次第でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。今日は論点を示し合って引き続き議論する

ということになろうかと思います。しかしながら、若干の整理はやはりどうして

もさせていただきたいので、また違うところがあったら御指摘をいただきたいん

ですが、民間議員から指摘のありました「活力」、「安心」、「持続可能性」、

これについては、それが方向だろうということについては暗黙の合意があったの

ではないかと思います。 

それから、国民負担率を極力抑える、小さな政府を目指すということだと思い

ますが、これについても大まかな合意があるのではないかと思います。ただ、民

間議員がおっしゃるような50％程度を目指すのは相当難しいんだという御指摘も

重要な御指摘で、そのためには社会保障制度改革のみならず、その他の歳出の大

胆な改革が必要だという点も確認できた点だと思います。 

重要なのは、そもそも公的年金の意義は何なのかという、その意義を明確化し

よう。所得保障的な部分と、むしろ基礎的な保障の部分、セーフティネットとあ

えて呼べば、その部分を少し明確に議論しようということ。 

その意味では恐らく基礎年金の部分を議論するということが大変重要、ここを

しっかりさせるということが大変重要になるということでもあろうかと思います。

それから、保険料と支給額、これは支給の額、支給の時期、それをどのように

考えるのか、企業の負担も考えてしっかりと議論しなければいけない。あと税の

負担を絡めるのか、絡めないのかという点も、まだ御意見がいろいろとあるとこ

ろだということだと思います。ただ、確定拠出の方向へというのは、これは比較
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的多くの方々が、方向感としては議論があったかと思います。 

（坂口臨時議員） それはどういう意味ですか、拠出型……。 

（竹中議員） 負担を固定し、給付を調整する仕組みを目指してはどうかということ

については、比較的議論があったということかと思います。あと、年金なのか、

他の行政サービスなのか、これは非常に大きな問題ですけれども、それについて

もまた議論があった。いずれにしても、現実的に国民との対話をしていなければ

いけない。こういうところが今日の時点で確認できることだと思いますが、よろ

しゅうございますでしょうか。 

（塩川議員） 国民負担をどの程度抑えるかということの、これは坂口大臣も言って

いるように一番の前提になってくると思うんです。 

（坂口臨時議員） 50％ですと、個人の所得でいいますと、サラリーマンで言えば負

担は30％ですからね。国民所得50％というのは、平均のサラリーマンで見たら家

計負担は2025年には30％ですよ。私はそのぐらいは理解するのではないかという

ふうに思います。前に計算したことがございました。 

（竹中議員） その意味では民間議員から御指摘があった50％程度というのは、難し

い目標であるけれども、今後も１つの目標にしていくということかと思っており

ます。総理。 

（小泉議長） 今日も重要な議論をありがとうございます。今後、予算編成について

は重点目標をわかりやすい形で示して、効率的な予算編成を目指す。雇用の話も

出ましたけれども、これは若年失業者と長期失業者、この問題の解決に向けてど

ういう新たな枠組みをつくるか、さらに御努力をいただきたいと思います。 

また年金制度は、これは社会保障制度で最重要の柱ですけれども、医療保険・

介護保険も含めて社会保障全体の中で考えていただかなければならないと思って

おります。この基本的な方針を６月の「骨太方針」に反映させるようにより一層

御協力をお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 今日は若干の資料もございますけれども、説明はできませんでしたが、

お目通しをいただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。

（以 上） 
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