
 

平成 16 年第 14 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年６月 21 日(月) 18:03～18:58 

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    細田 博之  内閣官房長官 

同     竹中 平蔵  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

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     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     吉川 洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

 

         武藤 敏郎  日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）郵政民営化について 

（２）「基本方針 2004」の具体化に向けて 

3．閉会 

 

（説明資料） 

○ 郵政民営化への最近の取組み状況（内閣官房郵政民営化準備室） 

○ １７年度予算に向けて（有識者議員提出資料） 
○ 「日本経済２１世紀ビジョン（仮称）」に向けて（有識者議員提出資料） 
○ サービス分野における雇用の増加について（竹中議員提出資料） 

 

(配布資料) 

○ 若者自立・挑戦プランの強化の基本的方向（若者自立・挑戦戦略会議資料） 

○ 地域雇用対策について（坂口臨時議員提出資料） 

 

(概要) 
○竹中議員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）  本日は最初に「郵政民営化」、その後「『基本方針 2004』の具体化に向け

て」ということで、「17 年度予算」、「日本経済２１世紀ビジョン (仮称) 」等につ

いて御審議いただきたい。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長）  資料１ページは有識者会議の概要である。会議

では、特殊法人民営化の先行事例に関するヒアリングを実施した。５回目以降の予
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定もつくり、関係業界のヒアリング、郵政公社の決算、海外の民営化の進行状況等

についてヒアリングする予定になっている。 

    ２ページは第３回会議の模様であり、ＪＲ西日本の井出氏から国鉄改革のヒアリ

ングを行った。改革の意義が４点記載されているが、現在進めている構造改革も同

様の効果が期待でき、実現できるということであった。 

   この際、注目される事項は、世論の支持、強力な政治的リーダーシップ、部内の

改革者の存在とそのエネルギーという、３つの改革の原動力である。井出氏は、国

鉄は公共サービスの提供という名のもとに立ちどまっていたが、よく考えてみたら、

私鉄も同じように公共サービスをきちんと実施していたと述べられていた。 

   ３ページはＮＴＴの髙部氏のヒアリングである。ＮＴＴはまず民営化し、持ち株

会社のもとで再編成するという２つの段階を踏んでいる。 

   旧公社制度では５つの制約があり、それをどうしても改革する必要があった。民

営化、再編成により、進展著しい国際ビジネスチャンスへの的確な対応、研究開発

への集中、赤字・黒字が明確になったことによる経営の効率化、資本関係を維持し

た上での社員の流動化及び人的資源、資金の効率的な活用が可能な体制となった。

そして、株主を意識し、グループ全体を最適化する経営が実現できたということで

ある。 

   地域ごとの賃金水準の問題について、髙部氏は人的資源の効率的な活用というこ

とで触れられていたが、井出氏からも、ＪＲ貨物が全国統一賃金なので、その辺が

弱点かなという話があった。 

   ４ページ、第４回会議ではＪＴの本田氏からヒアリングを行った。昭和 40 年代

から民営化、改革をしなければという意識が部内にあったが、特に欧米各国からの

大きなインパクトがあり、立ち遅れが目立った。そうした中で民営化を自ら選択を

した。改革は自らやろうという内発的なことがないと成就しないと強調されていた。 

   ５ページは東京電力の築舘副社長のお話である。日本の電気事業制度は、電力会

社に供給責任を課している。特に家庭の電力は、ユニバーサルサービスをきちんと

やることが前提になっており、公益事業とユニバーサルサービスを自由化の中でど

のように調整したかという話を伺った。 

   ユニバーサルサービスは、コスト吸収など経営努力によって提供、維持すること

は可能だと強調されていた。但し、東京電力の場合は、あらかたインフラが整備さ

れており、持ち出すコストはそんなに高くないという話もあった。効率化の成果は

お客様にお返しする、株主にお返しする、そして新事業投資などトータルの利益を

配分するということであった。なお、付言として、2007 年ごろから再びこの自由化

の議論が始まると聞いており、それに備えなければならないということであった。 

   ６ページからは地方懇談会の概要である。３回を通した主な意見だが、行政サイ

ドからは、行政とのパートナーシップの維持・活用ということで、行政の代行、受

託、協定などを郵便局の窓口ネットワークを使って果たしており、その重要性、必

要性についての意見が強かった。経済界からは３地区共通した意見である。消費者

からは、窓口ネットワークが過疎地域などでなくなってしまうという危惧があり、

サービスを維持・向上させてほしいという意見であった。 

   ７ページの１つ目、２つ目にある意見は全く新しい視点と言えると思う。民営化

に対する考え方がコンビニ業界、物流事業者ではやや前向きにとらえられていると

いう印象を受けた。ここには「不安と期待」と書いてあるが、実際は、「脅威と期

待」という言葉だったと思う。怖いところもあるが、国際的なインテグレーターな

どに対し、手を握れる分野があるのではないかという、かなり前向きの議論ができ
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たという気がする。 

   金融、生保業界は、どちらかというと否定的な発言であった。農協は過疎地域に

までネットワークを持って仕事をしていることが共通するのかもしれないが、「競

争・協調」という言葉を使って生き残りへの決意を表明された。 

   公社、労働組合からはユニバーサルサービスの維持と経営自由度の確保などにつ

いての要望、組合からは初めに民営化ありきということへの反対表明があった。 

   最後に、どの地区でも共通項として聞かれたのは、今なぜ郵政民営化が必要なの

かという質問であり、これにかみ砕いて答えていく必要があると思う。これからい

ろいろな御意見をいただく必要があると思うので、準備室としては、近々、ホーム

ページを立ち上げ、広く意見の募集をし、その中で新規業務のアイディア、民営化

に向けた意見を期待したいと考えている。 

（小泉議長） 御苦労さまでした。よくまとめてある。 

 

○「基本方針 2004」の具体化に向けて 

（吉川議員） では、「17 年度予算に向けて」という資料について説明する。 

   17 年度予算は、「重点強化期間」の第一年目の予算になり、当然、実際に重点を

強化したことがわかるような、成果が見えるような予算をつくるべき。 

   基本的な考え方は小泉内閣の下で一貫した基本方針になっており、予算の全体の

規模は抑制する。そうした中でメリハリをつけて中身を見直していく。具体的には、

民間需要を誘発する効果、民間の潜在力を最大限に引き出すような政策に集中する

ということ。 

   重点課題へのメリハリのある予算配分をどのように実現していくか。その考え方

は、資料の最後にイメージ図で描いている。予算は裁量的な経費、義務的な経費と

いう形で大きく分かれているが、それとは別の座標軸で重点４分野とそれ以外とに

分かれている。100 というのが現状、あるいは前年度として、立方体をイメージし

ていただくと、４つの固まりに分けられる（付図）。基本的には重点４分野に集中

し、大きく伸びるようにしようというイメージ図である。裁量的な経費・義務的な

経費という分類は、財務省でも十分に考えられて予算編成されているが、重点４分

野への集中が実際どれぐらいできているのか、この点が薄いのではないかという印

象を持っている。実際に重点４分野にどれくらい集中しているのかを財務省でもよ

く検証していただく必要があるのではないだろうか。 

   もう１つは、従来の概算要求基準のもとで、どれくらいメリハリがつけられるの

か。そもそも要求・要望段階で重点分野へ絞り込むということが必要であり、これ

をどう実現するか。要求官庁にもインセンティブを与え、重点４分野に集中するこ

とにメリットのある方法が考えられないか。要求段階から各省がそういうところに

重点的に絞り込んで要求を出すような仕組みを何か工夫できないだろうか。これを

ぜひとも財務省にお考えいただけないだろうか。いずれにしても、重点配分が予算

編成のポイントになる。 

また昨年度から「モデル事業」、「政策群」という考え方を出しているが、多年度

で使いやすいモデル事業や、複数省庁にまたがる政策群をもっと活用していくとい

うことである。政策群については例をあげてある。 

   資料２ページ、成果目標をきちんと明確にする。これは当然のことである。 

   「評価等の予算への反映」も当然のことである。評価については、総務省での評

価をはじめ、第三者の評価というのも大変重要。それが予算にフィードバックし、

厳しい評価が出れば、その予算は大幅に縮減されるべきと常日頃言ってきている。
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しかし、それぞれの省が予算の中身を見直していくときに、その評価を一番知って

いるのは本人なのだから自己評価も大切である。行政の１つの弱点は、誤りがあり

うるという前提に立っていないというところにあるのではないか。 

    民間の企業でも間違えることはあり、大学の研究で言えば、そもそも初めから正

解に行くことはなく、10 のうち９は失敗するということが前提である。無謬神話の

ような「間違えることはあり得ない」という考えを捨て、修正していくのは当然の

こととし、政策を考えるべき。人間がやっていることなので、ずれてくるのはむし

ろ当然のことであり、重要なことは、そのまま直進するのでなく、常に修正してい

く。これが中身を見直すことにもつながるだろう。 

    第三者評価の意義を否定したわけではないが、自己評価とそれに伴う継続的な修

正が霞が関全体の予算づくりで毎年行われるべきだと考えている。 

    最後に、特別会計の改善を実行していくということである。 

    以上 17 年度予算に向けて民間議員が考えていることを申し上げた。 

（谷垣議員） 今、吉川議員からお話しいただいたことは、我々も大変共感する部分が

あるので、要求時からどうするかというようなことも少し研究してみたいが、いず

れにせよ、歳出改革路線を堅持するということで努力していきたい。 

（牛尾議員） 17 年度予算は、重点強化期間の第一年目の予算ということを各省にも意

識付けさせ、特に社会保障に関しては、これまで別格という感じがあったけれども、

今回の法律によって、給付をするためには負担が要るということを明確にしたとい

うことと、その負担の先行きを見て、ここまで来るとこうだという関係、これまで

は社会福祉は負担と給付の関係なく、必要なものは全部給付するという概念にしっ

かりとした関係を付けたということに一番意義がある。 

   問題は、保険料率が 18％台までいくのが高いか低いかという国民的な議論とか、

その国の経済の名目成長の範囲の中でしかできることはできないとか、そういうふ

うな考え方をどうやって予算に持ち込むかということだと思う。たとえ社会保障予

算でも、やはり予算というものが、給付と負担の関係なくしては政府の仕事として

あり得ないということを明確に示すことが非常に大事だ。 

   17 年度予算では、そういう点をはっきり明確に打ち出すべきだ。だから、裁量的

な経費、義務的な経費でも減らすものは減らすべきということを言いたい。そこへ

もってきて、「改革なくして成長なし」というのは、改革の効果が出てきて成長し

始めると、当然金利は高くなるのは当たり前のことであって、金利が高くなると、

国債の発行というのは相当抑えないと大変なことになる。逆に金利を低くすると、

今度は引き受け手がなくなる。このように色々な選択を迫られている実感を 17 年

度の予算から示すべきだと。当たり前のことだが、是非、強調しておきたい。 

（竹中議員） 今回の「基本方針 2004」の中では、実はかなり予算改革に焦点が当たっ

ている。予算改革を通して、小泉改革をステップアップする非常に重要なチャンス

だと思う。具体的には、特にモデル事業において、ＩＴ等々非常に幅広い部分を含

ませること、成果目標を徹底して掲げること、特別会計は数値の目標も含めてやる

こと、こうしたことに関しては、「要求時からの工夫も含めて」と谷垣議員からも

お話があったので、財務省を中心にぜひ積極的に前向きに御検討を賜りたいという

ふうに思う。予算に関連して総理。 

（小泉議長） 全体の歳出を減らす中で重点分野を増やしていく、これは極めて大事で

ある。ますます、よろしくお願いします。 

（竹中議員） メリハリに結果を出すようにお願いする。 

   続いて、「日本経済２１世紀ビジョン」についてお願いする。 
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（吉川議員） 「『日本経済２１世紀ビジョン（仮称）』に向けて」という資料について

説明する。「基本方針 2004」でも既に書いてあるが、「日本経済２１世紀ビジョン」

をとりまとめる。これは大変大きな意義がある。一番大きなことは、現在の日本の

経済社会が歴史的に見ても大きな転換点にあるということ。歴史の流れの中では余

り大きく変わらないで、10 年、20 年続いてきたことがそのまま流れていく時代も

あるが、現在は非常に大きく変わっている時代であると思う。 

   大きく変わるときには、ビジョンが必ずしもすぐに共有されるわけではないので、

経済社会の中に様々な混乱も生まれ、いろいろな考えが出てくる。ようやく、経済

が 10 年の低迷を脱却しつつあるこの時期に、構造改革に関して、あるいは日本の

２１世紀の経済社会について、ビジョンをまとめるということは大変大きな意義が

あると思っている。ビジョンについて大きく４つ挙げている。 

１番目は、人口が減少していくということ。これは間違いない事実であるが、こ

れに加えて地球規模で、資源が大きな制約条件として出てきている。こうした中で

いかにして持続的な経済成長を実現するか、このことに関するビジョンである。 

   ２番目は、２１世紀を生き抜く国際競争力をどう強化すべきかという問題。 

   ３番目は、これからの生活の豊かさ、地域との関わりをどうつくっていくか。具

体的には、例えば少子化の問題ということがあるが、これらについてのビジョンを

まとめる。 

   ４番目は、とりわけ中国経済の台頭、あるいはアジアとの連携、ＦＴＡ等だと思

う。グローバル化した国際関係の下での新たな連携を探ることである。 

   こうやって挙げてみると、個々の問題についてはかなり議論されてきている。政

府の中でもいろいろな検討会とか審議会とか研究会というのがある。しかしながら、

これを全体としてまとめて１つのビジョンにする作業は不十分である。例えば明治

の初めでいうと「文明開化」など４文字熟語がいろいろあるけれども、このように

抽象的ではあるが、直観に訴えるようなものがビジョンだとすれば、今挙げてきた

ようなことを全体としてまとめてビジョンにするという作業は必ずしもなされて

いない。言い換えれば、国民とのコミュニケーションの問題ということだろうが、

そうしたことがある。 

   また、幾つかの問題は、必ずしも専門家の間でも意見が一致していない。専門的

な知見についてもう少し詰めた方がいいこともある。それから、個々には議論され

てきたけれども、総合的なビジョンにはなりきっていないものもある。 

   こうしたことを含めて、２１世紀のビジョンを政府としてまとめることは大変重

要だと思う。具体的には、諮問会議の下に専門調査会を設置するということを提案

する。 

（竹中議員） それでは、専門調査会の設置等々の提案について、御自由に御議論いた

だきたい。 

（牛尾議員） 非常に適切な時期に１つのビジョン。今、吉川議員が説明されたとおり

だと思う。ただ、先の話というのは大体極端になりやすくて、人口問題でも何か

100 年経ったら日本の人口が 6,400 万人になるとか、そういう話をしてみてもし

ょうがない。現実的には出生率（合計特殊出生率）が 1.32 の前提だと 2050 年に

１億 60 万人になると言われている。それがもし最新統計の出生率 1.29 であったら

もっと早くそうなるだろう。私は１億人というのが、１つの死守するべき大きな人

口総数だと思う。その範囲の中でどう考えていくか。 

   しかし片方で労働力の量的側面において競争力が減っている中でやっていくと

すれば、個人の優れた能力をどんどん発揮させるような社会をつくる。そうすると、
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弱者切り捨て的なイメージになる。しかし、成功した個別企業がなぜ生き残ってい

るかというと、中核的なものは非常に優秀な人の能力を最大に発揮させながら、片

方で努力する人で少々力が弱くても、それを吸収するような和の経営をやっている。

そういう２つの能力のセッティングを、政治の場合には、国と県と市町村と官と民

の間でどういうふうに分担していくのだということが十分議論されていない。 

   アメリカでも、現在 20 年ぐらい前から、そういう意味でトラストという問題を

提起して信頼をどう植えつけるかという議論が新しい民主主義の基盤になってい

る。しかし、我々も、「改革と展望」にしても、日本の国内だけでつい見がちであ

る。去年ゴールドマン・サックスが、ブラジルとロシアとインドと中国、ＢＲＩＣ

ｓが世界の経済の大半以上を占めるだろうというレポートを発表した。今、日本経

済が世界２位で 15％という現状なんて維持できず、もしそのレポートが本当なら、

日本は５位以下で恐らく６％、７％になってしまう。 

   世界経済のパイが永遠に伸びていれば６％、７％でもいいけれども、経済なんて

永遠に伸び続けるはずがないので、世界全体の成長率が１％か、２％まで停滞して

きて、日本のシェアが６％、７％になったら、日本のことだけでは解決できないも

のも出てくる。日本も分相応の国民生活というものを考えなければならない。しか

も片方では競争力を増していかなければいけない。ヨーロッパや北米や中南米が各

地域経済ブロックを作っていくと、アジアの中のグローバルな国際関係の中で日本

がどういう役割を設定していくか、中国と日本の間で 10 年先を考えてどういう設

定をしていくかもう真剣に考えなければいけないときに来ているのに、もっぱら中

国に対して、短期的な目先の問題ばっかり議論しているところがある。アジアの中

で日本が中国とともにイニシアチブをとりながらアジアの力を引き出して、我が国

もそれによって成長していく考え方をとるかということはかなり真剣に考えなけ

ればいけない。日本は少子化で人口は減っていく一方、世界の人口は増加してくる。

日本のシェアは落ちることは必然的な現実であるから、その現実から目をそらさな

いで、明るい希望に対しては徹底的に努力をする。そういう民間経営で持っている

経営努力と、汗をかいている人が皆救われるような和の経営を、国においてどう位

置づけていくかが大事である。 

   そういう点では、冒頭で述べられた「日本経済２１世紀ビジョン」は極めて重要

であり、成功するかどうかは人選にかかっている。大平政権のときに、こういう懇

談会を十ぐらいつくられたが、各懇談会の 40％ぐらいに若い官僚を入れた。それ

を中曽根政権で実現していく過程の中で、我々のつくった案だという意識が非常に

行政の協力体制をつくった。今の行政の人に本当に国のために省を離れた議論がで

きるだろうかという、いろんな議論もあると思う。官民の連動、産官学の連動、そ

してアドバイザーとしては外国の知恵も入れられるような、人選が非常に大事だと

いうことを申し上げたい。 

（麻生議員） 私の表現で言うと、やっぱりこれは「ほら」が要るんだと思う。気宇壮

大なほらを考えないと、夢とかないと何となく実現可能なものだと、どうしてもこ

ういう通念的なことになるから、最低でも 20 年先のことを考える。しかし、20 年

後のことは何人も予測し得ないというのが、20 世紀が人類に与えた最大の教訓だ

ったと思っている。だから、私が生まれた 1940 年に日米安保条約ができるなんて

思っていた人は１人もいないし、あの時代にイスラエルという国ができると思った

人も１人もいないし、1980 年の時点でソ連がなくなるなんて思っていた人も１人

もいない。それでも、やっぱりその国の国益に立って置かれている状況を考えて、

明治で言えば、岩倉具視たちが、これはこのまま行ったらロシアの植民地だと、生
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き残るためにどうすればいいか、ということを見抜いたところがあの政治家たちの

一番偉いところだと思う。 

   そういった意味で、今の国際状況に置かれて、このような教育も含めていろいろ

あるけれども、こういったものを含めて、これまではお互いにほらを吹いた中から

いろいろ出てきたのだと思う。最近それはできないことになっているから、そうい

うことを何となくしゃべりたくなる雰囲気が出てこないと、縦割りになっているの

で頭の整理もなかなかできない。シチュエーションは大事だと思う。 

（谷垣議員） ビジョンというからには、やはり麻生議員のおっしゃるような気宇壮大

なものでなければいけないので、余り狭い意味での経済になってしまうとおもしろ

くない。やはり経世済民ということで広く文化とか歴史とか、ここにも出ているが、

家庭の役割は何だ、地域社会の役割は何だというようなところも含めて広く議論を

していただくべきじゃないかと思う。 

それから、牛尾議員がおっしゃった人選というのは私も大事だと思い、大平研究

会のことを聞くと、役人も、若いうちから参加して、毎回総理がじっと耳を傾けて

くださるので、えらく燃えたということだった。そういったようなことから、いろ

んな若い学者の方々のネットワークもでき、日本の政治の質を高めるのに役立った

と思うので、ぜひ、そういう若い方で志に燃えた方を、官界だけじゃなく経済界、

学界、文化人、幅広く選んで活発に議論していただきたいと思う。 

（細田議員） 私自身は 21 世紀と言えば若い人だと思う。だから若い人一人一人を磨

いていくと、一人一人がいろんな意味で役に立つ、キラリと光る人材を若いうちか

ら磨いて、それぞれが有意義な人生を送り、その集合体としての日本がまた力をつ

けていく。こういう若い人対策について、人口の減少とかいろんなことがあるが、

そういうことをビジョンに持ってくるべきじゃないかと。どうやって磨いていくん

だと。先輩あるいは指導者、教育者を含む社会、企業、そういったところがこれま

でと考え方を変えて、親とか家庭とかあるが、そういう時代に入っているのに、そ

こがやっぱり十分でない。実態は深刻なので、磨き方だと私は思う。 

（竹中議員）  実はこの 21 世紀ビジョンも今回の骨太の非常に大きな目玉であると思

っている。今いただいた御意見を集約すると大体４点、人選が大変重要であるとい

うのが第１点、特に官の参加も積極的に考えるべし、若い層も考えるべし。２点と

して、やはりこれは参加型ということだと思う。官の参加もあったが、恐らく民の

参加も重要であって、オープンソース、参加型でやるということが２点目だと思う。

３番目が、麻生議員の言葉によれば「ほら」、私の言葉によれば「ビッグピクチャ

ー」、大きな絵ということになると思うが、広い分野で議論するということだと思

う。４番目に細田議員の意見にあるように、恐らくベースは人、何を議論するとき

もそのベースに人をやはり見ておけということではないかと思う。そういう方向を

踏まえ、基本的な専門調査会の設置、それと検討すべき課題等々について、今日の

民間議員の資料を基本に据えて提案に沿ってやっていくということかと思う。 

（小泉議長） 逆に言えば、今の改革を進めていくとこうなるんだということだよな。

それが大事なんだ。今の改革を進めるとこうなりますと。要はやっぱり人だな、人。 

（竹中議員）  それでは、残りの時間で「基本方針 2004」の具体化に向けた課題という

ことで、雇用の問題を少しだけ御議論させていただく。 

   簡単に私の方から最近の雇用情勢について申し上げるが、御承知のように、民需

主導で経済は着実に回復している。４月及び５月は失業率 4.7 ％のところまで低

下をしている。厳しさが残るけれども改善している。お手元に雇用者数、特にサー

ビス業に関する資料が配布されているが、御承知のように小泉内閣としては、サー
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ビス業の分野で 530 万人の雇用創出ということで目標を掲げてやっているが、最

近の内閣府の試算によると、この３年４カ月で 530 万人のうちの 250 万人の雇用

が創出されたという結果が出ている。今まで 200 万人と申し上げてきたが、250 万

人創出されたという数字を今後ぜひ心にとめていただきたいと思う。 

   ただ、雇用については、若年層の失業率が依然として高い。また、地域によって

はばらつきが見られる。厳しい状況もあることから、今後ともこれに関する強化が

必要であると思うのでご意見等々いただければと思う。 

   なお、18 日に開催された「若者自立・挑戦戦略会議」でとりまとめられた「若者

自立・挑戦プランの強化の基本方向」を配布している。また、本日、坂口臨時議員

の資料も配布しているので、御参照いただきたい。 

（奥田議員） 最初に雇用のことについてお話ししたいが、雇用保険の枠外にある若者

と主婦、それから一度職を離れた中高年、こういう施策の空白地帯になっている人

たちの雇用問題は現在大きいと思っている。これらの人たちに思い切った対策を講

じて、ミスマッチを解消して雇用拡大の実を上げるということはともかく重要なこ

とだと思う。 

   特に今お話があったが、新卒で働く意欲があるのに職がない若者ということにつ

いては、我が国の労働力の質を劣化させないために、職業訓練のあり方というもの

を本気で検討することが必要であるということで、18 日の「若者自立・挑戦戦略

会議」の場で議論がされたと聞いているが、若者が自分の選択で本格的に能力開発

するための新しい仕組みをなるべく早く講じてほしいということが第１の問題。 

   もう１つ注意していかなきゃいけないと思うのは、フリーターとか、あるいは若

年無業者、こういう言葉があちらこちらに出てくる。やはり、若年で職に就いてい

ない人についての分類をもう少し類型化して、例えば非正社員とか失業者、それか

ら非労動力とか、こういうようなことを見ると、各省庁がつかんでいる数字は、フ

リーターは内閣府では 417 万人になっているが、厚労省では 193 万人、それから

若年無業者というのが約 200 万人、それから、いわゆるニートという働く気のな

い人、勤労意欲のない人、こういうのは１つの層として 43 万人ぐらいいるという

ことで、もうちょっとフリーターとか若年無業者とか、こういうものについて、も

うちょっと層別して、それに応じた教育とか職業訓練とか、そういうものはやるべ

きじゃないかと考えている。 

   それから、この機会にぜひお話ししたいが、社会保険庁の問題。これは大臣が欠

席なので、ここで発言するのがいいのかどうかよくわからないが、社会保障全体の

改革について、連絡協議会が設置されて本格的な議論がやられるのは当然で、ぜひ

これは歓迎したいと思う。ただし、経済全体とのかかわりとか、あるいは国民負担

全体のかかわりという視点で、この諮問会議での議論は不可欠であると思うので、

ぜひ、諮問会議を全体像の議論をする場として、使うべきだと思う。 

   それから、社会保険庁の改革については、坂口私案というのが発表されているが、

概ね１年をかけて検討するというのは、国民の意識とはとてもかけ離れているので、

すぐ実施すること、あと１年かけて議論すべきことを分けて改革に取り組むべきだ

と思う。それから、途中段階であっても、国民の関心事でもあるので、諮問会議に

経過報告をしてほしいと思っている。民間有識者の会合を開催して意見を求めると

いうことは評価できるが、抜本的な改革に向けて国民の納得する人選をぜひお願い

したいと思っている。いずれにしろ、国民がより質の高いサービスを享受できるよ

うに他の公的機関との統合連携、そういうことまでも視野に入れて改革を検討すべ

きだと考えている。 
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   この社会保険庁の問題について、国税庁と一緒にしたらどうだとか、あるいはア

ウトソーシングでやったらどうかとか、そういう話が出ているが、この問題につい

ては、出口のところではコンピュータ化してやるのだが、入り口のところが非常に

難しい。自分の嫁さんが一時若いときに就職していて、会社をやめて専業主婦にな

った、たったそれだけのことを社会保険庁へ話を聞きに行ったら４時間かかったと。

そういうケースを見ていると、幾ら立派なコンピュータのシステムをつくっても、

結局インプットするデータベースが全然はっきりしていないということで、データ

ベースをはっきりするために社会保険庁というのは非常に難しい努力が要るので

はないかと思っている。この点についても、ぜひ霞が関全体で、システムを今やっ

ているわけだから、システムのことをよく勉強して、それを実際に取り入れるべき

じゃないかと思っている。 

（麻生議員） 今の件については、住基カードと公的個人認証サービスの電子証明書を

用いて本人確認を厳格に行ったうえで、自分の年金はどうなっているかは端末で全

部わかるようにする。2005 年までに必ず全部できるようにしてほしいということ

を、総務省として社会保険庁に既に話をしている。 

（牛尾議員） 今、予算が限られている状況では、規制改革で経済を活性化させるしか

ないが、なかなか進んでいない。そういう意味において、市場化テストというのは

非常に効果があると思う。いろいろと抵抗もあると思うので、全省庁が強制的に参

加するよう法制化するというぐらいのことが考えられる。私は、規制緩和ではなく、

規制撤廃が重要であると常々言っているが、規制撤廃がほとんど進んでいない。デ

ィレギュレーションというのは規制撤廃であり、「緩和」というのは意訳である。

17 年度予算と並行して実行する決意を固めることによって、経済の活性化を進め

ることが重要である。 

   市場化テストというのは完全に官民の競争条件、競争入札なので、非常に活性化

すると思う。 

（奥田議員） 観光については、規制撤廃と同時に新しい規制をつくる必要があると思

う。例えば、町並みの景観を良くするための電柱地中化など、そういった部分は逆

に規制をかけていく必要がある。そういった点もぜひ考えていただきたい。 

（牛尾議員） 日本の場合は、ニュールールが一番いい。新しいルール、しかも簡素で

誰が見てもわかるようなものをつくることが重要である。 

（竹中議員）  それでは、今の議論については、本日、坂口大臣が欠席なので、冒頭に

あった雇用保険の枠外の若年者の対応策を強化すること、フリーターの実態把握と

それの対応をしっかり行うこと、社会保険庁の改革については、すぐできることと

必要があれば１年かけること等をしっかり吟味の上、諮問会議に報告いただきたい

ということ、そういう意見があったことを私から坂口大臣にお伝えする。 

   市場化テストについては、法制化を含めて前向きに積極的に対応すべきという意

見があったことを金子大臣にお伝えする。 

   観光に関する新しい枠組み、ニュールールについては、観光立国の専門家の会議

があるので、細田議員の方で、検討いただければと思う。 

（小泉議長） 若者の雇用について、産官学ではなくて、学校と企業がもっと連携して、

子どものときから仕事というものはどういうものという触れ合いをつくる必要が

あると思う。茨城のある地域では、学校の生徒が毎日２人１組になって、この地域

の一人暮らしの老人を毎日訪れるという話をきいたが、これは大変よい取組みだと

思う。生徒のためにもよいし、お年寄りも毎日誰かが来てくれることになる。子ど

もは仕事というものを知らないから、卒業しても何の職業に就くかわからない人が
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多い。若いときから企業と学校の協力体制というものをもっとつくっていただきた

い。 

   社会保険庁の問題について、坂口議員にも話をしたが、トップが民間人というだ

けではだめである。経済界も協力して、何人かグループとなって、民間人のトップ

と一緒に改革してもらうのがよい。１人だけトップだと浮いてしまうから。 

（奥田議員） 確かに、トップが民間人というだけでは、どうにもならない。 

（小泉議長） ぜひとも経済界から一緒に、トップが民間人だったら、改革をやる民間

人も何名か一緒に連れていく。二、三人じゃなくて数十名で。そのぐらいのことで

協力をお願いしたい。 

（奥田議員） 若者のインターンシップというのを今、盛んに各会社でやっていて、１

人でも２人ずつでも実際に職場で経験させるとか、そういうことはかなり進んでい

るが、社会保険庁については、とても１人では太刀打ちできない。相当の数を投入

しないといけないと思う。 

（小泉議長） そういう点をよろしくお願いしたい。 

（牛尾議員） １年は待てないという奥田議員の話は国民の実感だと思う。 

（竹中議員）  今の総理の話について、奥田議員にはぜひ対応願いたい。 

（以 上） 


