
 

平成 15 年第 21 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 

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） 
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（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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 

竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員） 本日は21世紀政策研究所理事長の田中直毅氏に御出席いただいている。

総理が開催された「郵政三事業の在り方について考える懇談会」の座長であり、昨

年９月に報告書がとりまとめられた。本日は郵政民営化に関する審議の第１回目で

あるため、懇談会の報告の内容を含めた、これまでの議論の蓄積をお伺いしたい。 

（田中理事長） 昨年９月に提出した「郵政三事業の在り方について考える懇談会」の

報告書の趣旨を簡単にお話しして、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を申し上げたい。 

   懇談会の報告書の性格だが、当時は民営化法案を正面から議論する状況ではなか

った。公社法案が国会にかかっている状態であり、公社ができた後に民営化すると

すれば、どのような民営化の仕方があるのか、理念型を提示することがこの懇談会

の役割であった。 

   パターンとして３つの類型を出しているが、あくまでも理念型である。今後、郵

政民営化の具体案が実際に考えられるときには、色々な組み合わせが考えられよう。

諸要請を考慮しつつ、具体的な形が練り上げられることになろうかと思う。 

   民営化の具体的な在り方について考える前に、まず、郵政三事業の民営化がどう

いう意味を持つのかをごく簡単に説明したい。郵政事業改革は財政再建、金融秩序

の正常化、地方・中央行政改革のそれぞれに関連している。郵貯・簡保で大量の国

債を保有しており、民営化により、完全なコーポレートガバナンスに服するとなれ

ば、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る。器論というも

ので、さほど議論する必要はないという考え方はあるが、財政再建についての道筋

が全く立っていないとなれば、器論も無視できない影響力を現実には持つ可能性が

ある。 

   郵政民営化が行われるには、財政再建についての明確な方向性を示し、広く国民

や一般投資家に対して説明ができなければ、郵政事業民営化は難しいと考える。つ

まり郵政民営化を行うことは財政再建に対し内閣が明確な姿勢を示すことだと思

う。 

   金融秩序の問題だが、郵貯を持っているポストバンクが銀行になっていくという

銀行免許を取得する民営化パターンも考えられる。この場合には現在の民間銀行と

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が問われる。仮に

信金、信組を含めた現在の民間金融機関が次々と公的資金の注入を仰がねばならな

い状態が起きていると考えると、民営化でポストバンクをつくることとは、一体ど

ういう関係になるのか。一方で国有化せざるを得ない、他方で国営のポストバンク

を民営化するというわけであり、当然、内閣の姿勢が問われる可能性が出てくる。

金融秩序を確立する中で民営化をこなす必要がある。そうでないと、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情勢になる。また、財政再建の課題との
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関係において、もし財政再建のめどが立たない状態で郵政民営化法案が国会に出れ

ば、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が問われる可

能性もあり、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こ

とと、郵政民営化は不可分の関係にあると考えている。 

   地方・中央行政改革との関係について。この１年、地方行政改革もテンポが上が

ってきており、民営化された郵便局ネットワークとの間には当然、期待される役割

があり、自治体の内部で議論されることになろう。 

   中央財政改革については、図２を見て頂くと、郵政現業者が現在 28.6 万人であ

り、極めて大きなウエィトを占めている。郵政公社と民間企業の従業員数について

国鉄の場合を記載している。国鉄再建監理委員会ができ、民鉄を前提とした生産性

基準を使い算出した所要人員と当時の国鉄の従業員数との間にはおよそ 10 万人の

ギャップがあった。これは国鉄再建管理委員会の下での試算であるが、民営化した

後に、すぐ経営が成り立たないということでは首尾一貫しないため、こうしたテー

マを何らかの形でこなさざるを得ない。 

   郵便事業の現状であるが、郵便事業はお客様がだんだん減ってくるという傾向を

持っている。理由は幾つも考えられるが、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同義だと思われる。郵便

局ネットワークの持つ意味はどの程度のものかが議論されなければならない。 

   民間ネットワークと郵便局ネットワークとの対比をすると、郵便局が全国におよ

そ２万 4,000 近く設置されている。約 3,200 の市町村ごとにどういう形で郵便局

があるのかを、また、コンビニと宅配便の営業所、民間生保の販売拠点の分布や以

下にを同じように示した。 

福島県のケースでは、選挙区ごとに黒枠で示し、福島１区、２区というのはこれ

に対応している。コンビニと宅配便の営業所の展開が相当本格的なものになりつつ

あることを示している。ここには宅配便の営業所は入っているが、取次店は入って

いない。宅配便の取次店は酒屋、米屋などにも広がっているが、それは入っていな

い。電話帳データではとりきれず、米屋、酒屋ごとに聞くわけにはいかないためで

ある。 

   栃木県の場合は、特定地域を除けば、自治体改革との関係で、民間ネットワーク

の方が自治体から受託できる可能性は福島県の場合よりも相対的に強くなってい

る。コンビニでは、摂氏 20 度で管理したものを１日３回運び込むのが基本的なパ

ターンである。焼きたてのパン、弁当、おむすびなどが１日３回配付されるという

こと。自治体が独居老人に対して給食サービスを行うとすれば、そのまま展開でき、

それを期待している経営者も増えている。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、引っ越しを手伝うのは当然であり、買い物

代行も行うという企業形態になりつつあり、全国に展開されようとしている。介護

サービスの中で、買い物代行があるが、介護の民間企業と同じような機能を持とう

としている。 

   民間ネットワークの質の充実が展開する中で、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なれば、残念ながら相当怪しいと考えた方がいい。収益、

利益の見通しとして考えると、荷扱いも減ってきており、質の充実は簡単ではない。 

郵貯について。図４を見ていただくと、郵貯も収益減だという理解も一部には根

強くあろう。預託が原則廃止され、預託金が今後どんどん償還されるところである。

預託制度については、旧大蔵省と旧郵政省との間で色々な了解があったわけだが、

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、0.2 ％をでき
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るだけ維持するという形で運営された。郵貯を集めてきて、財投会計に預託すれば、

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る。この預託は2001

年４月からの財投改革を通じて、原則廃止とし、移行期間を経て、次第に預託の残

高が減るということなる。預託の残高については幾つかのシミュレーションをして

いるが、預託が減ってくれば、収益を維持することはかなり難しい。 

   民営化というのは政府保証を外すことであり、政府保証を外したときに何が起き

るかということがある。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ある。しかし、それが実像なのか、幻影なのかは政府保

証を外したときにわかってしまうという面がある。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私は理解し

ている。 

    簡保については、政府保証が外れれば、民間生保と同じ条件で保険業務をやると

いうことだが、そのときには、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厳しい目が契約者の側に当然出てくる。 

   郵貯の方も、民間銀行になって預金保険機構に加入する。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という上限は外れて、民間金

融機関になりましたよと政府は周知徹底することになる。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、負債側と資産側との間に関係

は成り立つのか。定額貯金のような一方的に預金者に解約特例を与える。商品設計

が民間金融機関になってそのまま続くとは考えにくい。 

   これまで郵政三事業は独立採算性で行われ、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いう声がある。果たしてそうなのか。預託につ

いて言えば、それに伴う十分な金利収入が入るという形であった。これは財投会計

と財投機関との間に厳しい約束ごとがあったからである。例えば、住宅金融公庫で

金利が高いときに契約した民間家計に対して、金利の低下している中で、民間銀行

の乗り換えなさいよというセールストークがある。そして期限前償還を行い、新た

に安い金利で民間銀行と契約するということが起きた。これに対しては当然、財投

に戻すはずだが、財投では受け取れないということで、結局、住宅金融公庫の赤字

になる。これに対しては補助金と出資金という形で毎年およそ 5,000 億円ずつ一般

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る。 

   これは典型的な一つの例であるが、政府保証が存在し、しかも政府部門全体の負

債サイドと資産サイドを把握したうえで、一般会計、特別会計を通じての注入を考

えると、郵政三事業は納税者のお金を注入することを通じて実際に維持されてきた

というのが実態だと思う。これを生きたネットワークにすることは、非常に重要な

テーマである。今後を維持していくことは、どの程度可能なのかというテーマがあ

る。 

ポスト数は全国で 18 万を超えたと郵政公社のホームページに出ているが、民間

はもっとたくさんある。ヤマト運輸では、荷物の取扱いをしているところは 31 万

か所を超えている。日本通運のペリカン便でも 22 万を超えている。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だが、濃密な

ネットワークを民間が組みつつある中で郵政民営化を躊躇していると、このネット

ワークは完全に時代遅れになる可能性が非常に強く、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。そういう意味では、早急な民営化は

重要だが、民営化した後に採算にのるのか、政府保証を外したとすれば看板価値が

なくなるのではないかという問題にどう対応するかがテーマだと思う。 
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（竹中議員） 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う。

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るが、私の方からも１点だ

け、関連した問題提起をさせていただきたい。 

   郵政民営化に関しては色々な人が色々なことを言っている。分割すべきとか、株

式会社形態が良いだろうといった一つ一つの意思決定を重ね合わせて、これだけ大

きな制度設計をやろうと思ったら、最終的には何十、何百もの意思決定をやらなけ

ればいけない。単純に考えれば、分割するかしないかについて 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ことになる。20 の意思決

定を我々が議論して行えば、その際には、100 万通りの改革案ができてしまうとい

う計算になる。 

   冒頭でぜひ申し上げたいのは、それだけ大きな意思決定、制度設計であるため、

我々としては細部の政策の議論において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だが、それを

やっていったら制度設計は絶対にできないと思う。妥協すべきところは妥協しなが

ら、それでも絶対に踏み外してはいけない基本的な原則をしっかりと確認しておく

ということが私は大変重要だと思う。 

   そうした観点から先般、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たが、この場でぜひ確認す

べき原則を私なりに整理させていただいた。 

   資料の基本原則をご覧いただきたい。まず、「官から民へ」の実践による経済活

性化を実現する。何のために民営化するのかといえば、官業が取り込んできた部分

を民間に開放することで、経済活性化に資するものでなければいけない。いわば活

性化原則という点が大変重要だと思う。経済の活性化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、活性

化原則が第１だと思う。 

   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、その金融システム改革と整合的であり、規

制改革と整合的であり、財政改革と整合的であり、非常に大きな財政負担がかかる

ことは避けなければいけない。そのような整合性の原則を重視していくことは大変

重要である。 

   ３番目は国民にとっての利便性に配慮した形で改革を行うことである。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つつ、今後さらに可能性として果

たせるような役割があるだろうという、利便性に十分配慮した原則が重要だと思う。 

   ４番目は、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の資源の

活用原則が重要である。田中理事長のお話でも、早くやらなければ、活用すべきも

のがどんどん劣化していくという御指摘があった。 

   ５番目には、郵政公社の雇用には十分配慮するという原則も、現実の政策である

以上、大変重要だと思っている。 

   活性化原則、整合性原則、利便性原則、資源活用原則、配慮原則を、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として、冒頭で確認させていた

だきたいと考えている。 

   全体の進め方は、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

間報告を行い、秋ごろに総理からのご指示である最終報告をまとめるということで

考えている。 

（麻生議員） 配布資料の最初に竹中大臣が言われたことが３つ横に書いてある。私が
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申し上げたいのは基本的に今言われたことだが、民営化は目的ではなく手段である。

民営化は手段であり、その目的は何かと言えば、竹中大臣の資料に書いてあるよう

に、簡単に言えば、資源の最適配分を目指している。田中理事長の言われたことと

同じように、資金配分がかなり歪んでおり、それが官に偏り過ぎているというご指

摘だと思う。その意味では、資源の最適配分が目的だと思う。 

   そのときの手段として民営化するわけだが、民になって、やっぱりよかったとい

うことでないと話がおかしい。官の方がよかったというのでは話が違うので、やは

り民営の方がよかったと思われなければならない。これが２つ目である。 

   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である。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ならば、週１回の休みを週２回にすれば、生産性が上がる

ことになる。そういうことではないと思っている。 

   雇用にも十分配慮ということだが、元経営者として言わせていただくと、組合も

考えていただかなければならない。有名な組合であり、それも十分に考えた配慮の

原則が大事だということを私は言いたい。均一料金で日本どこでもユニバーサルに

サービスができることを維持するとなれば、今後、3,200ある今の市町村を1,000 な

いし 1,500 程へ少なくする。その場合、田舎の方はさらにサービスが悪くなる可能

性があるので市役所・町役場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ではなく、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だから。 

 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り、なく

なっていく市町村サービスに代わる行政サービスもできるようになるということ

なので、そうしたユニバーサル機能の維持ということは国民としても外せないとこ

ろだと思う。それらを勘案して民営化するのであり、その方針は決まっているよう

なので、私どもも民営化するに当たっての条件として申し上げている。あとの現状

については、担当から説明する。 

（郵政行政局長）簡単に説明させていただく。 

   ２ページ。郵政事業の現状。郵便事業であるが、14 年度昨年度 261 億通で、対

前年２％減ということである。１人に直すと 207 通、毎日 7,200 万通を配達箇所

の 55％のところに配達しているということである。損益状況について、景気低迷

とかＩＴ化競争激化等あり、右下の図にあるように、単年度 225 億円の赤字であ

る。 

 次に３ページ。為替貯金事業。世帯数 77％の方が御利用になっていて、１日 934 

万件の出し入れをやっているところ。ＡＴＭは２万 6,000 台ある。損益状況は右

側の表にあるように、14 年度は１兆 7,000 億円のプラスということである。 

 ４ページ、郵貯資金の運用状況。自主運用をしているものが 104 兆余ある。そ

のうち３分の２は国債に運用しているという状況である。 

 ５ページ、簡易保険事業の現状である。約 61％の家庭が加入している。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ある。低金利の

影響があり徐々に下がっており、1,366 億円という状況である。 

 ６ページ、簡保資金の運用状況であるが、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ある。 

 ７ページ、郵便局ネットワークの活用。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、最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。 
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 ８ページ。公社の資産であるが、資本金としては 1.3 兆円、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ある。 

 ９ページ。公社経営の健全性確保ということであり、公社化に伴い、利益を国庫

納付する規定があり、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。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ことになっており、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。 

（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、数字から言えば。 

（郵政行政局長） 10 ページ。公社化になって、中期経営目標・計画を公社がつくると

いう形になり、奥田会長を座長と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。その概要が下の表であるが、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

あるが、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。貯金事業については、積立金を 3.9 兆円確保

する。保険事業については、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ある。 

 11 ページ。この中期経営計画期間中の資金量の見通しである。14 年度末 233 兆

円であったが、この９月は 230 兆円を割り、18 年末には 208 兆円になる予定。保

険事業については、124 兆円が 114 兆円になるということ。 

  12 ページ。生田総裁以下、公社化になって積極的な取組みをやっている。サー

ビスの改善として、相談センターの新設、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おり、民間との連携についても拡大しているところ。 

 13 ページ。郵便局ネットワークの特徴として、一番左の表、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。その

うち 56％、２兆円を郵便が負担し、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。特定郵便局のような小さな局では、一人

が３つの事業をやり効率的経営が行われているという状況である。 

 14 ページ。これは郵便局と民間との店舗配置の状況であるが、東京のような都

心部でいくと、郵便局の占率は３分の１であるが、過疎地にいくと４分の３が郵便

局という状況である。以下参考資料。以上。 

（竹中議員） それでは御議論いただきたい。郵政の議論に割ける時間は 10 分か 15 分

程度で大変申し訳ないが、これは１年間かけてじっくりやるので、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。 

（谷垣議員） 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う。財務大

臣として申し上げれば、１つは、大量の国債を持っているという現実があり、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あったが、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。 

（麻生議員） それが整合性の原則。書いてある意味ではそういうことだ。 

（竹中議員） いわば整合性の中の１つだと思う。 

（谷垣議員） 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。

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だが、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、

私はその２点。 
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（牛尾議員） 大変問題点が困難で複雑なことはよくわかった。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、麻生大臣の国会答弁を聞いてやはり

麻生大臣と竹中大臣が緊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

を持った。もう一つは、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と考える。 

（本間議員） 民営化を進めていくということであるが、その移行期の問題が非常に気

になっている。この 10 年間、例えば簡保のケースだと、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い

るし、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てい

る。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、公社としては合理性

があるかもわからないが、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

ビスを拡大を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する。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うが、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思う。ぜひその辺のところご配

慮をいただきたいというのが第１点である。 

   もう一つは、これは田中理事長のお話にもあったが、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、その点における歯止めというものをどのようにか

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う。ぜひその点についても御配慮をいただきたいと思う。 

   いずれにせよ、この問題は、我々議論をする材料が内閣府においても諮問会議に

おい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あるので、ぜひ公社の情報について積極的に開示をし、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

きたいと思う。以上。 

（竹中議員） よろしいか。田中理事長、何かあれば。 

（田中理事長） 本間さんが移行期と言われた。今は公社で次の局面では民営化したも

のが立ち上がる。それではその間に商品販売をどう考えたらいいかというお話があ

った。私は簡保と郵貯は分けて考えた方がいいと思っている。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において、旧契約者との間に、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で事故があったときに保険金を給付す

るというのも、また預金的な機能を合わせ持った保険も含めて政府保証を付けて契

約しているので、この旧勘定はいずれにしろ持っていかざるを得ない。これを突然

破棄というわけにはいかない。 

   そうすると、今、新聞紙上で拝見している限りだが、定期保険特約付き終身保険

を売り出したいと郵政公社で方針を出されているわけだが、これは政府保証のつい

たものであるから、民営化した株式会社簡保というものがもし成立した場合には、

これは旧勘定と分離した上で管理され、資産運用が行われるというものであるから、

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。そして本間さんが言われたように、

民間の商品設計と 100 ％ぶつかるという性格のものであるから、定期保険特約付
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き終身保険を今の移行期に売り出すことが民営化後に株式会社簡保が成立したと

してもプラスがないと思われるので、これはやめるべきだと私は思う。 

   これに対して株式投信を販売するというテーマは少し異なる。これは民営化した

後に、いわば株式会社ポストバンクがどのように成立するかを判断するうえで重要

な経営情報の提供につながる可能性がある。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うが、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というテスト、マーケティングである。

もちろん投信の販売ということになると、証券取引法上の問題になるので、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、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る。それから慣行上の問題もある。これを民営

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、顧客を説得する上における強み弱みもはっきりして

くる面がある。そういう意味では、株式会社化した民営化した後のポストバンクに

とって移行期の経験は生きるという性格のものだと思う。 

   したがって、全面的にこれが行われるというのではなく、いわば試験的に、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について、

この移行期に試す価値はある。だから、特定の条件、例えば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満たしたところを数か所選んだ上で、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を見極めることになろう。これは

実験というか、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

においてはあると思う。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

あるデータだから、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いる。 

（麻生議員） 今の意見は一面的な話としては伺うが、法律的には可能。はっきりして

いる。簡易保険がこの種の話をというのはいろいろお話があったが、おっしゃるこ

とはわからぬわけではないが、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。法律的には可能だから。許認可大臣はこちらということになり、

そこだけは覚えておいてほしい。 

   それから投信の販売は、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られたと思うが、田舎で株と言ったらほとんど博打と変

わらない。あの人は株をやっていると言ったら、田舎じゃ大体アウト。おまえそん

な田舎に住んでいるのかと言われると困るが、人口そこそこ８万ぐらいの町だが、

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う。ものすごく立派な外務職員がおられる。その人たちの持

っている説得力は、株式の知識よりその人の持っている信用力だ。これの方がもの

すごく大きいという感じがするので、私どもは、そこのところは失礼だが、かなり

立派な方々が今簡易保険をやっており、お手伝いをしている。お手伝いというか、

歩合制になっているんだと思うが、やっておられる方は多いと思うので、そう私は

なめたものにならないかなという感じが率直な実感。 

（田中理事長） 基本的には販売員の態度の問題ではない。購入し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いる。現実に相手に対して、そのふさ

わしくないものを勧誘したということであれば、その後の営業にいいわけはない。

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
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があるというふうに言えない。たまたま有力者が、あるいは社会的なそれなりの評

価を受けた方がいたからといって、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ないので、そこは区別して考えられた方がいいのではな

いかと思う。 

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

い。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

変っているので、税金は特別口座で１割、10％ということになると、簡単な計算を

すれば手取り 18 万円ということになる。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話を普通のまともな人にしたら説得力として大きい

と思う。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ないから。

そういった意味で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

ころなのであり、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

いるが、私は少なくとも 1,400 兆円、今 1,400 を切ったが、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う。 

（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、販売

については努力しているし、成果も上がっている。郵政公社にとって意味があるの

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

化後の経営の実績がどのようなものになるのか、について判断根拠を与えるときの

み意味がある。株式投信を保有することが意味あるかどうか、もはや個々の家計が

考えている。貯蓄から投資へは小泉内閣の姿勢でもあるが、今や個々の家計が考え

ていることであり、お説教は要らない話である。民間金融機関がこれだけ行ってい

るわけだから、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、現在の公社のように政府保証を付けたままにおいて

仕事をするという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

だと私は思う。 

（竹中議員） 皆さん言いたいことがたくさんあると思うが、時間の関係がある。これ

は１年間やっていく。最後にこの問題に関して奥田議員。 

（奥田議員） 公社立ち上げの座長をやって、今ごろこういうことを聞いたらまずいが、

質問したい。郵便貯金は１人 1,000 万が限度ということになっている。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、それはどうなのか。 

（郵政行政局長） 今、公社は名寄せをきちんとやっていて、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。 

（竹中議員） 時間の関係もあるので、ちょっと強引だが、今日のところの暫定的な取

りまとめをする。 

   基本的には非常に大きな制度設計であるから、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。その上で御指摘があったのは、例えば、麻生大臣は組合が重

要だと。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

う。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う。牛尾議員の競争条件、それも同じ問題だと

思う。さらに、今後新たに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いた。これは引き続
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きさせていただく。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

ふうに言っているので、権限は権限でもちろんあるが、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思っている。

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だろう。小さな問

題だというのはとんでもない意見だ。そこに入れるんだから。大変な改革で、よろ

しく御協力願いたい。 

（竹中議員） これは本当に大事な問題、よろしくお願いしたい。 

   田中理事長には、引き続きここにおいでいただくことが多いと思うが、よろしく

お願いしたい。 

（田中理事長退室） 

○年金制度改革について 

（竹中議員） それでは年金改革について坂口大臣から御発言をお願いしたい。 

（坂口臨時議員） 最初に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

ていただく。８月に私がまとめた試案は、負担と給付の関係の大枠の話で、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

せていただくことも入れてどうなるかを出した。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。 

   考え方としては、公的年金制度は堅持をしていく。高齢者の生活のため不可欠な

もので、また高齢期の親の生活の安定を通じて現役世代も安心をして生活をしてい

けることが必要だという考え方のもとにつくっている。他方、少子高齢社会が進行

していくわけであるから、保険料負担の上限を設定をさせていただいている。 

   この設定の仕方はいろいろあると思う。約 19％、20％といろいろ出してあるけれ

ども、最高は上限 20％で計算をしている。19％でも計算をしている。そして、そ

れによってどれぐらいの年金ができ上がるかを見たものである。今までは未来永劫

この年金が続いていく前提のもとに、積立金の利息も入れて計算をしてきた。しか

し、諸外国を見て 400 年も 500 年も先まで見て積立金を持た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

を見ると、現在の人口も半分ぐらいになっており、現在、年間 40 兆の年金が出て

いるが、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

にその他の部分は使わせていただいて、間もなく訪れてくる高齢化の一つのピーク、

すなわち、団塊の世代の山と、そのお子さんの山と、この２つを通過していくのが

2050 年ぐらいであるので、そ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。その前提の中でつくらせてい

ただいた。 

 「試算結果の概要」のグラフをご覧いただきたい。この１ページ、初めに「永久

均衡方式」と書いてある。これは 400 年も 500 年も先まで見たものである。最終

の保険料率は 20％になるけれども、基準のケースで 52.8％である。基準というの

は、実質賃金上昇率が 1.0 ％を堅持することが１つ。それから、少子化で合計特

殊出生率が少なくとも、現在の 1.32％を何とか現状維持というのが基準値である。

その下に現在より少子化が進行した場合、1.1％ でも計算してある。それから、少

子化が改善した場合は 1.5％まで、すなわち、結婚した夫婦の間が平均して２人で

1.5％あるので、両方上と下とで計算をしてある。基準は現在の 1.3％ぐらいを維
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持しながら、実質賃金上昇率が 1.0％で基準値を出している。そして、それが 19％

のときに、18％のときというふうに試算をしたものが書いてある。18％になると、

基準値でも 46.8％、これは現役時代の賃金の平均の 46.8％である。20％なら 52％

を堅持できる。 

次の２ページ目に有限均衡方式、100 年ぐらい先を見て、計算でしたものである。

これでいくと最終保険料率、大体 2022 年までいくと、有限均衡方式だと 54.5％ま

で上がる。もし、仮に少子化がさらに進んで 1.1％としても、51.2％は何とかいけ

るのではないか。しかしこれが 19％になると、基準で 52％になり、少子化が進む

と 48.5％になる。18％では基準で 48.6％で、少子化が進むと 44.9％ぐらいに下が

っていく。こうした状況で、一番最後のページをご覧いただきたい。これは国庫負

担が２分の１と、現在の３分の１、両方の比較をして書いてある。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ある。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の値が書いてあ

る。少なくとも、この有限均衡方式でいけば、最高 20％までであれば 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ある。 

    なぜ 50％にこだわったかというと、現在の高齢者の消費は、若い世代、現役世代

の大体 50％であるので、50％あれば維持できるのではないかと考えた次第である。

ほとんど 70％の方が将来については、年金プラス自己努力と言っているわけであ

るので、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関わってくるが、

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ある。

現在のところ 23 万少々が基準であるが、それは 59％になっているので、54.5％で

は、もう少し下がってくる値になる。50％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になってくるのではないかと思う。それが私が試案としてつく

らせていただいた概要である。いかなる姿形にしても、この負担と給付の問題があ

ることは間違いないので、計算をさせていただいたというものである。 

    もう１つ参考資料をご覧いただきたい。１ページ目は年金の支給開始年齢と高齢

者雇用の状況。2001 年の４月から 61 歳への引上げが始まり、そして 2013 年の４

月で特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始が 65 歳まで引上げられる。そ

してそこからまた、報酬比例部分の支給年齢の引上げが始まり、最終は 2025 年の

４月に 65 歳になる。 

    65 歳まで働ける社会をどうつくっていくかが問われるわけで、２ページ目、定年

制を有していない企業が 7.8 ％、定年制を有している企業が 92.2％であり、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 ％である。また、

65 歳までの継続雇用を行う企業であって、原則として希望者全員を対象としてい

る企業は 16.4％である。 

    ３ページ目について、これは年金水準を考えた世帯類型を示したものである。男

性の場合は、勤めていて２号保険者か、あるいは自営業等で１号保険者か、すなわ

ち国民年金に入っているかどちらかであるので、これを見ると、70％から 80％の

人が２号保険者、すなわち厚生年金に入っている。そして２割の方が国民年金に入

っている。 

    左側の女性の方は不規則であり、左側から３号被保険者、いわゆるサラリーマン

の奥さん方、真ん中が２号保険者でお勤めになっている方、右側が１号保険者、す

なわち、御主人と一緒に自営業を営んでいる方、あるいはまた御自身で企業を経営

している方、３つ分かれているが、そこは年齢によりかなり格差があり、一つの傾

向性はつかみにくいというのが現実である。 
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    跳んで、８ページ目について、社会保障負担の対国民所得費の国際比較である。

2025 年で 30.5％になる。 

    ９ページ目について、これは年金だけではなくて、これから高齢者医療の問題、

介護の問題もあり、保険料として一体どう進んでいくのかを見たものである。2025

年、年金を上限 20％と仮定をすると、社会保険料率の全体合計で 34％というのは

少し高過ぎる。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

ではないかと思う。 

（小泉議長） これは企業と折半だろう。 

（坂口臨時議員） はい。 

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

（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いるが、次の 10

ページ目は、被用者の社会保険料率の国際比較である。 

   それから、11 ページ目は、事業主負担の国際比較である。アメリカは非常に低く

なっているが、そのほかの諸外国は比較的高い。日本はその中間にある。ただ、ア

メリカは福祉厚生費という割合が非常に高くて、これを計算に入れると、諸外国、

ドイツもフランスもアメリカも余り変わらない。 

   それから 12 ページ目について、勤労者世帯で見たときに、2025 年ぐらいに勤労

者世帯平均で見ると、勤労者の負担は、全体で 12.6％になると思っている。 

   そういうことを念頭に置き、また計算の根拠にしながら、この案をつくらせてい

ただいたということである。 

（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）」の、１ページ目について、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いる。以下７つ基本的な考え方がある。 

１点目、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、給付のあり方について、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。 

   ３点目、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いる。 

   ４点目、高齢者は全体的に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。 

   ５点目、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あわせた負担の格差を縮小

させる必要がある。 

６点目、どの世代でも、負担した金額が年金として給付される制度を目指す。 

   ７点目、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。加えて、基礎年金、国庫負担割合の２分の１への引上げ問題に

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。 

   そこで、年金の構造と世代間の公平の問題について、現在、厚生年金は、過去期

間の 455 兆円の未積立年金債務がある。これは参考資料の１をごらんいただきた
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い。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。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。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あり、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。 

   それから、厚生労働大臣は社会保障を所管する立場からその重要性をお述べにな

っているわけであるが、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るから、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大きな問題意識である。現状の社会保障制度のまま

では税、保険料、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るので、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ある。 

（中川議員） 経済産業省としては、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、プラスマイナスを含めて御説明をさせていただきたい。

「年金制度改革の経済・産業への影響」の資料。２ページ目について、家計への影

響、企業への影響、あるいは保険料、トータルの水準をいかにセットとして考えて

いくか。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、特に厚生年金については、企業と雇用者と財政負担で支

えていくということが前提である。その場合には国民負担ということが前提になる

わけであるから、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。 

   そういう中で、坂口大臣の案を前提にすると、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、各々10 兆円ずつの負担増になるという試算になる。

さらに、国庫負担を３分の１から２分の１に上げると、現在の厚生年金部分の基礎

部分である 5.7 兆円から 11.6 兆円になる。これを仮に消費税率に該当すると、現

行 2.3 ％のものが 4.6 ％になっていく。失業率も 1.3％上昇すると試算される。

このままいくと、経済に与える影響が非常に大きなものになる。したがって、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うので、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で、内外の経済の厳

しい状況、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思う。以上。 

（奥田議員） 年金制度改革は様々な論点があるが、ともかく年内に結論に導くために

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ことが大前提である。 

   まず制度の骨格である給付、保険料、国庫負担、この３つについてパッケージで

決定すべきである。なお、検討に当たっては、今後、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思う。 

   具体的に申し上げると、保険料水準は、厚生労働省から出されている 20％、ある

いは 18％、また経済界及び労働界から出ている 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、企業の投資、雇用、また国際競争力

への影響について比較検討することが有効だと考える。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。 

   さらに、年金以外も含めた社会保険料トータルの負担、潜在的国民負担率につい

ても検証する必要がある。特に潜在的国民負担率は、基本方針 2003 で、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ある。 

   改革のスピードについては、一刻も早く着手するのが、世代間の不公平の是正、
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あるいは最終的な給付と負担の水準がよい方向に働くということは言うまでもな

い。 

   ３つ目は、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いる。なお、

国庫負担については、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

いるが、これは大幅な歳出削減を考慮しなければならない。将来的には基礎年金の

位置づけ、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

問題だろうと認識している。また、現在問題になっている国民年金の未納・未加入

問題も早急に効果的な方策をとるべきである。以上。 

（竹中議員） 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

方は手短にお願いしたい。 

（麻生議員） １つだけ質問。坂口大臣、いただいた資料の１ページの一番の下のとこ

ろは「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。 

（年金局長） ２ページで左側、定年制を有しない企業 7.8 ％で、65 歳定年企業は

6.9 ％である。それから一番右にありますのは、勤務延長をつくっていて、希望者

全員を対象とする企業が 16.4％で、ここはほぼ 65 歳まで働ける。この３つを合わ

せたものが、このページの上にある 28.8％である。 

（麻生議員） 資料中の赤色で表示されているところを足すと 30%になるわけか。 

（年金局長） はい。この３つ合わせると約３割である。 

（小泉議長） 定年が 60 歳で、65 歳じゃないんだ。 

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

（牛尾議員） 保険料率が高位になった場合に日本経済全体への影響については、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、年金だけの議論で進んでいくことは非常に危険で、

５年後、10 年後、20 年後の日本経済、日本の競争力がどういう状態にあるかを加

味しながら慎重に考えなければならない。同時に、安全保障と治安の問題の悪化は、

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

た現在では、公的支出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、

さらに、そのための外交、海外協力の費用は従来よりもはるかに、重要になってい

る。 

   それに対して老後の不安、育児の不安、病気の不安を今度は考えていくことにな

ってくる。生活のインフラとか経済活性化のための費用は極力民に振り、費用をど

こから捻出するかを優先順位で考えていかなければいけない。厳しい現実に対する

認識が不十分な気がする。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になった時代に企業は経費や人員の削減に取り組んで

きた。その苦労は、生半可なものではなかった。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。その認識の中で、将来の 2025 年、2050 年

について、我々は長期の意思を決定する必要がある。 

（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いると、野党の側から、

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る。それに対して与

党の側は何か仮定の状況の話をしている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、私は懸念すべき状況ではないかという気がする。このような

状況をどう克服するか。前回もお願いをしたとおり、政府がきちんと議論すること
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が必要であり、たとえ選挙が行われた場合でも「検討の場」があるので、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う。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が、その項目ぐらいはきちんと開示をしながら詰

めていくが、情報公開の観点からは大事じゃないか。それは厚生労働大臣と財務大

臣のお答えが、テレビを拝見する限りでは距離感、乖離があると懸念しているので、

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願い

したい。 

   第２番目のポイントとして、厚生労働省の独走を私どもは懸念している。諮問会

議の場でこの問題を扱うことにしているが、必ずしもスムーズに進んでいないのも

現状である。活力という点については、今日、中川大臣からお話をいただいた。厚

生労働省の問題意識は生活の安心をどうとらえるか、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いる。この三者をどのように我々が解決し、道筋をつ

けていくかが非常に重要なポイントである。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％が最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。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と思う。ぜひこの点についても、「検討の場」で進めさ

せていただきたい。以上。 

（麻生議員） 基本的に、長野県と福岡県を例にとるのが一番わかりやすい。長野県は

働いている老人の比率が日本一高い県で老人医療費が最も少ない県である。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。

そういうルールをつくり上げたところはすごいと思う。 

   もう一つは意識の問題として、もらわない人は損という風潮、もらわない人が割

食っているなんていうイメージ、健康管理をきっちりやって元気な人の方が割食う

という話はいただけなく、そこらの価値観から手をつけないといけない。 

   65歳の人が今年2,431 万、寝たきり老人13％だから、あとの87％は元気である。

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ある。 

（竹中議員） 坂口大臣、最後に何かございますか。 

（坂口臨時議員） 本日いただいた様々な御意見は、それぞれ有意義なものと考えてい

る。総務大臣が指摘された通り、元気な高齢者に仕事をしてもらい、年金を少し先

送りすることができれば、非常に大きな力になり得る。今後、労働力人口も徐々に

減少するなか、60 歳代の働く人たちが増えてくるので、働いている人たちに対す

る年金を何とか先送りすることができれば、かなり違った年金になってくると思う。 

   先ほど申しあげた通り、年金は 40 兆円出ており、今年の税収 42 兆円に匹敵する

規模である。ほとんどが貯金されず、消費されるので、40 兆円は大体使われる。

地方の家計における消費の 20％は年金である。ある意味、経済が厳しくなった時

でも持ちこたえられた理由の一つは、年金が大きな力を発揮してきたことだといえ

る。今後の高齢化社会の進行を鑑みると、この額は決して小さくならず、これをど

う経済に還元をしていくかが重要である。別に 20％に私はこだわっているわけで

はないが、やはり、そういうこともトータルで考えなければならない。 

   昔は、両親に対して仕送りをしていたが、今は仕送りしている若者は全然いない。

しかし、年金が少なくなれば、全額ではないにしても、もう一度また仕送り社会に

なってくる。仕送りするようになれば若者の消費も少なくなるが、その経済的な影

響も考えなければならない。 
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（竹中議員） 年金の制度設計も、郵政民営化と同様、様々な論点があり、それぞれ意

思決定をしていくと、1,000 通りぐらいの案が出てくる。それをあえて収斂させて

いかなければならないので、本日の暫定的な取りまとめを申し上げたい。やはり幾

つか考えなければならない中で、坂口試案が取り上げたように、給付と負担と国庫

負担をどうするかというのがコアになる。この３つを中心に議論を詰め、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う。その上で、これは民間議員

のペーパーにもあるように、複数の選択肢を議論していき、政治的な決断、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ことが重要である。 

   その際に重要なのは、経済との関係である。中川大臣が指摘された通り、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る。

さらに、積立金の活用が、当面の制度設計としては重要になる。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必要がある。それと、谷

垣大臣の７つのポイントにあった既受給者の問題をどうするかという点について

は、給付と負担、国庫補助というものを３つのコアとすれば、そのサブシステムの

重要な問題として考えていかなければいけない。元気な高齢者についても考慮する

必要があるという意見があったが、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

っかりと議論をしていく必要がある。そのためにも、本間先生が発言されたとおり、

次官クラスの検討の場でこの３つのコアの問題を中心に、１か月程度で詰めていた

だきたい。総理、年金に関して何か発言はございますか。 

（小泉議長） 一番関心のある問題で、年内にまとめなければならないので、しっかり

議論してもらいたい。 

（竹中議員） 坂口大臣、何かございますか。 

（坂口臨時議員） 本間先生が先程発言された選挙期間中の問題について、選挙という

のは政党間で競うわけで、政府がそのときに案を出さなければならないというわけ

ではない。むしろ、選挙の結果を踏まえて案を出すという姿勢で政府はいいのでは

ないか。野党の批判もあるが、選挙は政党間でやるものであり、政党間がそれぞれ

の案を出して競い合い、その結果を踏まえるということが常道である。それにもか

かわらずやらなければならないというのであれば、もう少し情報提供もし、我々も

急がなければならない。 

（本間議員） 検討の場では決定をするということではなく、準備する場という具合に

考えているので、情報交換も含めてよろしくお願いしたい。 

（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ある。 

   それでは、残された時間で地域と雇用の問題を議論したい。 

（吉川議員）  私から「地域活性化と雇用創出に向けて」という民間議員ペーパーを説

明させていただく。 

   現在、日本経済全体としては明るい兆しが出てきているが、こうした明るい兆し

を日本の隅々にまで浸透させる必要がある。地域経済の再生、活性化といっても、

財政の大盤振る舞い、公共事業のばらまきといった手法では、持続性のある地域経

済の再生にはつながらない。「国から地方へ」、「官から民へ」の流れを強化し、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。 

   対応の方向については、地域が主役、民間主導ということで、その大前提として

は、いわゆる三位一体の改革を着実に進めていく。対応の基本的な方向は４つある。 

   （1)は、行政サービスを民間に開放するということ。地域経済において、官が担
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っているサービスがかなりある。ここでは“官業”サービス市場と書いてあるが、

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ということである。 

   （2)は、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ということ。例

えば、建設業といった産業が地域を支えている場合、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ので、事業転換を促していく必要がある。若

干別の問題ではあるが、農業の競争力を強化し、政府の補助に過度に依存しないよ

うな体質とする。これも農業というのは、地域にとって大変重要な産業だからであ

る。 

   （3)は、地域の新規産業の創出だ。観光のほかに、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きな役割を果たしている。

高齢者というのは日本中にいるが、地方の方が過疎や高齢化が進んでいるので、そ

うした介護・医療の分野で新規産業を立ち上げていくことが重要である。 

   （4)は、地域の雇用対策の評価ということ。ワンストップセンターや若年者雇用

の問題については、先般から政府として取組みを進めているところであるが、今度

は地域の雇用という切り口で取り組むことも必要である 

   ３番目に、具体的な今後の国の取り組み方を３つ挙げている。(1)は、行政サー

ビスの民間移譲を進めるにあたって、既存法の改正が必要である場合もある。場合

によって省庁横断的に、仮称だが、地域再生法といったような法律を整備すること

も、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る。 

   （2)は、先ほどの雇用等については関係大臣のそのイニシアティブの下で施策が

取り組まれているが、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諮問会議で集中的に審議

し、16 年度の予算に、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。

また、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いる。

構造改革は様々な面で進んでいるが、それが実体経済にどういう影響を与えている

かを常に検証し、一番効果的なところに政策のリソースを割いていく必要がある。

現在、内閣府でこの点の検討を進めているが、11 月中に諮問会議で報告していた

だきたい。 

   （3)は、地域の活性化、雇用創出に向けて政府の取組みを示すということ。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

と考えている。 

（竹中議員） 麻生大臣、何かございますか。 

（麻生議員） 今、吉川議員の話にあった仕事のあっせん等々は７ページを参考にして

いただくと青森県の例が出ている。こういった取組みは、既に厚生労働省の地方労

働局と県とで実験的に始まっている。 

   アウトソーシングについても、既に総務省としては、平成 15 年９月２日に、管

理の主体に特段の制約を設けない旨の法改正が終わっている。ところが、なかなか

進まない理由は、例えば、学校のプールは、夏休みの間など閉めているので、開け

て民間に管理を行わせればいいといって、地方自治体関係を所管する省としては認

めたが、学校法の関係でできない。総務省としては取組みはしているが、うまくい

かない例がほかにもある。 

（竹中議員） 中川大臣、何かございますか。 
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（中川議員） お手元の資料の説明をさせていただきたい。 

 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って、「中小企業」とい

う言葉をあえて入れさせていただいた。基本的視点は地域の独創性、潜在能力の最

大限の発揮ということである。大都会に比べて地方、それから大企業に比べて中小

企業は経済状況が厳しい。それから失業率も、特に若年、地方が厳しい。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

ていくことが重要である。 

   竹中議員のペーパーには、具体的には５つの項目が書いてあるが、ポイントは企

業の再生、起業にあたって、インセンティブをどのように与えていくかという点で

ある。例えば、資本金１円でスタートできるというのは５年間の特別措置について、

１円企業は結構だが、運転資金はどうするのかという話がある。エンジェル的なも

のに対して、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

フティネットや何らかの優遇措置が必要なのではないかということについて、私自

身考えているところである。 

   それから、企業再生、起業という点について、産業金融ということで、国会で審

議もあったが、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、地域の活性化、雇用創出につなげていきたい。 

（竹中議員） 坂口大臣、何かございますか。 

（坂口臨時議員） 今までも地域で何とか雇用を創出するため、経済産業省とも連携し

て、各地域で自治体や連合、商工会も入って一つの会をつくっていただき、経済産

業省や厚生労働省の地方支局も加わって、地域のことを議論する場をつくったのだ

が、新しいものが出てこなかったという苦い経験がある。そこに集まっている人々

は、今までそういうことを自らやろうと思わなかったので、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い。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やっていただくようにしたところである。 

   手当等をするときは国が関与するけれども、企画・立案は地域でやってもらうと

いうことにしないと、なかなか進まない。これが進めば、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と思う。今、総務大臣からも指摘があ

ったが、二、三の地域におきましては、立派な案が出てきている。ただし、出ると

ころと出ないところとの格差が非常に大きいので、その解消をしなければならない。 

（竹中議員） 最後に本間議員に、高浜の例を簡単に紹介いただきたい。 

（本間議員） 今週月曜日に高浜の事例を見てきた。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。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請け負っている。会社自身はこういうやり

方でやればコストが安くすむという提案をしているので、収益面に厳しい部分があ

るものの、プラスの余剰を生み出している。団塊の世代がこれから定年になってく

るので、会社の社員で置き換えられる部分のところについては、その会社と市役所

で調整をし、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試みになっている。このような事

例を参考に、こうした取組みを全国に普及させることができればいいと思う。 

（竹中議員） 要するに、経済がよい方向に向かっている中で、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いるが、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る。そのための法律的、手続的な壁があ

るようにみえるということなので、民間議員からは一括法の提案があったが、まず
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は内閣府の方で法律的にどういう問題があるのか、麻生大臣が指摘されたことも含

め早急に調べ、諮問会議で報告したい。 

   中川大臣、坂口大臣の話については、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むので、11 月におそ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うので、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、案を取りまとめていただき、予算に結びつけてい

くということにしてはどうかと思う。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したい。 

   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るべきとい

う話があった。現在、産業再生・雇用対策戦略本部というものがあるが、それをど

う活用するか、改組する方がいいのか、総理、官房長官とも相談し、引き続き検討

をしていきたい。 

   最後に、社会資本整備重点計画等の閣議決定を予定しているので、それを紹介し

たい。「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いる。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いる。あわせて、「平成 15 年度以降五箇年間の道路整備の事業

量等」を配布している。これも来週の閣議決定を予定している。 

   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」旨の答弁があったので、そうしたことも踏まえ、引き続き審議をお

願いしたい。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していただき、どう

もありがとうございました。重要な課題ばかりなので、しっかりと取り組んでいた

だきたい。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

 

 

（以 上） 

 

 


