
平成 15 年第 21 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 21  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 10 月３日(金) 17：30～19:35 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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    麻生 太郎 総務大臣 

同    谷垣 禎一 財務大臣 

同    中川 昭一 経済産業大臣 

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 

       田中 直毅  21  世紀政策研究所理事長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 郵政民営化について 

(2) 地域と雇用について 

(3) 年金制度改革について 

(4) その他 

3．閉会 

（説明資料） 

○郵政三事業民営化について（田中直毅氏提出資料） 

○郵政民営化の検討に当たってのポイント（竹中議員提出資料） 

○郵政事業の現状等について（麻生議員提出資料） 

○年金制度改革について（坂口臨時議員提出資料） 

○年金改革についての基本的な考え方(７つのポイント)（谷垣議員提出資料） 
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○年金制度改革による経済・産業への影響（中川議員提出資料） 

○年金改革の議論にあたってのポイント（有識者議員提出資料） 

○地域活性化と雇用創出に向けて（有識者議員提出資料） 

○地域経済活性化と雇用創出（麻生議員提出資料） 

○地域経済・中小企業の活性化及び雇用創出関連資料（中川議員提出資料） 

○地域の活性化と雇用創出に向けた厚生労働省の取組み（坂口臨時議員提出資料） 

（配付資料） 

○社会資本整備重点計画(案)について（警察庁・農林水産省・国土交通省） 

○土地改良長期計画(案)について（農林水産省） 

○廃棄物処理施設整備計画(案)について（環境省） 

○平成１５年度以降５箇年間の道路の整備の事業量等について（国土交通省） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年21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。 

本日テーマが３つございます。郵政の民営化、年金制度改革、地域と雇用、大

きなテーマが３つで時間を２時間いただいておりますが、大変時間配分を心配し

ております。ぜひとも御発言は手短に御協力をお願いいたします。 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは 初に郵政民営化でありますが、本日は21世紀政策研究所理

事長の田中直毅氏に御出席をいただいております。御承知のように、総理が開催

されました「郵政三事業の在り方について考える懇談会」の座長でございまして、

昨年９月に報告書を取りまとめておられます。本日は郵政民営化に関する審議の

第１回目でありますので、 初に田中理事長から懇談会の報告の内容を含め、こ

れまでの議論の蓄積をお伺いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

（田中理事長） 本日は、昨年９月に提出いたしました「郵政三事業の在り方につい

て考える懇談会」の報告書の趣旨を、ごく１、２行に相当するところだけお話し

して、現在の郵政ネットワークがどういう問題を抱えていると考えられるのか、

限られた時間ではございますが、申し上げたいと思います。 

まず、懇談会の報告書の性格でございますが、この当時は、民営化法案を正面

から議論する状況ではございませんでした。公社法案が国会にかかっている状態

でしたので、公社ができた後、民営化するとすれば、どのような民営化の仕方が

あるのか、理念型を提示するというのがこの懇談会の役割であったというふうに

私は理解いたしております。 

そこで、パターンとして３つの類型を出しておりますが、これはあくまでも理
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念型でございまして、現実に今後、郵政民営化の具体的案が考えられるときには、

この理念型をいろんな組み合わせ等も考えて他の諸要請に対して応えつつ、具体

的な形を練り上げるということになろうかと思います。 

民営化の具体的な在り方について考えていただく前に、まず、郵政三事業の民

営化がどういう意味を持つのかということをごく簡単に図１を使いまして説明し

たいと思います。郵政事業改革は財政再建とも金融秩序の正常化とも、地方行政

改革または中央の行政改革ともそれぞれに関連いたしております。郵貯・簡保で

大量の国債を保有しておりますので、もし民営化、そして完全なコーポレートガ

バナンスに服するということになりますと、郵貯・簡保が保有している国債はど

うなるのかという話になります。器論というもので、器論というのはさほど議論

する必要はないという考え方はあるんですが、ただ、もし財政再建についての道

筋が全く立っていないということになりますと、器論というのも無視できない影

響力を現実には持つ可能性があります。 

したがいまして、郵政民営化が行われるときには、財政再建について明確な方

向と、そのことについて、広く国民また一般投資家に対して説明ができるという

背景がないと、郵政事業民営化は難しいというふうに考えざるを得ません。そう

いう意味においては、郵政事業の民営化を行うということは財政再建に対して内

閣が明確な姿勢を示すということだろうと思います。 

２番目に金融秩序の問題でございます。民営化のどのパターンを考えましても、

郵貯を持っています、いわばポストバンクというものが銀行になっていくという

過程でございますが、銀行免許を取得するということになるわけでございます。

したがいまして、この場合は現在の民間銀行の秩序と、新たに民営化するポスト

バンクとの間にどういう関係があるのかということは当然問われるわけでありま

す。もし現在の民間金融機関、信金、信組も含めてでございますが、これが次々

と公的資金の注入を仰がねばならないような状態が起きていると仮に考えますと、

そのときに、ポストバンクを民営でつくるということは一体どういう関係になる

のか。一方で国有化をせざるを得ない、他方で国営のポストバンクを今度は民営

化するというわけですから、内閣の姿勢が当然問われるという可能性が出てくる

わけであります。したがいまして、金融秩序を確立する中で民営化課題というも

のがこなされなければならない。そうでないと、一評論家として申し上げますと、

国会において郵政民営化法案を通すことはかなり難しいという情勢になります。

また、そのことについて、第１の財政再建の課題との関係もございますけれども、

もし財政再建のめどが立たないという状態で郵政民営化法案が国会に出ますと、

国会でも議論になると思いますが、市場で狙撃される可能性もある。器を壊すと

いうことが持つ意味という可能性も出てまいりますので、財政再建と金融秩序の

確立について、内閣が明確な意思表示をするということと、郵政民営化とは不可

分の関係にあると一評論家として考えております。 

それから、地方行政改革、中央行政改革との関係でございます。この１年、地

方行政改革もテンポを上げてまいりました。このことと民営化された郵便局ネッ
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トワークとの間に当然、期待される役割もあろうと思われますし、自治体の内部

で議論されるということになろうかと思います。 

中央財政改革につきましては、次の図２をごらんになっていただきますと、郵

政現業が現在28.6万人という人数であります。中央行政改革においても極めて大

きなウエイトを占めているということでございます。 

その右のところに、郵政公社と民間企業、これは本体だけ単独だけでございま

すが、従業員数がございます。国鉄の場合をちょっと書いてみたんですが、当時

の国鉄の従業員数と国鉄再建管理委員会ができまして、民鉄を前提としまして、

生産性基準を使いまして一体どのくらいの人員なのかといいますと、所要人員と

その当時の人員との間におよそ10万人のギャップがございました。これは国鉄再

建管理委員会の下での試算でございますが、恐らく何らかの基準、民営化すると

いう場合には民営化した後、すぐ経営が成り立たないということでは首尾一貫い

たしませんので、こうしたテーマを何らかの形でこなさざるを得ないというふう

に思われます。 

郵便事業の現状でございます。図３をごらんになってください。これでごらん

になっていただきますと、郵便事業はお客様がだんだん減ってくるという傾向を

ずっと持ってきているわけでございます。理由は幾つも考えられるわけですが、

こうしたお客様が減ってくること自体、郵便局ネットワークの劣化が社会の中で

進行しているということと、定義上同義ではないかというふうに思われます。そ

ういう意味では、この郵便局ネットワークの持つ意味は果たしてどの程度のもの

なのかということが議論されなければならないと思います。 

２枚めくっていただきますと、図５に民間ネットワークと、それから郵便局ネ

ットワークとの対比をいたしてみました。これは郵便局が全国に２万4,000 近く

設置されています。3,200 の市町村ごとに一体どういう形で郵便局があるのかと

いうのは一番左側の図でございます。真ん中はコンビニと宅配便の営業所を、同

じく日本列島の中に3,200 の市町村ごとに落としたものでございます。そして３

番目は、民間生保の販売拠点がどういう分布をしているのかを同じく示したもの

でございます。これは全国どこでも書き得るんですが、試しに次のページをごら

んになってください。福島県のケース、それからその次は栃木県のケースを例示

いたしました。福島県のケースで見ますと、この黒い線は選挙区ごとに黒枠をつ

くってございます。福島１区とか２区とかというのはこれに対応しているわけで

ございますが、これでごらんになっていただきますと、コンビニと宅配便の営業

所の展開が相当程度本格的なものになりつつあるということを示しております。 

ちなみに、ここには宅配便の営業所は入ってございますが、取次店は入ってご

ざいません。酒屋さんとか、米屋さんとかそういうところにも、当然、宅配便の

取次店は広がっておりますが、それは入っていません。それはなぜかというと、

電話帳ではとりきれないからであります。米屋さんごとに、酒屋さんごとに聞く

わけにはいかないという面がありましてこういうことでございますが、しかし福

島県においても、どちらのネットワークが充実しているのか、ごく一部を除きま
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すと、こういう姿でございます。 

次のページは栃木県でございますが、栃木県の場合ですと、特定地域を除きま

すと、むしろ民間のネットワーク、営業所レベルでもこういう状態になっており

ます。この民間のネットワークが一体何を意味するかということでございますが、

自治体改革との関係で、民間ネットワークが自治体から受託できる可能性は非常

に強くなっていると思います。コンビニですと、摂氏20度で管理したものを１日

３回運び込んでいるというのが基本的なパターンでございます。これは焼きたて

のパンとか、弁当とかおむすびとかというのが１日３回配付されているわけです

が、これが独居老人に対して自治体が給食サービスをするということになります

と、そのまま展開する。また、それを期待している経営者も既に増えております。

宅配便も今では家計における業務の代行業をやろうというところまで来ておりま

して、引っ越しを手伝うのは当然でございますが、買い物代行も行うという企業

形態に今なりつつありまして、それが全国に展開されようとしています。介護サ

ービスの中で、買い物代行というのがございますけれども、介護の民間企業と同

じような機能を持とうとしている。 

こういう中で、それではこうした民間のネットワークの質の充実というものが

展開する中で、郵便局ネットワークがどの程度の力量を持ち得ているのかという

ことは、残念ながら相当怪しいと考えた方がいいわけであります。それを収益と

いいますか、利益の見通しで、郵便は先ほど図３でごらんになっていただきまし

たように、荷扱いも減ってきておりますし、それから収益見込みもいろんなシミ

ュレーション、これを御説明いたしますと長くなりますが、簡単ではないという

ことであります。 

それから、次の図４を見ていただきますと郵貯でございますが、郵貯もこれは

収益減だという理解も一部にはございますが、預託が原則廃止されまして、預託

金が今後どんどん償還されるところでございます。預託制度というのは、これは

旧大蔵省と旧郵政省との間でいろんな了解があったわけですが、見ていただきま

すと、上の10年債クーポンと預託金利との差が基本的につくようになっておりま

して、0.2％をできるだけ維持するという形でこの運営がなされています。すなわ

ち、郵貯は集めてまいりまして、財投会計に預託いたしますと、国債利回りプラ

ス0.2 という形で預託金利がもらえたわけであります。この預託が原則2001年４

月からの財投改革を通じて、預託は原則廃止で、移行期間を経て、次第に預託の

残高が減るということになります。この預託の残高についてシミュレーションを

していますが、これは幾つかの計画がありますので出ているわけですが、これが

減ってまいりますと、収益を維持することは難しい。かなりの程度難しいという

ことになります。これが試算の結果であります。 

民営化というのは政府保証を外すわけですから、政府保証を外したときに何が

起きるかということですが、郵便局ネットワークに看板価値、フランチャイズバ

リューがあるというのは一般論でございます。しかし、それは実像なのか、幻影

なのかというのは政府保証を外したときにわかってしまうという面がございます。
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政府保証が外れたときに、果たして看板価値があるのかどうかというテーマも現

実に出てきているというのが私の理解でございます。 

簡保については、政府保証が外れますと、民間生保と同じ条件で保険業務をや

るということでございますが、そのときには、当然、財務内容から始まって今後

のビジネスモデル、期間収益が出せるのか出せないのかということについても、

厳しい目が契約者の側に当然出てくるということであります。 

郵貯の方も、民間銀行になってもちろん預金保険機構に加入されるわけですか

ら、1,000 万円までは問題ない。もちろん民間金融機関になった場合、1,000 万

円までに預金残高を抑制する。しかし、預ける側からいきますと政府保証は外れ

ますよと、民間金融機関になりましたよということを政府は周知徹底されるわけ

ですから、そのときに果たしてどうなのか。定額貯金のような商品設計が持続す

るのかどうか、負債側と資産側との間に果たしてそういう関係は成り立つのかな

と。定額貯金のような商品設計が民間金融機関になってそのまま続くとは少し考

えにくいというテーマがございます。 

このように考えてみますと、これまで郵政三事業は独立採算性でやってきて、

納税者のお金を一銭ももらうことなくちゃんとやってきたではないかと、普通そ

ういう答えが出てくるわけですけれども、果たしてそうかなと。預託について言

えば、今申し上げましたように預託に伴って十分な金利収入が入るという形でご

ざいました。このことは財投会計と財投機関との間に厳しい制約がございまして、

例えば、住宅金融公庫で契約した民間家計が、あれは高いときに契約してしまっ

たなということになりますと、金利が低下いたしますと、民間銀行が乗り換えな

さいよというセールストークをいたしますので、期限前償還をやって、それで新

たに安い金利で民間銀行に振りかえるといいますか、契約のし直しをするという

ことがどんどん起きました。これは当然、財投に戻すはずなんですが、財投の方

は、そんなのは受け取れないよということで、これは結局、住宅金融公庫の赤字

という形になります。これは補助金と出資金という形で毎年5,000 億ずつ一般会

計及び特別会計を通じてお金を注入していたわけであります。 

これは典型的な一つの例でございますが、このような形で実際には政府保証も

ございましたし、よくよく政府部門の負債サイドと資産サイドを見て、そして一

般会計、特別会計を通じての注入を考えますと、郵政三事業は総合的に見ると納

税者のお金を注入することを通じて維持されてきたというのが実態だと思います。

したがいまして、これを生きたネットワークにするためには、非常に重要なテー

マになるわけでして、生きたネットワークを維持するということは、どの程度可

能なのかというテーマがございます。 

ポストの数は全国に18万を超えたと郵政公社のホームページに出ております。

しかし、これは民間はもっとすごいのでございまして、例えばヤマト運輸をとり

ますと、荷物の取扱いをしているところは31万か所を超えています。日本通運の

ペリカン便ですと22万を超えています。ポストが置いてあるのと、荷物取扱いを

してくれるところとの意味は全然違うわけですが、これが実際には既に実態で、
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さらに超密なネットワークを民間が組みつつあるという中で郵政民営化を躊躇し

ていますと、このネットワークは完全に時代遅れに既になっている可能性が非常

に強いんですが、今度は政府債務という形で納税者の方にかかってくる可能性が

非常に強いということであります。そういう意味では、早急な民営化は重要なん

ですが、民営化した後、それでは採算にのるのか、政府保証というのを外したら

看板価値がなくなってしまうのではないかという問題に対してどう対応するのか

というテーマがあるように思われます。 

ありがとうございました。いろいろ不都合があろうかと思いますので、御質問、

コメントをいただければと思います。 

（竹中議員） 田中理事長どうもありがとうございました。郵政民営化の制度設計と

いうのは、いわば歴史的な制度設計だと思います。これから１年かけて非常に大

きな制度設計をやっていくわけでありますが、冒頭で私の方からも１点だけ、そ

れに関して問題の提起をさせていただきたいと思います。 

郵政の民営化に関してはいろんな人がいろんなことを言っております。例えば、

分割したらいいんじゃないかとか、株式会社形態がいいんじゃないかとか、そう

いった一つ一つの意思決定といいますか、そういうのを重ね合わせていくと、こ

れだけ大きな制度設計をやろうと思ったら、 終的には何十、ひょっとしたら何

百もの意思決定をやらなければいけない。単純に考えますと、分割するかしない

かを例にとって、10回意思決定すると、実は２の10乗で1,000 通りの改革案がで

きてしまうということになります。20の意思決定をここで我々が議論してやって

いくと、それの際に100 万通りの改革案ができてしまうという計算になってしま

います。 

冒頭でぜひ申し上げたいのは、これはそれだけ大きな意思決定、制度設計であ

りますので、我々としては細部のところで、どうも政策の議論というと、自分の

理想どおりにいかないと必ずそこが対立してしまう、ベストオアナッシングのよ

うなところがあるわけですが、それをやっていったらこの制度設計は絶対にでき

ないということだと思います。であるからこそ、妥協すべきところは妥協しなが

ら、しかし、それでも絶対に踏み外してはいけない基本的な原則というのをしっ

かりと確認しておくということが私は大変大事なのではないかというふうに思っ

ております。 

そうした観点から実は先般、麻生大臣が国会でこの問題を考えていくに当たっ

ては、原則を踏まえることが大事だという御発言をしておられますが、そういっ

たことも踏まえて、この場でぜひ確認させていただきたい原則というのを私なり

に整理をさせていただきました。 

お手元に紙がありますので、基本原則というところだけごらんいただきたいと

思いますが、まず、「官から民へ」の実践による経済活性化を実現するんだと。

何のために民営化するのかというと、官業が取り込んできた部分を民間に開放す

ることによって、それが経済活性化に資するものでなければいけない。いわば活

性化原則といいますか、そういう点が大変重要なんだと思います。経済の活性化
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に資する形で郵政の三事業を実物経済及び資金循環の両面における民間市場シス

テムに吸収統合していくんだと、この活性化原則が第１ではないかと思います。 

第２に重要なのは、構造改革全体との整合性がとれた改革でなければいけない。

我々は金融システム改革を行っております。今、巨大な民間金融機関というお話

がありましたが、その金融システム改革と整合的でなければいけない。規制改革

と整合的でなければいけない。財政改革と整合的でなければいけない。非常に大

きな財政負担がかかるというようなことは例えば避けなければいけない。そうい

った意味で整合性の原則を重視していくことが大変重要だと思います。 

３番目、国民にとっての利便性に配慮した形で改革を行うということが、これ

は大変重要であろうかと思います。郵政が国民や地域経済のために果たしてきた

役割は重視していかなければいけない。しかし、今までの役割だけではなくて、

今後さらに可能性として果たせるような役割があるでしょうと、そういった利便

性に十分配慮する利便性の原則というのが重要だと思います。 

さらには、郵政公社が有するネットワーク等のリソースを活用する形で、つま

り資源の活用原則というのが重要であろうかと思います。今の田中理事長の説は、

これは早くやらないと、その活用すべきものがどんどん劣化していくんだという

ような御指摘であったか思います。 

５番目には、郵政公社の雇用には十分配慮するという、そういう十分配慮する

という原則も、現実の政策である以上、大変重要ではないかというふうに思って

おります。 

活性化原則、整合性原則、利便性原則、資源活用原則、配慮原則、先ほど申し

上げましたように、大きな制度設計であるからこそ踏み外してはいけないポイン

トを、ぜひ私としては冒頭で確認をさせていただきたいというふうに考えるわけ

でございます。 

全体の進め方としては、16年、来年の春ごろに主要論点の整理・集約を主内容

とする中間報告を行って、秋ごろに総理から言われております 終報告をまとめ

るということでいかがかと考えております。 

後でまた御意見を伺うといたしまして、麻生大臣からも御発言の申し出があり

ますので、お願いいたします。 

（麻生議員） お手元に資料を配布してあるんだと思うんですが、一番 初のページ

のところで、今、竹中大臣の方が言われたことが３つ横に書いてありますので、

学者が言うと、なるほどうまく言葉が縮まるなと思って頭のよさを感心して聞い

ていたんですけれども、私の申し上げたいのは基本的に今言われたことなんです

が、まず民営化というのは、これは目的じゃなくて手段、これははっきりしてい

ます。民営化が目的じゃないわけですから、これは手段なんですから。その目的

は何かと言えば、竹中大臣のところに書いてありますように、簡単に言えば、資

金というものの資源の 適配分というのを目指している。そのために歪んだ資金

配分になっている。田中先生の言われたと同じことですが、資金配分がかなり歪

んだことになっていないかという御指摘なんだと思うので、それが官に偏り過ぎ
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ているのではないかということなんだと思いますので、その意味では、資源の

適配分が目的なんだと思うんですね。 

それで、そのときに手段として民営化するんですが、民になったらやっぱりよ

かったということでないと話がおかしい。官の方がよかったじゃないかというの

では話が違うのでやはり民営の方がよかった、これが２つ目です。 

それから申し上げたいのは、いわゆるよかったということは、簡単に言えば国

民側から見れば利便に供したということなのであって、前よりサービスがよくな

った、生産性を上げようということだったら、週１回の休みのところを週２回休

みにすれば、生産性が上がることになります。そんなものじゃないということだ

と思うんです。 

後には、言われたように雇用には十分配慮というところですが、これは元経

営者として言わせていただくと、これは組合も考えていただかないといけない。

ここは有名な組合ですから、それも十分に考えた上でやってもらわないと、配慮

の原則というのは大事なんだというところが私の言いたい 初のところです。均

一料金で日本どこでも皆ユニバーサルにサービスができるというものを維持して

もらいますということですから、今後私どものところは、同じように3,200 あり

ます今の市町村を1,000 ないし1,500 ぐらいまで少なくします。多分なります。

その場合、田舎の方はさらにサービスが悪くなる可能性がある。当たり前でしょ

う。市役所がなくなるんですから、町役場が。それに代わるものとして、２万4,000 

の特定郵便局を含む郵便局が、いわゆるコンビニエンスストアじゃなくて、多分

コンビニエンスオフィスとして使えるようになる。地域では圧倒的にその人たち

は顔ですから。 

そういった意味では、そこはなくなっていく市町村に代わる行政サービスを

e-Japan 計画によれば2005年までにはすべてインターネットでつながることにな

りますので、そこのところもできるようになるということなので、そういったユ

ニバーサル機能の維持というのは、これは国民としてもなかなか外せないところ

だと思いますので、そういったところを勘案して民営化するというのであって、

民営化の方針というのは決まっているようでありますので、私どもも民営化する

に当たっての条件として今のことを申し上げているのであって、あとの現状につ

きましては、これは私が言うよりは、役所の方から説明させた方がよろしいと思

いますので、役所の方から説明させます。 

（郵政行政局長） 郵政行政局長の野村でございます。簡単に説明させていただきま

す。 

２ページでございます。郵政事業の現状。郵便事業でございますけれども、14

年度昨年度261 億通ということで、対前年２％減ということでございます。１人

に直すと207 通、配達箇所数は毎日7,200 万通配達しまして、55％のところに配

達しているということでございます。損益状況につきましては、景気低迷とかＩ

Ｔ化競争激化等ございまして、右下の図にありますように、単年度225 億円の赤

字でございます。 
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次に３ページでございます。為替貯金事業でございます。世帯数77％の方が御

利用になっておりまして、１日934 万件の出し入れをやっているところでござい

ます。ＡＴＭは２万6,000 台でございます。損益状況は右側の表にございますよ

うに、14年度は１兆7,000 億円のプラスということでございます。 

４ページは、郵貯資金の運用状況でございます。自主運用をしているものが104 

兆余ございます。そのうち３分の２は国債に運用しているという状況でございま

す。 

５ページでございます。簡易保険事業の現状でございます。約61％の家庭が加

入されているということでございます。損益状況、右側の表は剰余金として加入

者の方に分配している額の推移でございます。低金利の影響がございまして徐々

に下がっておりまして、1,366 億円という状況でございます。 

６ページ、簡保資金の運用状況でございますけれども、時価ベースで122 兆円

ということで、そのうち47兆円が国債に運用されているということでございます。

７ページ、郵便局ネットワークの活用ということで、三事業以外に印紙の販売

とか、国債の募集取扱い、年金恩給の国庫金の受払い以外に、 近では行政事務

の代行ということで、住民票等の交付等をやっているところでございます。 

８ページでございます。公社の資産でございますけれども、資本金としては1.3 

兆円ということになったところでございまして、郵便事業については約6,000 億

円の債務超過、貯金事業については1.8 兆円、保険事業については400 億円程度

ということでほぼゼロということでございます。 

９ページでございます。公社経営の健全性確保ということでございまして、公

社化に伴いまして、利益を国庫納付する規定がございまして、原則として中期経

営計画期間中の剰余金の集積である積立金の50％を国庫に納付するという規定が

ございますけれども、「基準額」と書いていますように、公社の経営の健全性を

確保するために必要な額として、基準額までは内部留保できるということになっ

てございまして、第１期の終了時点では5.1 兆円ぐらいまでは内部留保できると

いう形になっているところでございます。 

（麻生議員） 簡単に言えば、自己資本比率、現在0.3ということですよ、数字から言

えば。 

（郵政行政局長） 10ページでございます。公社化になりまして、中期経営目標・計

画を公社がつくるという形になりまして、奥田会長を座長といたしました設立会

議でこの４月から４年間の中期経営目標、中期経営計画を定めたところでござい

ます。その概要が下の表でございますけれども、経営の基本的方向ということで、

郵便局ネットワークの有効活用、自律的かつ弾力な経営というのがございますけ

れども、財務内容の健全性の確保ということで、郵便事業については、この４年

間で積立金を500 億円以上確保する。貯金事業につきましては、積立金を3.9 兆

円確保する。保険事業につきましては、リスクに備えるための危険準備金等を

3,000 億円以上確保するというのが公社の目標でございます。 

   11ページでございます。この中期経営計画期間中の資金量の見通しでございま
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す。14年度末233 兆円でございましたけれども、この９月は230 兆円を割ってご

ざいまして、18年末には208 兆円になる予定でございます。保険事業につきまし

ては、124 兆円が114 兆円になるということでございます。 

12ページでございます。生田総裁以下、公社化になりまして積極的な取組みを

やっております。サービスの改善といたしましては、相談センターの新設とか、

ＡＴＭの取扱い時間の延長、「写真付き切手」の発売等々をやっているところで

ございまして、民間との連携につきましても拡大しているところでございます。 

   13ページでございます。郵便局ネットワークの特徴といたしまして、一番左の

表といいますか、図が載っているように、郵便局ネットワークを維持するために

約3.6 兆円毎年かかっているところでございます。そのうち56％、２兆円が郵便

が負担しまして、貯金が１兆円、保険が6,000 億円、それぞれの負担によって郵

便局が成り立っているということでございまして、特定郵便局のような小さな局

におきましては、一人が３つの事業をやることによって効率的経営が行われてい

るという状況でございます。 

   14ページ、これは郵便局と民間との店舗配置の状況でございますけれども、東

京のような都心部でいきますと、郵便局の占率は３分の１でございますけれども、

過疎地にいきますと４分の３が郵便局という状況でございます。以下参考資料で

ございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは御議論いただきたいと思いますが、

郵政の議論に割ける時間は10分か15分程度で大変申し訳ありませんが、これは１

年間かけてじっくりやりますので、今日のところは今後議論を進める上で留意を

要する点、強調したい点、そういう点に絞って手短に御発言をいただきたいと思

います。 

（谷垣議員） 財務大臣として申し上げれば、先ほど竹中大臣の基本原則というのは

私もそのとおりだと思いますが、１つは、大量の国債を持っているという現実が

ございますが、もちろん財投はああいう形で全額預託義務がなくなっております

し、その経過措置で19年までかけて今やることになっておりますが、現実にたく

さんありまして、先ほどいろいろ田中先生から慎重な配慮が必要だというお話が

ございましたけれども、その点は私からも、ぜひ制度設計に当たって御留意いた

だきたい１つでございます。 

（麻生議員） それが整合性の原則ね、書いてある意味ではそういうことですね。 

（竹中議員） いわば整合性の中の１つだと思います。 

（谷垣議員） それと、今まで郵政事業は、一応、国民負担というもの特になしにや

ってきたと、田中先生の先ほどの御議論はいろいろ預託金利の問題があるという

ことですが、それにしても、新たな国民負担を生むことにならないような制度設

計をお願いしたいと、こういう２点、私はその２点でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 大変問題点が困難で複雑なことはよくわかりましたが、一応、経済財

政諮問会議担当の竹中大臣がこれを進めていくことになって、麻生大臣の国会答
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弁を聞いて、やはり麻生大臣と竹中大臣が緻密に連絡しながら進めることが非常

に大事だという印象を持ちました。もう１つは、利用者たる国民の利益を重視す

るべき。そのためには、やはり民間業者との競争を促進して、経営の効率化とサ

ービス化の向上を図るべき。競争によって問題を取捨選択することが非常に大事

だ。 

以上であります。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 民営化を進めていくということでありますけれども、その移行期の問

題が私非常に気になっております。この10年間、例えば簡保のケースですと、生

保全体に占める割合が60％から90％近くまで伸びている。今後３年間余りでどの

ように公社が戦略的に動くか。投信の販売等も含めて極めて積極的に動かれると

いうような話も伺っておりますし、郵政事業においても、民間の企業とのタイア

ップ等が積極的に試みられるということでございます。初期条件をできるだけ肥

大化させていこうということは公社として合理性があるかもわかりませんけれど

も、しかし、民営化を前提にして議論する場合に、公社という税負担上において

も、信用保証上においても有利な状況の中で、民間と競合的な形でサービスを拡

大していくということは、いささか問題が私はあるような気がいたします。その

意味において、この３年間の移行期における内部的、組織的な効率化ということ

は、これは粛々とやっていただきたいと思いますが、民業と競合する部分につい

ては、これはやはりきちんとした整理が必要ではないかと、ぜひその辺のところ

をご配慮をいただきたいというのが第１点であります。 

それからもう１つは、これは田中理事長のお話にもございましたけれども、や

はり国民的な視点の中でこれを議論していくときに、民営化の結果として財政的

な負担というものが潜在的にも高まる危険性があるわけでありまして、その点に

おける歯止をどのようにかけていくのか。あるいは組織内部上の問題の整理とい

うことを急速に進めていく必要性があろうかと思いますので、ぜひその点につい

ても御配慮をいただきたいという具合に思います。 

いずれにしましても、この問題は、我々議論をする材料が内閣府におきまして

も諮問会議におきましても必ずしも十分に得られていないということが今後の議

論においては障害になってくる可能性もございますので、ぜひ公社の情報という

ものについて積極的に開示をし、そして、それをもとにして議論をしていくとい

う今後の段取りについてもまた御協力をいただきたいと思います。以上です。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。田中理事長、特に何かございまし

たら。 

（田中理事長） 本間さんから移行期と言われて、今は公社で次の局面で民営化した

ものが立ち上がる。その間に商品販売をどう考えたらいいかというお話がござい

ました。私は簡保と郵貯は分けて考えた方がいいなと思っております。簡保を民

営化するという場合には、政府保証があった時代、いわば旧契約者と、それから

旧政府の政府保証の下で行われた契約は、定期保険という掛け捨ての事故があっ
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たときに給付するというのも、あるいは預金的な機能を持ったものも含めてでご

ざいますが、政府保証を付けて契約していますので、この旧勘定はいずれにしろ

持っていかざるを得ないわけであります。これは知らなかったというわけにはい

かないわけです。 

そうしますと、今、新聞紙上で拝見している限りですが、定期保険特約付き終

身保険を売り出したいというふうに郵政公社で方針を出されているわけですが、

これは政府保証のついたものでございますから、民営化した株式会社簡保という

ものが成立した場合には、これは旧勘定は分離した上で管理される。そして資産

運用が行われるというものでございますから、郵便局ネットワークを強化するこ

とにも、あるいは将来の民営化した簡保を力づけることにも基本的には寄与しな

い性格のものだと。そして本間さんが言われましたように、民間の商品設計と

100 ％ぶつかるという性格のものでございますから、定期保険特約付き終身保険

を今の移行期に売り出すことが民営化後の株式会社簡保にとってプラスがないと

いうふうに思われますので、これはやめるべきだというふうに私は思います。 

これに対して株式投信を販売するというテーマでございます。これは民営化し

た後の、いわば株式会社ポストバンク、番号が１から幾つまでつくか、これはま

たいろいろ議論があると思いますが、この株式会社ポストバンクのもとにおいて

投信を販売するということが一体どの程度可能なのか、もちろん投信の販売とい

うことになりますと、証券取引法上の問題になりますので、外務員その他、一定

の資格を持った人が販売するということであります。それから、販売に伴う幾つ

かの証券業界における法制上の問題もありますし、それから慣行上の問題もある

わけですが、これをどうこなすのか、民営化したポストバンクがどうこなすかと

いうことは簡単には想像がつかない、あるいは組織の中でこれをこなすのにどれ

だけの費用がかかるのかとか、あるいは顧客をどの程度説得できるのかとか、弱

み、要するに顧客を説得するにおける強み弱みもはっきりしてくる面があります。

そういう意味では、株式会社化した民営化した後のいわゆるこれは仮称でござい

ますが、ポストバンクにとって移行期の経験は生きるという性格のものだという

ふうに思います。 

したがいまして、全面的にこれが行われるというよりは、特定のいわば試験的

にといいますか、どういうことが可能なのか、あるいはどういうコスト状況なの

かということは、この移行期に試す価値はある。だから、特定の条件、大都市圏

でどうとか、比較的人口が少ない人口密度が低いところにおいてどうかとか、あ

るいは山間、離島とかいろんな幾つかの条件を選んだ上で、株式投信を売るとい

うことが一体どういうことを意味するのか。これは実験といいますか、要するに

次の民営化に備えるための意味は、私はそういうケースにおいてはあると。資料

徴集といいますか、データを得た上で次の株式会社ポストバンクの経営者にとっ

て極めて意味のあるデータですから、それはそういう限定設計で試験的にという

ことは、このケースについては私はあり得るというふうに勝手に判断しておりま

す。 
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（竹中議員） 総務大臣。 

（麻生議員） 今の意見は一面的な話としては伺いますけれども、法律的には可能で

す。はっきりしています。簡易保険がこの種の話をというのはいろいろお話があ

りましたけれども、おっしゃることはわからないわけではありませんけれども、

法律的にはこれは可能ということだけ、まずはっきりしておきたいと思っており

ます。法律的には可能ですから。許認可大臣はこちらということになっておりま

して、そこだけは覚えておいてください。 

それから投信の販売につきましては、実験的にというので、将来投資信託やら

何やらという話を民営化を前提にしゃべっておられるんだと思いますが、基本的

には株というものに関して、田中先生はどれくらい関心がおありなのか知りませ

んが、田舎で株と言ったら、ほとんど博打と変わらないのですよ。あの人は株を

やっているんですと言ったら、田舎じゃ大体アウトです。おまえそんな田舎に住

んでいるのかと言われると困るんですけれども、人口そこそこ８万ぐらいの町な

んですけれども、あの人株をやっているんだと言ったらイメージが悪い。ところ

が、郵便局の職員から勧められたら全然違いますよ。ものすごく立派な外務職員

がおられる。その人たちの持っている説得力というのは、株式の知識よりその人

の持っている信用力です。これの方がものすごく大きいという感じがしますので、

私どもは、そこのところは失礼ですけれども、かなり立派な方々が今簡易保険を

やっておられる、お手伝いをしておられる。お手伝いというか、歩合制になって

いるんだと思いますけれども、やっておられる方は多いと思いますので、そう私

はなめたものにならないのではないかなという感じが率直な実感です。 

（田中理事長） これは販売員の態度とかという問題ではなくて、購入された方がど

ういう運用成果を得られるのかということにかかわってくるわけですから、現実

に相手を見て、そのふさわしくないものを勧誘したということは、その後の営業

にいいわけはないわけでございまして、一時口車に乗せられたというものでは、

到底国民の資産運用のビークルとして意味があるというふうに言えないわけでご

ざいまして、そこはたまたま有力者が、あるいは社会的なそれなりの評価を受け

た方がおられたからといって、個々の家計が乗れる性格のものでもなければ、乗

っていい性格のものでもありませんので、そこは区別して考えられた方がよろし

いのではないかと思います。 

（麻生議員） 預金をされて普通預金で0.001 です。1,000 万円預けて1,000 円しか

つきまん。株式運用で一番かたく見積もってトヨタの株を買って配当率２％、今、

税法が変っておりますので、税金は特別口座で１割、10％ということになります

と、簡単な計算をすれば手取り18万円ということになります。それは一番かたい

株式運用というのでも、1,000 万円お預けになるよりという話を普通のまともな

人にされたら説得力としては大きいと思います。何もものすごく大きなハイリス

ク、ハイリターンを言うわけではありませんから。そういった意味では私は株式

市場に金が入っていくということこそ、すごく大事なところなのであって、何と

なくゼロサムゲームみたいな話をされる財界の方もいっぱいいらっしゃいますけ
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れども、私は少なくとも1,400 兆円、今1,400 を切りましたけれども、この金が

株式市場に入りやすくするというのに、外務職員が使われるというのは、ものす

ごく正しい資金の流れが出てくると私はそう思います。 

（田中理事長） 民間金融機関でも株式投信、あるいは広く公社債投信等も含めまし

て、販売については努力されていますし、成果が上がっております。郵政公社に

とって意味があるというのは民営化した後に、これがどう位置づけられるのか、

民営化の形態も含めて、民営化後の経営の経営実績がどのようなものになるかに

ついて判断根拠を与えるときのみ意味があるわけでして、日本全国で大臣がおっ

しゃいましたように株式投信を保有することが意味あるないは、もはや個々の家

計が考えております。貯蓄から投資へは小泉内閣の姿勢でもございますけれども、

今や個々の家計が考えていることでございまして、これはお説教は要らない話な

んです。ですから、民間金融機関がこれだけ行っているわけですから、問題は郵

政公社の次の経営形態にとって意味のあるデータをとるかとらないかということ

だけで、現在の公社の政府保証を付けたままにおいて仕事をする性格のものでは

ない。これは民間に委ねられればいい性格のものだというふうに私には思われま

す。 

（竹中議員） すみません。恐らく皆さん言いたいことがたくさんあると思います。

大変申し訳ありませんが、ちょっと時間の関係がございますので、これは１年間

やっていきますので、 後にこの問題に関して、郵政に関して、奥田議員さっき

から手を挙げておられますので。 

（奥田議員） 公社立ち上げの座長をやりまして、今ごろこういうことを聞いておっ

たらまずいんですが、質問したいんですが、郵便貯金は１人1,000 万が限度とい

うことになっていますね。現在ある二百何十兆という残高は、１人1,000 万しか

持てないという、そういう前提がはっきり守られている残高なのか、それとも、

そうじゃなくて１人10口ぐらいやっているのか、それはどうなんですか。 

（竹中議員） 補足がありますか。 

（郵政行政局長） 今、公社の方は名寄せをきちんとやっておりまして、100 ％とは

いかないまでも、かなりの率で名寄せはされているというふうに考えているもの

でございます。 

（竹中議員） 大変申し訳ありません。時間の関係もありますので、ちょっと強引で

ありますけれども、今日のところの暫定的な取りまとめをぜひさせていただきま

す。 

基本的には非常に大きな制度設計でありますから、大きな原則は重要だという

ことで、その原則については、概ね方向としては御支持いただけたということに

ぜひ解釈をさせていただきたいと思います。その上で御指摘がありましたのは、

例えば、麻生大臣は組合が重要なんだと、ユニバーサルサービス、これもこの原

則の中で、消化をしていきたいと思います。谷垣大臣が言われた国債の問題、国

民負担の問題も、これも整合性の中の配慮すべき問題であるということだと思い

ます。牛尾議員の競争条件、それも同じ問題だと思います。さらに、今後新たに
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この原則のほかで特に注意しなければいけない問題として２つあって、移行期の

問題、これは今いろいろ御議論いただきました。これは引き続きさせていただき

ます。移行期の問題というのは大変重要であるということ、それと情報開示が欠

かせないので、それは御協力をと。いずれにしても、この移行期の問題、簡保の

問題に関しても、麻生大臣御自身が国会でよく金融大臣とも相談するというふう

に言ってくださっておりますので、ここは権限は権限でもちろんございますが、

同時にしっかりと相談をして、この公社の民営化に資するような形でぜひ実現を

していきたいというふうに思っております。この問題に関して、総理。 

（小泉議長） いかにこの郵政改革が複雑で壮大なものかがわかったでしょう。小さ

な問題だというのはとんでもない意見なんです。そこに入れるんですから。大変

な改革でよろしく御協力願います。 

（竹中議員） これは本当に大事な問題ですからよろしくお願いいたします。 

田中理事長ありがとうございました。引き続きここにおいでいただくことが多

いと思いますが、よろしくお願い申し上げます。 

（田中理事長退室） 

○年金制度改革について

（竹中議員） それでは大臣お待たせをいたしました。年金改革について御議論をさ

せていただきたいと思います。坂口大臣から御発言をひとつお願い申し上げます。

（坂口臨時議員） 坂口でございます。引き続きまして、年金でお世話になりますの

で、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。時間もあれでございます

ので、 初に私が少し試案として出させていただいたものからひとつ御説明をさ

せていただきたいというふうに思っております。 

これは８月にまとめたものでございまして、私がまとめました試案は、ただ負

担と給付の関係、大枠の話でございまして、どんな制度にするにしましても負担

と給付がある、どれだけ負担をすれば、どれだけ給付ができるか。そして、その

間に積立金をそこに使わせていただくということも入れてどうなるかということ

を出したまででございまして、それ以上の案ではございません。引き続いてこの

職につかせていただくと思わなかったものでございますから、卒業論文のつもり

であんまり出過ぎないようにしながら、そこにとどめてつくらせていただいたと

いうのが実態でございます。 

考え方といたしましては、公的年金制度はやはり堅持をしていく。高齢者の生

活のため不可欠なものでありますし、また高齢期の親の生活の安定を通じて現役

世代の皆さんも安心をして生活をしていただける。やはり、ここは必要だという

考え方のもとにつくってございます。そうは言いますものの少子高齢社会が進行

していくわけでございますから、まず、保険料負担の上限の設定ということを考

えていかなきゃならないのだろうというふうに思いまして、保険料負担の上限を

設定をさせていただいております。 

この設定の仕方はいろいろあるだろうというふうに思っておりますが、私がや
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らせていただきましたものは、約19％、20％といろいろ出してございますけれど

も、 高は上限20％で計算をいたしております。19％でも計算をいたしておりま

す。そして、それによって大体どれぐらいの年金ができ上がるかということを見

たものでございます。それを見ていきますときに、今までは未来永劫この年金が

続いていくという前提のもとに、積立金の利息も入れて計算をしてということで

今までやってまいりました。しかし、そうは言いますものの、諸外国を見まして

も、そんなに400 年も500 年も先まで見て積立金を持っているということをしな

くてもいいのではないか。まず、100 年ぐらいを見通せれば、それで足りるので

はないか。100 年先を見ますと、現在の人口も半分ぐらいになっておりますけれ

ども、現在、年間40兆の年金が出ておりますが、せいぜい25兆円ぐらい、１年分

ぐらいを残す。そして、この100 年の間にその他のことは使わせていただいて、

間もなく訪れてまいります高齢化の一つのピーク、すなわち、団塊の世代の皆さ

ん方の山と、そのお子さんの山と、この２つを通過していきますのが2050年ぐら

いでございますので、それの間にそうした積立金も使わせていただくということ

にしていけば、あとはなだらかな線になっていくということでございます。そう

いう前提の中でつくらせていただいたものでございます。 

「試算結果の概要」というのが、こういうグラフがございますものをごらんを

いただきたいというふうに思います。これの１ページをごらんいただきますと、

初めに「永久均衡方式」と書いてございます。これは400 年も500 年も先まで見

たものでございます。それから、これでいきますと、 終の保険料率は20％にな

りますけれども、基準のケースで52.8％でございます。基準と申しますのは、実

質賃金上昇率が1.0 ％を堅持するということが１つ。それから、少子化が合計特

殊出生率が少なくとも、現在1.32でございますが、現状が何とか維持できるよう

にならないかというのが基準値でございます。 

その下に低い方の少子化が進行した場合、1.1 というのをもう一つ計算してご

ざいます。それから、上の方に上がっておりますのは1.5 まで、すなわち、結婚

した夫婦の間が平均して２人まで、それで1.5 でございますので、両方上と下と

計算をしてございます。基準は現在の1.3 ぐらいを維持しながら、実質賃金上昇

率が1.0 というので基準値を出してございます。そういうことでございます。そ

して、それが19％になったときに、18％になったときというふうに試算をしたも

のが書いてございます。18％になりますと、基準値でも46.8％、これは現役時代

の賃金の平均の46.8％ということでございます。20％なら何とか52％を堅持でき

る。これは永久の話でございます。 

次の２ページ目に有限均衡方式、私が申しておりましたように100 年ぐらい先

を見て、100 年間でという計算でしたものでございます。これでいきますと 終

保険料率、大体2022年ぐらいになりますけれども、そこまでいきますと、有限均

衡方式でありますと54.5％まで上がってまいります。もし、仮に少子化がさらに

進みまして1.1 まで進んだといたしましても、51.2％は何とかいけるのではない

か。しかしこれが19％になりますと、基準で52％になり、少子化が進むと48.5％
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になる。18％になりますと基準で48.6％で、少子化が進むと44.9％ぐらいに下が

っていく、こういう値でございます。 

こうした状況で、一番 後のページにもう１枚書いてございますので、ごらん

をいただきたいというふうに思いますが、これは国庫負担が２分の１と、それか

ら現在の３分の１のものと両方比較をして書いてございます。左側には永久均衡

方式で２分の１と場合と３分の１の場合との比較が書いてございます。それから、

右側の半分は有限均衡方式、100 年先まで見込んだ２分の１と３分の１の値が書

いてございます。このぐらい違うということを出したわけでございます。少なく

とも、この有限均衡方式でいけば、 高20％までいかせていただくのならば50％

は堅持できる。19％でもぎりぎりいけるかどうかという値でございます。 

なぜ50％にこだわったかといいますと、現在の高齢者の消費というのは、若い

世代、現役世代の皆さん方の大体50％でございますので、50％があれば維持でき

るのではないかというふうに考えた次第でございます。ほとんどの方、70％の方

が将来につきましては、年金プラス自己努力と言っておられるわけでありますの

で、その自己努力をどれだけしていただくかということにも、それはかかわって

くるわけでございますが、このぐらいの年金を維持できれば、それでいけるので

はないかということでございます。現在のところ23万少々が基準でございますが、

それは59％になっておりますので、54、５％と言えば、もう少しそこから下がっ

てくるという値になる。50％ということになれば、大体20万ぎりぎりかどうかと

いうぐらいの程度のところになってくるのではないかというふうに思っている次

第でございます。それが私が試案としてつくらせていただきました概要でござい

ます。これは負担と給付、いかなる姿形にしましても、ここはあることだけは間

違いございませんので、そこの計算をさせていただいたというものでございます。

もう一つ参考資料というのがございますので、ちょっとごらんをいただきたい

というふうに思います。１ページ目にございますのは年金の支給開始年齢と高齢

者雇用の状況でございまして、そこに書いてございますように、2001年の４月か

ら61歳で引上げが始まりまして、そして2013年の４月で基礎年金のところが65歳

まで引上げが行われる。そしてそこからまた、その上の２階の部分の年齢の引上

げが起こりまして、 終は2025年の４月には65歳になります。こういう計画の中

で進んでいくということでございます。 

65歳までの定年延長と申しますか、継続雇用と申しますか、65歳まで働ける社

会をどうつくっていくかということが問われるわけでございまして、２ページ目、

定年制を有していない企業が7.8 ％、定年制をつくっております企業が92.2％で

ございまして、多くのところは定年制をつくっていただいている。その中で65歳

定年企業というのは、全体の中で現在のところは6.9 ％でございます。そのうち

で65歳まで働きたいということを言いましたときに、それでは働かそうという企

業がございますけれども、そのうちで、原則として希望者全員を対象としている

企業は16.4％でございます。こういう数値でございます。 

３枚目でございますが、これは年金水準を考えた世帯類型を示したものでござ
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いまして、男性の場合は、いわゆる勤めていて２号保険者になっているか、ある

いはまた自営業等で１号保険者になっているか、すなわち国民年金に入っている

かどちらかでございますので、これを見ますと、70％から80％ぐらいの間の人が

２号保険者、すなわち厚生年金にお入りになっている。そして２割ぐらいの方が

１号、すなわち自営業の方に属しておられる、こういうことでございます。 

左側の女性の方は不規則でございまして、だいだい色になっておりますところ

は３号被保険者、すなわち、いわゆるサラリーマンの奥さん方がそうなります。

真ん中の緑のところが２号保険者でお勤めになっている方でございます。それか

ら、一番こちらの青い方が１号保険者、すなわち、御主人と一緒に自営業をおや

りになっている、あるいはまた御自身で企業をおやりになっている方ということ

でこの３つ分かれておりますが、そこは年齢によりかなり格差がございまして入

り乱れておりまして、一つの傾向性というのはつかみにくいというのが現実でご

ざいます。 

もう少し飛ばせていただきまして、８ページはいつもお話をしております社会

保障負担の対国民所得費の国際比較でございまして、2025年で30と２分の１ぐら

いになるだろうというものでございます。 

その次の９ページでございますが、これは年金だけではなくて、これから高齢

者医療の問題もございますし、介護の問題もございますし、このままでいけば、

保険料として一体どう進んでいくのかということを見たものでございまして、

2025年、年金を上限20と仮定をいたしますと、全体合計で34でございます。医療

が10.3、介護が2.1 、雇用が1.6 、こういう数字を今のところ弾いておりますが、

私は年金を20にするといたしましても、34というのは少し高過ぎるので、もう少

しここを抑えなきゃならない。医療の方で少し抑えるか、医療と介護のところの

バランスをもう少し考え直すというところで少し節減ができないか。少なくとも

32ぐらいには抑えなければならないのではないかと私は思っておりますが、厚生

労働省の試算によれば、大体34ぐらいになるということでございます。 

（小泉議長） これは企業と折半でしょう？ 

（坂口臨時議員） はい、これは企業と折半でございます。 

（小泉議長） これを見るとみんな間違えるんだよ。個人でこれだけ負担すると思っ

ちゃうんだよ。 

（坂口臨時議員） 企業との関係は、その後２つのページの間に出ておりますが、次

の10ページには、被用者の社会保険料率の国際比較でございます。年金、医療、

介護、雇用、こういうことで各国の負担が書いてございます。 

それから、11ページは事業主負担の国際比較でございます。アメリカは非常に

低くなっておりますが、そのほかの諸外国は比較的高い。日本はその中間にある

ということでございます。ただ、アメリカは低いんですけれども、福祉厚生費と

いう割合が非常に高くなっておりまして、これを計算に入れますと、諸外国、ド

イツもフランスもアメリカも余り変わらないというのが右側の表でございます。 

それから12ページ、これで 後にいたしますけれども、勤労者世帯で見ました
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ときに、2025年ぐらいにどのぐらいのことになっていくのかということでござい

ますが、これは今後の税の進み具合等によりまして、それは違いますので、なか

なかこの計算は難しいですけれども、勤労者生世帯平均で見ますと、勤労者が負

担いたしますものは、全体で12.6、青いところは保険料でございます。そのぐら

いになるのではないかというふうに思っている次第でございます。 

そういうことを念頭におきながら、計算の根拠にしながら、私のこの案をつく

らせていただいたということでございます。アウトラインでございますけれども、

御説明をさせていただいたということでございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） 私の提出した資料、「年金改革についての基本的な考え方（７つのポ

イント）」というのをごらんください。これは塩川大臣が卒論のつもりだったか

どうかは存じませんが、お考えを整理されまして、財政制度等審議会に問題提起

をされたものでございます。この内容について御説明をいたしますが、１ページ

でございます。 

まず冒頭に、我が国の公的年金制度は、現行のままでは維持できない状況にあ

る。急速に進む少子高齢化を踏まえれば、改革は待ったなし、頻繁に見直しを繰

り返す必要のない恒久的な制度を構築しなければならないという問題意識が示さ

れております。 

以下７つ基本的な考え方がございまして、１点目として、将来世代が支えられ

る年金制度として、将来にわたり持続可能な制度を構築すると、これによって国

民が抱く制度の将来に対する不信感を払拭する。 

２点目として、給付のあり方につきまして、初めに給付水準ありきということ

ではなく、国民が保険料と税金をあわせて年金のために負担できる水準に合わせ

て給付を設計する必要があるということ。 

それから３点目として、年金が果たすべき役割についても議論して、例えば、

長寿に対するセーフティネットと位置づけてはどうかということを言っておりま

す。 

それから４点目として、高齢者は全体としてみると健康で活動的であり、経済

的にも豊かになるなど高齢者像が変化してきているので、高齢者が生きがいをも

って活躍できるし社会の実現を目指して、それに応じた年金制度の設計を考える

べきだと。 

それから５点目として、現役世代の納得を得るため、過去の期間に対応した年

金も聖域とせずに抑制して、世代間の給付と負担、つまり保険料及び税を併せた

負担の格差を縮小させる必要があるということを言っております。 

それから６点目として、どの世代においても、負担した金額が年金として給付

される制度を目指すということ。 

７点目として、税金で賄う国庫負担については投入すべき対象、その役割、意

義を明確にすることが必要で、例えば、高収入のものに対する国庫負担を見直す

べきではないかということ。加えて、基礎年金、国庫負担割合の２分の１への引
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上げ問題については、具体的な安定財源が確保されることが検討の大前提である。

こういうふうにしております。 

そこで、年金の構造と世代間の公平の問題をやや申し上げますと、現在、厚生

年金については、過去期間の455 兆円の未積立年金債務がございます。これは参

考資料の１というところをごらんいただきたいと思いますが、これをどうやって

処理するかが今回の改革の課題であるというふうに考えております。年金財政を

安定化するための負担を将来世代がもっぱら負うこととなれば、現役世代が抱く

世代間の不公平感が解消されないと思います。年金を持続可能なものとするため

には、国民が皆で制度を支え合うことが必要でございまして、過去期間の給付債

務についても、聖域とせずに抑制に取り組む必要があるというふうに考えており

ます。 

それから、厚生労働大臣は社会保障を所管するお立場からその重要性をお述べ

になっておるわけでございますが、今後少子高齢化が一層進展して、2050年には

現役1.4 人で高齢者１人を支える超高齢者社会になりますから、そのような社会

においても、日本経済や現役世代の活力を維持しなければならないというのが私

どもの大きな問題意識でございます。現状の社会保障制度のままでは税、保険料、

それから財政赤字で見た政府の大きさは、国民所得比で見て60％に達する。大き

な政府に向かっていくということになりますので、経済や財政との整合性を考え

れば、給付について一層の抑制を図ることが必要で、さらに努力が必要ではない

かと思っております。 

私から申し上げることは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。中川大臣。 

（中川議員） 経済産業省といたしましては、制度設計というよりも、今議論されて

いることの経済的ないろんな問題点といいましょうか、プラスマイナスを含めて

御説明をさせていただきたいと思います。 

したがいまして、お手元にある経済産業省の「年金制度改革の経済・産業への

影響」というレジュメがございます。一番 初のページをごらんいただきたいと

思いますが、今、４人の民間議員の方のペーパーを拝見しましたんですけれども、

まさにこれに尽きると言ったら私の仕事はなくなるのでありますけれども、家計

への影響、企業への影響、あるいは保険料、トータルの水準というものをいかに

セットとして考えていくかということだろうと思います。そもそも、今、坂口大

臣もおっしゃったように、公的年金制度を維持していくということになれば、公

的負担と私的負担、私的負担は、特に厚生年金に限って言いますと、企業と雇用

者とで支えていくということが前提であるわけでありまして、その場合には国民

負担ということが前提になるわけでありますから、経済活動は健全に行われてい

ないと、この制度が回っていかないということになるのだろうと思います。 

そういう中で、坂口大臣の案を前提にいたしますと、例えば、保険料収入を20％

まで企業と従業員で負担をするということになりますと、各々10兆円ずつの負担

増になるという試算になるわけでございます。さらに、国庫負担を３分の１から
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２分の１に上げるということになりますと、現在の厚生年金部分の基礎部分であ

ります5.7 兆円から11.6兆円になるということでございまして、これを仮に消費

税率に該当いたしますと、現行2.3 ％のものが4.6 ％になっていくというふうに

試算をいたします。更に失業率も1.3％上昇すると推計されます。このままやって

いきますと、これは経済に与える影響というものがストレートに非常に大きなも

のになってまいります。したがいまして、経済の活性化を前提として、相応の負

担というものが前提になってくると思いますので、給付と負担とのバランス、あ

るいはまた国庫負担も含めたセットということで、内外の経済の厳しい状況、あ

るいはまた、将来に向かっての活力、特に現役世代が一生懸命企業の中で経済活

動をすることによって負担ができるんだという範囲内で、場合によっては段階的

にこの長期にわたる公的年金維持のために制度改正が必要ではないかというふう

に思います。 

とりあえず以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは民間議員ペーパー、奥田議員お願い

します。 

（奥田議員） 民間議員のペーパーに沿いましてお話し申し上げます。各大臣からお

話がございましたが、年金制度改革は様々な論点がありますが、ともかく年内に

結論に導く、このためには論点を明確にして、ステップを踏んで合意形成を早く

図るべきだと、こういうことが大前提であります。 

そうした意味でまず制度の骨格であります給付、それから保険料、それから国

庫負担、この３つについてパッケージで決定すべきだと考えております。なお、

検討に当たっては、今後、高齢化の進行に伴う様々な負担増、また、そうした中

でも着実な経済成長を実現していく必要性に鑑みまして、持続可能な負担かどう

かということを十分検証して、その範囲の中で給付水準を決定する必要があると、

このように思います。 

具体的に申し上げますと、保険料水準につきましては、厚生労働省から出され

ております20％、あるいは18％、また経済界及び労働界から出されている15％で

ケース分けをして、そのときの給付水準とあわせて家計の消費への影響とか、あ

るいは先ほど中川大臣からもお話がございましたが、企業の投資、雇用、また国

際競争力への影響と、こういうものについて比較検討するということが有効だと

考えております。なお、その際には、170 兆円の現在の積立金を活用する必要が

あると思います。 

さらに、年金以外も含めた社会保険料トータルの負担、あるいは潜在的国民負

担率、こういうものについても検証する必要はあると思います。特に潜在的国民

負担率につきましては、基本方針2003におきまして、50％程度を目途にするとい

うことで閣議決定したばかりでございます。 

改革のスピードでありますが、これは 終的な給付と負担の水準に達するまで

のスピードの決定について一刻も早く着手するのが世代間の不公平の是正、ある

いは 終的な給付と負担の水準ということは、よい方向に働くということは言う

 22




平成 15 年第 21 回 議事録 

までもございません。 

３つ目は、１と２を踏まえた制度設計の際に検討しなければならない課題を列

挙しております。なお、国庫負担につきましては、現在は２分の１の財源問題と

いうことが大きな課題になっておりますが、これは大幅な歳出削減を考慮しなけ

ればならない、あるいはそれをやらなければ、多分もたないだろうと思っており

ます。将来的には基礎年金の位置づけ、あるいは国庫負担のあり方、またその財

源、これは検討しなければならない重要問題だろうと、このように認識しており

ます。また、現在問題になっております国民年金の未納・未加入問題につきまし

て、これも早急に効果的な方策をとらないと大変なことになる、こういう認識で

ございます。私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。今日はあと１つテーマがあるということを

踏まえて、ぜひ御発言のある方は手短にお願い申し上げます。 

（麻生議員） １つだけ質問。坂口大臣、この１ページ目の一番下に書いてある65歳

まで働ける人は３割にとどまっているというのと、２への16.4というのと倍数字

が違うんですけれども、これは私の勘違い、いただいた資料の１ページの一番の

下のところは３割と書いてあるんですが、２ページ目になりますと、右隅に16.4

と数字が違うんですが、「希望者全員を対象として少なくとも65歳まで働ける場

を確保する企業は約３割にとどまっている」、こっちは「希望者全員を対象とす

る企業16.4％」と、この数字が違うんですが。 

（坂口臨時議員） １ページ目でございますか。 

（麻生議員） １ページ目の一番下２行です。 

（年金局長） 私の方から御説明申し上げます。２ページをごらんいただきますと、

一番下左、定年制を有しない企業7.8 ％なんですが、65歳定年企業は6.9 ％ござ

います。それから一番右にありますのは、勤務延長をつくっているんですが、希

望者全員を対象とする企業が16.4％ございまして、ここはほぼ65歳まで働けると、

この３つを合わせたものが、このページの上にございます28.8％でございます。 

（麻生議員） この赤のところを３つ足すんですね、なるほど。そうすると30になる

というわけですね。はい、ありがとう。 

（年金局長） はい。定年なし、それから65歳定年、それから再雇用の65歳まで必ず

引き受けるという、この３つ合わせると約３割でございます。 

（小泉議長） 定年が60歳で、65歳じゃないんだ。 

（年金局長） 定年制がないところ、いつまでも働けるということで、年齢に関係あ

りません。 

（竹中議員） 牛尾議員、本間議員。 

（牛尾議員） 我々も書きましたが、中川大臣もおっしゃっている保険料率が高位に

なった場合に日本経済全体にどういうふうに影響するかということは、これから

の日本の活性化計画、将来の見通しも込めて非常に関連する話である。年金問題

だけが聖域みたいになって、年金だけの議論でこれだということで進んでいくこ

とは非常に危険であって、５年後、10年後、20年後の日本経済なり日本の競争力
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がどういう状態にあるかということを加味しながら慎重に考えなければまずいだ

ろうと。それと同時に、従来想像もしなかったような安全保障と治安の問題の悪

化は、10年前には想像しなかった問題であって、抽象的に安全保障を考えている

時代から、目の前に危険が存在している状態になった。公的支出というもののプ

ライオリティは極端に大きくなる。安全保障と治安と、そしてそのための外交、

海外協力というものの費用は従来よりもはるかに、選択の余地がないぐらいに切

実な問題になっている。 

それに対して老後の不安とか、育児の不安とか、病気の不安というものがあっ

て、そういうものを今度は考えていくということになってくる。もう打出の小槌

じゃないわけですから、生活のインフラとか経済活性化のための費用というもの

は極力民に振っていって、費用をどこから捻出するかということを優先順位で、

こっちがなくなったら、こっちにもというぐらいに考えていかなければいけない

情勢になっている認識がまだ十分。民から見て官にはないのではないかという気

がします。1985年から1995年に、１ドル240 円が80円まで上がったときに売値が

３分の１になったわけですから、そのときの経費のプライオリティと人員削減

等々してきた苦労というものは、こんな生半可なものではなかったわけでありま

す。そういう同じような状態がこれから20年間ぐらいにいろんなケースでやって

くるだろう。そういう認識の中で、将来の2025年とか2050年とかいろいろ話が出

てくるんですが、そのときには現在と同じ状態であるはずがないし、それが現在

より厳しくなっても、現在より楽になることはほとんどないと考えれば相当、今

日の中川大臣の提起をもっと延長すれば、非常に深刻な事態だということの中で

我々は長期の意思を決定する必要があるということを申し上げたいと思います。 

（本間議員） 国会でこの年金の問題の審議の状況を拝見しておりますと、突如とし

て野党の側から、あたかも精緻なよく詰められた年金改革案が出てきているよう

なイメージがあります。それに対して与党の側は必ずしも十分に足並みがそろっ

ておらずに、何か仮定の状況の話をしているというようなイメージがテレビを通

じて出てきているように感じて、私は非常に懸念すべき状況ではないかという気

がいたしております。このような状況をどう克服するか。政治日程もございます

し、これは選挙に対して極めて大きな影響を及ぼすということで注意しなければ

なりませんけれども、前回もお願いをいたしましたとおり、やはり政府がきちん

と議論することが必要であり、たとえ選挙が行われた場合でも、「検討の場」が

ありますので、ぜひこの場において毎週でも検討を行う必要があると思います。

その議論の内容については、これはきちんと情報管理もすべきだろうと思います

けれども、その項目ぐらいにつきましてはきちんと開示をしながら詰めていくと

いうことが、情報公開の観点からは大事じゃないかという気がいたします。厚生

労働大臣と財務大臣のお答えが、テレビを通じて拝見する限りでは、やや距離感、

乖離があると懸念しておりますので、ぜひこの点について、今後、事務方レベル

においてきちんと議論することをお許し願いたいというふうに思います。 

それから第２番目のポイントは、厚生労働省の独走を私どもは懸念しておりま
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す。諮問会議の場でこの問題を扱うことにしておりますが、必ずしも会話がスム

ーズに進んでいないというのも現状でございます。活力という点について、今日、

中川大臣からお話をいただきました。厚生労働省の問題意識は生活の安心という

ものをどうとらえるかでありますし、それから財務大臣は財政の持続性という問

題を提起されておられるわけです。この三者をどのように我々が解決し道筋をつ

けていくかどうかということは非常に重要なポイントだろうと思います。与党の

先生方に対しては、厚生労働省から非常に精力的にお話をされておられるという

ことは十分承知をしておりますが、政府内部において、きちんとプロセスを踏ん

で議論をし、意志決定をしていくべきだ。20％というものが 初にありきだとい

う議論の土俵の設定の仕方はおかしい。私は先ほどの活力及び持続可能性という

点で言えば、幅広く想定をとりながら、その帰結については年金だけでなく経済

との全体の関係について、より詳細に分析を丁寧に進めながら国民を説得し、そ

して究極的には国民の選択に委ねる、こういうやり方をぜひこの後とっていかな

ければならないのではないかという感じがいたしております。ぜひこの点につい

ても、検討の場で我々一生懸命勉強させていただきながら、この政府の統一的な

アプローチ、解決へ向けての道筋というものに御協力をいただけながら進めさせ

ていただきたいという具合に思います。以上です。 

（麻生議員） 基本的なところで、やはり長野県と福岡県を例にとるのが一番わかり

やすいんだと思いますが、長野県は基本的に働いている老人の比率が日本一高い

県です。そして老人医療費が も少ない県です。その逆が福岡県。したがって、

働いている人は老人医療費が極端に少ない、半分ですから。その意味ではすごく

参考になると私どもは思っているんです。あれは佐久記念病院の院長が偉いんで

すけれども、そういうルールをつくり上げたところはすごいんだと思います。 

もう１つは意識として、この中でも年金をもらっている方が約半分いらっしゃ

るわけですから、みんな65歳ですから。私もあと２年でいけますので、そういう

ことになるわけですね。そうすると、これはもらわないと、拒否だと。俺は働い

ているから要らないという人がもしいたとしますよ。私のおふくろなんか皆そう

でしたけれども、要らないとしますよ。そうすると、何でもらわないの、もらわ

ない人は損という風潮から、もらわない人が偉い、自分の健康管理をしてもらわ

ない人が偉いということにしないと、もらわない人が割食っているなんていうイ

メージのところ、これを何とか変えるというのは、これは法律がちょっと変わっ

たぐらいじゃとてもいかないところなんだと思いますけれども、健康管理をきっ

ちりやって元気な人の方が割食うという話はなかなかいただけないと思います。

そこらのところの価値観をどうかするというところから手をつけないと、この話

は数字だけ言ったら、暗く貧しい高齢化社会しかできてこない、そんなことはあ

りません。 

65歳の人が今年2,431 万、寝たきり老人13％ですから、あとの87％は元気なん

ですもの。永田町に限りませんよ、元気な人は。だから、はっきりしていますっ

て、その元気な人をいかに社会に参加させるかという手順ですよ。階段をやめて
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スロープにするとか、明るくしてやるとか。失礼ですけど、京王デパートの新宿

店に総理も行かれるといいと思います。65歳以上だけにターゲットを絞ったデパ

ートで、日本で唯一増収増益のデパートです。これは１回行かれるといいと思い

ます。デパートに行きますと天井から下がっていますでしょう。一切ない。老人

は上を見ないでみんなを下向いているから、下にしか広告がないんですよ。わか

りやすいでしょう。危ないから。真ん中広くて全部椅子が置いてあります。売っ

ている人は、「小泉さん、この間の靴下どうだった？」と売り子が全部人の名前

が言える。すごいですよ、あれは。話題として、それだけがすべてじゃございま

せんけれども、私はあれは一つの参考になるなと正直思いました。老人はそこに

行くとすごく元気、はっきりしています。 

（竹中議員） それでは年金の 後ということで、坂口大臣、手短にお願いいたしま

す。 

（坂口臨時議員） 今、いろいろ御意見をいただきましたし、それぞれのお立場で、

それぞれごもっともな意見だというふうに思っておりますが、 後に総務大臣が

おっしゃった元気な高齢者をつくり、そしてその人たちに何らかの仕事をしても

らうということによって年金を少し先送りするということができれば、これは非

常に大きな力になり得る。これから労働力人口もぼつぼつ減り始めることになっ

てまいりますから、どうしてもやはり、少なくとも60歳代の働く人たちが増えて

くるわけでありまして、働いている人たちに対する年金というものを何とか後ず

さりさせるというようなことにすれば、それはかなり違った年金になってくると

いうふうに思っております。 

それから、企業のあり方と年金との問題でございますが、これは先ほど申しま

したように、年金は40兆出ているんですから、今年の税収は42兆円に匹敵する年

金が出ているわけで、それはほとんど皆消費しているわけですから、この人たち

でまだ貯金しようという人は少ないので、40兆は大体使われている。地方の家計、

消費の20％は年金でございます。だからある意味では、この経済がかなり厳しく

なった時点でも持ちこたえられた一つの原因は、年金が大きな力を発揮してきた

と言えるわけでございます。これから先の高齢化社会になってきますときに、こ

の額は決して小さくはなっていかない。これをどう経済に還元をしていくかとい

うことも大事な面でございまして、そこをどう循環させるかということが大事な

ことだというふうに思っております。別に20％に私はこだわっているわけではな

く、したがって、19も18も計算をしているわけでございますからこだわっている

わけではございませんけれども、やはり、そういうこともトータルで考えていか

なきゃならない。 

そして年金が減ってくれば、私たちの子どものころはそうでございましたけれ

ども、大体、両親に対して仕送りをしていたわけです。今は仕送りしているとい

う若い人は全然ありません。もらっているかもしれませんけれども、出しておる

人はほとんどいないわけで、そこを思いますと、年金が小さくなっていく、年金

が少なくなっていくということになったら、全額ではないにしても、もう一度ま
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た仕送り社会になってくる。仕送りになってくれば若い人の消費も少なくなって

くる。それに対する経済的な影響というものも考えていかなきゃならない。私、

トータルでこれは考えていかなきゃいけないというふうに思っている次第でござ

います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。この年金の制度設計も実は郵政と同

じで、ものすごく考えなければいけない問題がたくさんあります。それぞれの意

思決定をしていくと、また1,000 通りぐらいの案が出てくるわけでありますが、

そこをあえて物事を収れんさせていかなければいけませんので、今日のところの

暫定的な取りまとめを申し上げたいと思いますが、やはり幾つか考えなければい

けない中で、坂口試案が取り上げた問題でありますが、給付と負担と国庫負担、

これをどうするかというのがコアであろう。この３つを中心に議論を詰めていっ

て、選択肢を狭めていくというのが議論の進め方ではないかと思います。その上

で、これは民間議員のペーパーにもありますように、複数の選択肢を議論してい

って、政治的な決断が容易になる、国民的な選択が容易になるような仕組みをつ

くっていくということではないかと思います。 

その際に重要なのは、年金は年金で重要でありますが、やはり経済との関係が

重要だと。これは中川大臣の御指摘でありますけれども、家計、企業もこの中で

考えなければいけない。もちろん、負担が重くなってはいけないということと同

時に、消費も支えなければいけないという坂口大臣の御指摘もあろうかと思いま

す。それと積立金の活用というのは、当面の制度設計としては重要になってくる。

その際に経済全体との関係で、国民負担率というものをやはり考えていくという

ことではないかと思います。それと、谷垣大臣の７つのポイントに中にあった既

受給者の問題をどうするかというのは、これは先ほど言った、給付と負担、国庫

補助というのを３つのコアとすれば、そのサブシステムの重要な問題としてやは

り考えていかなければいけない。今日は元気な高齢者については何らか考える必

要があるという意見がたくさん出ましたが、こうした問題も含めて、３つのコア

の問題と、それ以外の７つのポイント、８つのポイントの中に含まれる問題を少

し分けて、しかししっかりと議論をしていくということではないかと思います。

そのためにも、本間先生言われたように、これは次官クラスの検討の場でこの３

つの問題、コアを中心にしっかりと詰めていっていただいて、私は１か月程度で

詰めてほしいというふうに思います。ぜひそのようなお取り計らいをいただきた

いと思います。 

年金に関して、総理……。 

（小泉議長） これは、今お話が出たように一番関心のある問題で、年内にまとめな

きゃいけない問題ですからよろしくお願いいたします。 

（竹中議員） 坂口大臣何かありますか。 

（坂口臨時議員） ちょっと一つだけ。本間先生が先ほどおっしゃいました選挙期間

中の問題でございますが、選挙というのは政党間で競うわけでございますから、

政府がそのときに案を出さなきゃならないというわけではないのではないか。む

 27




平成 15 年第 21 回 議事録 

しろ選挙の結果を踏まえてやるという姿勢で政府はいいのではないかという気が

いたしております。野党の方からも政府が出さないのはけしからんという話があ

りますが、私は選挙は政党間でやるんですから、政党間がそれぞれの案を出して

いただいて競っていただく。その結果を踏まえるということで、それが常道では

ないかと言っているんですけれども、そこのところで少し整理をしていただいて、

そうは言うもののやらなきゃいかんというのだったら、もう少し提供もして、我々

も急がなきゃいかんと。 

（本間議員） 検討の場では決定をするということではないと思っておりまして、諮

問会議の議論の準備する場だという具合に考えておりますので、ぜひ情報交換も

含めてよろしくお願いします。 

（竹中議員） １か月程度で絞り込みを行っていただきたいという趣旨でございます。

それでは、あと残された時間で地域と雇用、これも重要なテーマでございます。

予定されている発言が民間議員の吉川議員と麻生大臣、中川大臣、坂口大臣、発

言だけは終えたいと思いますので、ぜひとも手短にお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、私から「地域活性化と雇用創出に向けて」という民間４議

員の名前が書いてあるペーパーを御説明いたします。 

現在、日本経済全体としては明るい兆しが出てきているわけでありますが、こ

うした日本経済の明るい兆しを日本の隅々にまで浸透させる必要がある。基本的

にこういう問題意識を我々は持っております。いわゆる地域経済の再生、活性化

というわけでありますが、その際に、前回の会議でも申し上げましたが、財政の

大盤振る舞い、公共事業のばらまきと言われるような手法では、持続性のある地

方経済、地域経済の再生にはつながらないと私どもは考えております。「国から

地方へ」、「官から民へ」の流れを強化して、地方の自主的な努力と民間の力、

知恵を活用した地域再生を実現する必要があるということであります。 

対応の方向ということでありますが、これは地域が主役、民間主導ということ

でありまして、その大前提として、いわゆる三位一体の改革を着実に進めていく、

これは大前提であります。その上で具体的な施策は別添の資料に書いてあります

が、対応の基本的な方向を４つにまとめました。 

（1)番目は行政サービスを民間に開放するということであります。地域経済に

おいて官が担っているサービスがかなりあるわけでありますが、それをここでは

“官業”サービス市場と呼んでおりますが、そうしたものを大胆に民間に開放し

ていく必要がある。それによって地域経済が再生して新しい雇用も生まれるだろ

うということであります。 

それから、２枚目にいっていただきまして、（2)の地域の基幹産業の事業転換

等を官は支援する必要がある。例えば建設業といった産業が地域を支えている、

基幹産業になっていると言われているわけでありますが、過度に公共事業に依存

したような建設業というのでは持続性がないということであって、事業転換を促

していく必要がある。あるいは若干別の問題ではありますが、農業の競争力を強

化して、政府の補助に過度に依存しないような体質とする。農業も、地域にとっ
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て大変重要な産業だからであります。 

（3)番目は地域の新規産業の創出ということです。これはこの会議でも観光と

いうことを何回も議題にしてまいりました。また、高齢化社会の中で広い意味で

の医療・介護といった領域が、とりわけ雇用創出の面で大変大きな役割を果たし

ています。高齢者というのは日本中にいらっしゃるわけですし、むしろ地域、地

方の方が過疎とか高齢化が進んでいる。都心よりもそういう問題があるわけです

から、介護・医療分野で新規産業を立ち上げていくということが必要であると言

っております。 

（4)番目に地域の雇用対策の評価ということです。これもワンストップセンタ

ーというのはこの会議で提案しまして、政府としてもそれを進めていただいてい

るということでありますし、また、若年者の雇用問題については、先般から４大

臣で様々な施策を考えていらっしゃるということでありますが、今度は地域の雇

用、地域という切り口で雇用問題に取り組むということも必要ではないか、こう

いうことを言っております。 

３番目に具体的な今後の国の取り組み方、どういうことが具体的に考えられる

かということで３つ挙げております。１つは、行政サービスの民間移譲を進める

必要があると先ほど申し上げましたが、これは当然、様々な個別の法律があるわ

けでありますが、この既存法の改正が必要である場合もあるであろう。あるいは

場合によっては省庁横断的に、これは仮称でありますが、地域再生法といったよ

うな法律を整備するということも、こうしたことを進めていく上で、つまり行政

サービスの民間移譲を進めていく上で有効であるかもしれない。いずれにしても、

こうしたことも含めて法について検討する必要があるということであります。こ

れが（1)番目。 

（2)番目は、先ほどの雇用等については関係大臣のイニシアティブの下で連絡

等もあったわけでありますが、地域再生についても関係大臣のイニシアティブの

下で施策の具体化に取り組んでいただきたい。その上で適当な機会にこの諮問会

議で集中的に審議していただいて、予算というのは大変に重要な政策手段であり

ますから、ぜひとも16年度の予算に、この地域と雇用に対する政策というのを反

映する必要があると言っております。また、あわせて内閣府の方では、現在、構

造改革の進捗状況というのをチェックしております。構造改革が様々に進んでい

るわけでありますが、それが実体経済、日本経済にどういう影響を実際に与えて

いるか。これは常に検証しながら一番効果的なところに政策のリソースを割いて

いくということが必要でありますので、現在、内閣府でこの点の検討を進めてい

ると思いますが、これはぜひとも11月中に諮問会議で報告していただきたいとい

うことであります。 

（3)番目は地域の活性化、雇用創出に向けて政府の取組みを示す。府省横断的

な政策を進めていくという意味でも、場合によっては地域再生本部といったもの

が必要になるかもしれない。こうしたことも検討していただく必要があると考え

ております。以上です。 
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（竹中議員） 麻生大臣お願いいたします。 

（麻生議員） 時間がないので、ものすごく手短に話しますので御容赦をいただきた

いと思います。 

今、吉川先生のお話にありました仕事のあっせん等々は７ページを御参考にし

ていただくと青森県の例が出ていると思いますが、こういったのが７ページ目一

番右下のところに書いてあると思いますが、これは試みとして始まっております。

厚生労働省の地方労働局と県とで実験的に始まっております。 

それからもう１つの問題点は、アウトソーシングの話は、竹中大臣のお話だと

４ページ目をごらんください。既に総務省としては平成15年９月２日をもちまし

て、管理の主体に特段の制約を設けずと既に法改正が終わっております。ところ

が、なかなかいかない理由は、その下を見ていただくとわかると思いますが、体

育館を仮にいたしますと、わかりやすい例で、学校のプールを夏、学校の休みの

間閉めていますから、開けて民間はプールがないから管理を行わせればいいでは

ないかといって、地方自治体関係を所管する省としてはそれは認めたわけです。

ところが学校法でバツ。ほかにも例を挙げれば、移された方がノーという法律が

ありますので、今言われた２番目の例だと思いますが、関係大臣はよくというと

ころは、具体例を挙げれば、私ども資料はございますので。ただ、申し上げたい

のは、総務省としては取り組んでおりますよということを片山大臣に代わってア

ピールしております。 

（竹中議員） ありがとうございます。中川大臣お願いします。 

（中川議員） お手元の資料の一番 後のちょっと大きめの１枚紙を見ていただきた

いと思います。これに沿って説明をさせていただきたいと思います。 

あえて中小企業、つまり地域経済の中心的経済主体は中小企業だという前提に

立ちまして、「中小企業」という言葉も入れさせていただきました。基本的視点

は地域の独創性、潜在能力の 大限の発揮ということでありますが、御承知のと

おり、大都会に比べて地方、それから大企業に比べて中小企業が経済状況が厳し

い。それから失業率も、特に若年、地方が厳しいというところが１つポイントだ

ろうと思います。そういう中で「技術」、「人材」、「資金」を有機的に結びつ

けて経済の活性化と雇用をやっていくということであります。 

具体的には、１、２、３、４、５と書いてございまして、ポイントとしては企

業を再生する。それから新たに起こしていくということにどういうふうにインセ

ンティブというか、こちらからやっていくか。例えば、よく我々宣伝しておりま

す資本金１円でスタートできる。これは５年間の特別措置でありますが、今日も

あるところで、１円企業はいいけれども、運転資金はどうしてくれるんだという

話が出まして、それについてのエンジェル的なものに対して、例えば、税制面で

どういう出資をした、あるいは融資をした人がリスクを冒してやった場合に、出

し手に対してのセーフティネットといいましょうか、何らかの優遇措置が必要な

のではないかということをある方の御示唆をいただいて今、私自身考えていると

ころでございます。 
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それから、我々は企業を再生、あるいはまた起こすということになりますと、

産業金融ということで国会でも昨日、一昨日審議がございましたが、有担保主義

からの変更、あるいはまた保証が必要だということからの無保証への転換等々も

考えて、何とか地域の活性化、そして雇用創出をしていきたいと思います。以上

であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。坂口大臣。 

（坂口臨時議員） 私の方はもう二、三枚のペーパーを出しておりますが、ここで申

し上げたいのは、今までも地域で何とかして雇用を創出しようというので、これ

は経済産業大臣の中川大臣のところとも連携いたしまして、実はそれぞれの地域

で一つの会をつくっていただいて、そして経済産業省の出先の局、厚生労働省の

出先の局もそこに入らせていただき、自治体やら連合やら商工会やら全部に寄っ

ていただいて、いろいろそこでその地域のことを議論していただく場をつくるの

はつくったんですけれども、そこまではよかったんですが、そこから先に新しい

ものが実は出てこなかったという苦い経験がございまして、そこに集まっている

皆さんというのは、今までそういうことを自らやろうというふうに思わなかった

方々ばかりなものですから、上から言われて、それをそのまま受けてやってきた

という方が多かったものですから、それではいけないので、地域で考えていただ

くようにしなきゃいけないというので、ハローワーク的な仕事も、それぞれの地

方自治体でもおやりいただくようにしたところでございます。 

企画・立案は地域でやってもうらうんだと。それに対して、手当か何かをやる

ときには国がそこへ関与するけれども、企画・立案はもうやってくれといって、

初めからかなり押しつけるといいますか、もうこちらは手を離すから、そちらで

やってくれというぐらいに言わないとなかなか進んでこない。進めばこれは地域

によって、いろいろなミスマッチの解消に対する知恵が出てくるんだろうという

ふうに思っております。今、総務大臣からもお挙げいただきましたが、二、三の

地域におきましては、立派な案が確かに出てきております。その出るところと出

ないところとの格差が非常に大きいということでございまして、そこの解消のた

めに、我々は努めていかなきゃならないというふうに思っております。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。時間がなくなってしまいましたんです

が、 後に本間議員、高浜の例を簡単に御紹介いただけますでしょうか。 

（本間議員） 実は私、今週月曜日、愛知県高浜市に参りまして、その事例を見てま

いりました。これは市が5,000 万円を出資して総合サービス株式会社を設立した

ということで、具体的には市内の方々を中心に224 人雇用して、そして公的部門

のサービスを様々な形で背負っております。会社が、こういうやり方でやればコ

ストが安く済みますという提案をしておりますので、収益面で厳しい部分があり

ますが、プラスの余剰を生み出している。これからは団塊の世代の方々が定年に

なってまいりますので、会社の社員で置き換えられる業務については、その会社

と市役所で調整をしながら振りかえていくということで、いわば財政の効率化と

雇用、経済の活性化というものを、組織的にやっていこうというような試みにな
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っております。ぜひ、このような事例を参考に、こうした取り組みを全国に普及

させるようなことができれば非常にいいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。要するに、経済がよい方向に行って

いる中で、これを地域に浸透させることが重要である。幾つもの努力が既に行わ

れておりますけれども、当面、行政の外部委託、アウトソーシングを進めること

が重要であろう。そのための法律的な、ないしは手続的ないろんな壁があるよう

であるということでありますので、民間議員からは一括法も考えろという御指摘

がありましたが、まずは内閣府の方で法律的にどういう問題があるのか。これは

麻生大臣がおっしゃったようなことも含めてぜひ早急に調べさせます。その上で、

ここに御報告をしたいと思います。 

それと、中川大臣の方からエンジェルの話も含めて、いろんなことを今考えて

いるというお話がございました。坂口大臣からもお話がございました。これは、

例えば地域の基幹産業である農業、建設業をどうするのかという問題とも絡みま

すので、11月に恐らく予算編成に向けて、いわゆる大臣イニシアティブの機会が

あると思いますので、今回、地域と雇用というのを一つの重点的なテーマにして、

今、お考えのことを取りまとめていただいて、ぜひお話しいただいて予算に結び

つけていくということにしてはいかがかと思います。内閣府で行っている構造改

革のレビューは、11月にぜひ諮問会議で報告をするようにいたします。 

あと、政府全体の取組みを示すために、少し省庁横断的な組織を考えろという

お話がございましたが、実は今、産業再生雇用対策戦略本部というのがございま

すが、それをどう活用するか。改組する方がいいのか、この辺は総理、官房長官

とも御相談して引き続き検討をしていきたいと思っております。 

もう１点だけ、社会資本整備重点計画等の閣議決定を予定しておりますので、

それを御紹介しておきますが、お手元に社会資本整備重点計画、土地改良長期計

画、廃棄物処理施設整備計画の３つの長期計画の概要を配布しております。それ

ぞれ与党との調整を経て、来週に閣議決定が予定されております。あわせて平成

15年度以降、５か年間の道路整備の事業量等を配布しております。これも同じく

来週の閣議決定の予定をしております。 

なお、去る９月29日の衆議院本会議において、総理から行政の無駄を省くこと

に強い決意で当たってきており、今後とも経済財政諮問会議の活用に積極的に取

り組んでいく旨の御答弁がございましたので、そうしたことも踏まえて、引き続

き御審議をよろしくお願いしたいと思います。 

全体を通して、総理何かございますか。 

（小泉議長） 今日は２時間を超える長時間にわたって熱心に議論をいただきまして、

今日は来るまで眠たくて眠たくてしょうがなかったんだけれども、 重要課題ば

かりなものですから、眠気を忘れさせるほど熱心に議論していただいて本当にあ

りがとうございました。これから大事な課題ばかりでありますので、しっかりと

取り組んでいきたいと思いますけれども、今後ともよろしくお願いします。 

（竹中議員） それでは、時間配分の御協力をいただきまして大変ありがとうござい
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ました。以上で終わらせていただきます。 

（以 上） 
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