
 

 
 

 

 

 

    

   

   

   

     

   

     

    

     

       

 

 

    

 

      

 

 

  

平成 16 年第 21 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  1 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年８月 26 日（木）16:46～19:08 

2．場所: 官邸４階大会議室 

3．出席者： 

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 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    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 河村 建夫 文部科学大臣 


同    坂口 力 厚生労働大臣 


泉 信也 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）郵政民営化 

（２）社会保障の一体的見直し等 

（３）人間力の強化に向けた取組み 

3.閉会 

（説明資料） 

○坂口臨時議員提出資料 

○社会保障制度の一体的見直しについて（有識者議員提出資料） 

○年金の制度改革について（有識者議員提出資料） 

○若者自立・挑戦プランの強化に向けた取組について（河村臨時議員提出資料） 

○産業人材の育成・強化について（中川議員提出資料） 

○人間力の強化について（有識者議員提出資料） 
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平成 16 年第 21 回 議事録 

（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。 

本日の集中審議でありますが、まず「郵政民営化」についてフリーディスカッ

ションをしていただきたいと思っております。その後坂口大臣にお出でをいただ

きまして、「社会保障の一体的見直し等」について御議論いただきます。その後、

人間力の強化の集中審議をいたします。その際、坂口大臣とともに河村大臣にも

御参加をいただきます。 

なお、前回に続きまして、中川大臣、海外出張でございまして、泉副大臣にお

出でをいただいております。よろしくお願いします。 

○郵政民営化

（竹中議員） それでは、郵政民営化の議論を少ししていただきたいんですが、お手

元に郵政民営化の骨子、８月６日にまとめたものをお配りしておりますが、前回

までの骨子の議論で更に議論を要する点を私なりに特に４点あるのかなというこ

とで整理しました。 

まず、残された論点のうちの第１は、分社化の方針、分社化をどのように置く

か。純粋持株会社の下に４つの事業会社を置くのか、それとも窓口ネットワーク

会社を持株会社として、その下に３つの事業会社を置くのかといった点。更に一

旦分社化をしたとして、その後、郵貯銀行と郵便保険会社については、昀終的な

姿としてどのように考えるのかといった論点もあろうかと思います。 

２番目の点は、2007年４月の民営化時点における組織形態をどうするか。2007

年４月の時点から分社化すべきではないかという視点が当然あるわけですが、同

時に、実務上それがなかなか困難であるというような御指摘もなされております。

その際、どのように考えるのかという問題があろうかと思います。 

３番目は、地域分割をどのように考えるか。窓口ネットワーク会社は地域分割す

べきではないかという議論もありますし、他の会社を地域分割するかどうかにつ

いては経営人の判断に任せることでいいのか。骨子でまだ認められていない点を

どのように考えるかということです。 

４番目の推進体制でありますけれども、民営化された後、経営の自由度とイコ

ールフッティングをどのように調和させていくのかというのは大変重要なポイン

トであろうかと思います。いずれにしましても、全閣僚で構成される郵政民営化

推進本部のようなものが必要なのではないかと思われますが、そのレビューのた

めに有識者で構成されるような監視組織等々をどのように考えるかという問題も

あろうかと思います。 

このほかにも論点があろうかと思いますが、どうぞ御自由に御議論をいただき
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たいと思います。 

（吉川議員） お話の中にあった４つの論点については、特に昀初の２つについては、

我々民間議員として考えをも既に明らかにしてきているわけですが、分社化の方

針としては、純粋持株会社の下に４つの事業会社を置くのが望ましいと、このよ

うに我々は考えています。１番目ですね。 

それから２番目、民営化時点における組織形態ですが、これは2007年４月の時

点から分社化すべきと考えています。この点については、先ほど竹中大臣が紹介

されましたが、実務上間に合わないという声があるということはふうに認識して

います。とりわけ分社化するに際してのシステムの設計等、２年間では間に合わ

ないという考え方のようですが、私、個人的には納得していません。むしろ私の

耳に入ってくるのは、その間に統合することはかなり時間がかかるにしても、分

ける方ははるかに早くできるという意見もかなりあると承知していますので納得

しておりません。 

１つのわかりやすいやり方は、オークションを行うということではないかと思

います。２年間で分社化にふさわしいシステムを設計できるかどうか。オークシ

ョンをすれば必ずやたくさんの会社、たくさんの人が手を挙げて、２年間で分社

化のためのシステムを設計すると、できるに違いないと私は思います。いずれに

しても、この点については、今のところ実務的にできないということは意見が開

陳されるわけですけれども、もしそうであれば、なぜできないかということを積

極的に示す必要があると思いますし、私自身は繰り返し述べているとおり、分社

化に伴うシステム設計というのは、２年間でできるのではないかと、このように

考えております。 

それから、３番目はとりあえずパスして、４番目の推進体制ですが、これは当

然推進していくために強力なリーダーシップが必要でしょうから、従前からこの

問題は総理がリーダーシップを発揮されてこられたテーマなわけですから、総理

中心の推進体制というものが築かれてしかるべきだと、このように考えています。

以上です。 

（麻生議員） それでは、今の意見と全く反対の意見を言ってみたいと思います。 

分社化につきましては、分社化する方向でこれを４つの事業会社にするのか、

純粋持株会社の中に窓口を管理する窓口会社を置くのか等々につきましては、各

社の経営方針やら、各社の店舗戦略を考えたときにおいては、ばらばらにやられ

たらとてももちませんから、私は基本的にはそこを分社化にして、それぞれ別会

社になっていくのはいいんだと思いますけれども、事業会社は４つなのか、３つ

なのかを含めまして、これは新経営体制で考えられるのがしかるべきだと思って

います。 

2007年４月から分社化すべきというのに対しては、システムについては、入札

というのは１つの考え方として先端的な御意見なんだと思いますけれども、郵便

を扱っておられるということに関しての認識が欠落しておられるのではないか。

少なくとも、この点に関しては、特別送達を含めいろんなものをきちんと配達で
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きるということであって、みずほ銀行はたしか約２年半かかって失敗した。シス

テムダウンしたと思いますが、あれと同じ轍を踏むということは、民間会社なら

ともかく、郵便がそのようなことになるというのはとてもじゃないという感じが

いたしますので、今の合理化・民営化を推進しておられる生田総裁が無理と言っ

ておられる話を外側から見て大丈夫だ、大丈夫だというのは、私としては、経営

者の側としてはとても責任を負いかねるということになるだろうなと、私自身は

そう思いますので、この点に関しましては、少なくとも2007年の時点おいて、今、

１つの会社でスタートする以外手がないのではないかと。私は生田総裁の意見を

尊重されてしかるべきなんじゃないかと。 

また、組合員28万人という現状を、組合対策ということをどういう具合に考え

ておられるのかぜひ御意見を聞かせていただければと思っております。１つの会

社は１つの組合なんでしょうか。４つの組合にされるおつもりなんでしょうか。

それはどうやって分けてられると組合と話を付けられるおつもりなのかぜひ伺っ

ておきたいと思います。 

推進体制につきましては、この前の一番昀後のところの民営化の基本方針のと

ころ骨子に見直すための委員会を設置するということで決まっておりますので、

総理を中心にいろんな形のものがここで考えられるべきだと思っております。そ

れはよろしいんだと思いますが、ぜひ１つだけ私どもの立場から言わせていただ

くと、これは法案にして国会を通さなければいけない、という作業を抱えており

ますので、ここで議論してまとまれば、それがすんなり通るなどと思っていただ

いては困ります。 

これは法案として通す必要があり、そのためにいろいろな理解を得ていく必要

があります。学生も夏休みですからおわかりでしょうが、こちらの国会議員もほ

とんどおらぬという状況で、中川担当大臣も海外、その他郵政族の方もいらっし

ゃらないという状況の中で、新聞にだけどんどん出てくる状態がどのような心理

を議員に与えるかという配慮を基本的にしておいていただきたい。民営化という

ことを何らかの形で折り合いをつけなければいけないとみんな思っておるわけで

すから、そう思っている人たちを折り合いにくくさせるような表現が外にまかり

通るような形はぜひ避けていただきたい。骨子をまとめた段階でもそんな状態に

なっているので、何らかの形でまとめるという気持ちを持っている人を逆撫です

ることにならないかと危惧している。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 今、麻生大臣のお言葉を拝聴して２つ発言させていただきたいと思い

ます。 

１点目は、「組合」という言葉が出ましたが、雇用との関係で言えば、３事業

ないしは４事業、そうした事業が将来性を持って持続的なビジネスとして立ち上

がることこそが、雇用の面でも昀もよいことだと。そこで働いている人にとって

も昀もよいことなんだと、こういう考えに立っているわけです。その上で我々と

しては、現状とは違っても、将来的には時代の変化の中でこうした改革変化が望
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ましいと、こういう立場で発言しておるわけです。 

それから２点目ですが、政治との関係。これについては、私の記憶では、たし

か小泉内閣が成立して当初のころだったと思うんですが、ちょうど今大臣が出さ

れたのと非常に似た問題が当時の扇大臣からこの場で出されたように記憶してお

ります。そのときに、総理から、我々民間議員はとりあえず政治のことは考えな

くてよろしいと、政治のこととは別に自分がどのようなことが正しいと思うか、

そのことを発言せよと、こういうようなお言葉をいただいたわけであります。も

ともとこの会議では、法律で我々の任務は決まっているわけでありますけれども、

経済とか財政の重要事項について審議・調査するというのが我々の仕事だという

ふうに理解をして、その上で今申し上げたとおり、政治のこととはとりあえずは

独立に、我々として、このようなことが経済・財政のことについては正しいと、

そういうことをいつも発言しているつもりであります。もとより逆撫でするとい

うような気持ちはどこにもないわけであります。この点を御理解いただければと

思います。 

（竹中議員） それでは、牛尾議員、麻生大臣の順番で。 

（牛尾議員） 2007年４月の民営化というのは、この前も申し上げたように、これは

総理の方針で総裁選挙や参議院選挙を経て既成の事実として認知されているとい

う前提で作業をしている。だから、７月から民営化ができるということで、昀善

の民営化とは何かということを議論するということであります。 

民営化というのは、基本的には分割民営というのが唯一成功する例であって、

部門、部門にリスクを遮断して、それぞれが事業責任を持ってやるという前提で

やっている。ＪＲはいろんな問題がありましたが、分割民営化によって非常に成

功した。 

だから、2007年４月からの民営化というものが、これが認知されるのであれば、

これは分割民営化でなければならないと思っております。07年４月の分割が非常

に困難だということの中で、システムの理由というのは私は当たらないと思いま

す。これは常識的に考えて１年半か２年あれば十分できる、特にシステムの分割

は統合に比べてより簡単でありますから、十分にできることでありまして、ただ、

現在では、もっと早くできるということが言いにくい雰囲気が日本の業界にはあ

るという事実は知っております。しかし、これは大きな理由にはなりません。 

ただ、麻生大臣がおっしゃっている国会での運びとか、労使問題というものは

簡単ではないと。これはこの場で議論するのは非常に困難であって、我々はそう

いうことを発言するのは難しいのでありますが、これは別途政治の問題としてお

考えいただくしか仕方がないので、そのために遅れるのだというのであれば、こ

れはやはり違った要因で議論をされないと、我々が介入するわけにはいかない。

ただ申し上げたいのは、民営化の効率を高めるというのは分割が前提であり、過

去の経験から言っても民営化は民営分割化でないと効果が出ていないということ

をあえて強調しておきたいと思います。 

それから、郵貯と簡保に関しては、できるだけ早く民有民営にしなければ、政
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府保証の問題も込めて、やはりイコールフッティングとか、国際的にもいろんな

問題が出てくる。だから、2007年に分割がスタートして、国有民営でスタートと

しても、金融の２社に関しては、遅くとも３、４年、できれば２年ぐらいで民営

分割の形をとる必要があるというふうに思います。 

それから、窓口ネットワーク会社が経過措置として持株会社になるということ

については、次善の策としては十分理解できますけれども、できれば純粋持株会

社にこしたことはないということを申し上げたいと思います。以上です。 

（竹中議員） 麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） ４つなり３つなりに分社化するという点に関して反対はしておりませ

んので、そこのところはまずあらかじめはっきりしておきますが、問題は、その

４つまたは３つの会社のどの会社に自分は行くのかというのは組合員に選択させ

るわけですね。儲かる会社に行きたい、儲からない会社に行きたくないと考える

のは普通だと思いますけれども、それを20何万人の組合員全員にぱっと話がつく

でしょうか。正直申し上げて、炭鉱で2,500 人を相手にしたときでも結構大変で

した。 

システムの話は、今いろいろな形で技術が進歩しておりますから、僕もそんな

にこの種のＩＴの技術に詳しいわけではありませんけれども、そういった意味で

も不可能ではないかもしれないのではないか。ただ、この場合は、民間会社とは

いえ、仮にも郵便を請け負うということになるとほぼ100 ％という、今でもほと

んど間違いがなく届く、たった１通のお年玉葉書が届かなかったといって、郵政

監察官が入ってくるというほどの正確さを誇る郵便事業なんですが、そういうも

ののサービスを維持するという前提で考えていった場合に、このシステムもよほ

ど完璧なものに仕上げなければならない。 

それから、２つ目の点の立法府のことを考えなくていいというのは、この会議

においては当然、そういう前提でみんな入っておられるんだと思いますので、そ

の点は私も全く異論はありません。ただ、我々は立法府に身を置くと同時に、今、

行政府にも身を置いており、その点はぜひあらかじめ頭に入れておいていただか

ないと、通れるものも通りにくくするというのは避けたいというのが私の考えで

あります。 

（竹中議員） 本間議員、奥田議員の順番でお願いします。 

（本間議員） 麻生大臣のお立場は非常によく理解できる部分がありますが、やはり、

この郵政民営化に関しましては国民的な関心も高い、とりわけ、2007年のスター

トの形態については、その精神をシンボリックにあらわすことになるわけであり

まして、民間会社としての性格をできるだけ保持する形でスタートをすべきだろ

うというのが我々の立場であります。 

この分社化の方針につきましては、やはり郵政公社の機能を４つに分類し、そ

れぞれがビジネスモデルとして成り立つということを議論し、かつ、その４つの

機能が相互にリスク遮断がきちんとできるということを前提にしながらデザイン

すべきだと、こういう考え方で進めてきたわけでありますので、窓口ネットワー
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ク会社を持株会社にするという考え方は、この２つの点において私は非常に問題

があるんだろうという具合に思います。 

また、窓口ネットワーク会社が多様な地域サービスを可能にするために分割し

てはどうかと、こういう議論もあったわけでありまして、地域分割を将来可能性

として含む窓口ネットワーク会社を持株会社にすることは、論理的には矛盾が起

こるのではないかと考えております。純粋持株会社の下に４つ事業会社を置くと、

こういうことが必要になってくるという具合に考えております。 

2007年４月の民営化時点における組織形態につきまして、ＩＴの分割の技術的

問題についてそれぞれの立場から議論が出たわけでありますけれども、私はその

点については、よく言われているみずほ銀行の場合、技術的な問題ではなくて、

むしろ主導権争いに時間を要したと、こういうことが現実ではないかと考えてお

りまして、その点はクリアできるのではないかと考えます。ぜひここはやはり、

できるだけ持株会社で特殊会社というイメージを払拭する形でのスタートという

ものが必要になってくるという具合に考えます。 

それから、推進体制でありますけれども、これは総理のまさにリーダーシップ

の下で推進されてきたということもございます。その点では、これは総理直属の

形で全閣僚による推進本部を設け、その下に監視委員会をつくるという形で混乱

のない形で総合的な観点からサーベイランスをする。これはまさに移行期におい

ては、裁量行政が極めて大きなところでありまして、この裁量行政が大きいとい

うことは、政府のコミットメント、政府保証という観点でも非常に大きなイメー

ジを国民に与えるわけでありますので、民業圧迫という観点から言っても、この

点については、やはり総合的な視点、リーダーシップの下できちんとした組織形

態になるような工夫というものが必要であろうと思います。道路公団のように独

立した形でありますと、また混乱が起こるということもあり得る話でありますか

ら、ぜひこの点についてはコントローラビリティが効く形での監視組織というも

のを準備すべきだろうと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 私からはリスク遮断の問題についてちょっとお話ししたいんですが、

２つ問題があって、純粋持株会社の場合と、それから事業持株会社のケースと２

つあると思うんです。実際に我々はたくさん子会社を持っておるわけですけれど

も、結局リスク遮断という話になれば、これは実際にＡの部門が損したら、Ｃの

部門が補填するという話は、実際に経営をやっている人間としては当然出てくる

発想なんですね。恐らく、こういうケースも、多分、郵便がだめだったから貯金

の方で面倒をみてやるかとか、そういう話は経営をする人は考え方としては持つ

と。しかし、それはあってはならないことで、やっぱりあってはならないことで

あれば、これは実際には起こり得る可能性というのを考えながら、組織論的には

純粋持株会社で４つ分けておくというのがパブリックに対する説明責任としても、

それが一番いいんじゃないかと。 
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しかし、実際に純粋持株会社になったからといって、リスクの遮断ができるか

できないかというのは、これは経営者が自分で決める範囲であって、アメリカの

コングロマリットなどを見ていると、ここで設けた金をどこかへ持っていって新

しい会社をつくって経営していく、それが要するに経営の常道であって、そんな

に右から左へぴしぴしと切れるものじゃないと。こういう現実は理解しておきな

がら、しかしやっぱり、説明責任としては、純粋持株会社は組織論的に言っても

一番いいんじゃないかなと、そういうふうに思っていますけど。 

（竹中議員） 福井総裁、そして麻生大臣の順番でお願いします。 

（福井議員） 残された論点は、いろいろ難しい問題があるから論点として残ってい

るのだろうと思うんですけれども、この難しい問題を昀終的に判断するときは、

結局どういう基準を優先して判断するかということだと思います。 

新しく民営化された郵政会社のそれぞれの事業がマーケットの中で本当に有効

に機能するという視点でいけば、まずやっぱりリスク遮断ということに非常に大

きなウェートを置くということと、なるべく早く昀終的な民営化の姿に持ってい

くこと、この時間的距離ですね、この２つが私は非常に重要じゃないかと。 

前者について言えば、持株会社の形式は、やはり選択の余地は純粋持株会社以

外にはほとんど残らないんじゃないかというふうに思いますし、それから準備期

間とその準備のための必要な事務ということでありますけれども、なるべく昀終

的な民営化の姿に持っていくというためには、やはり2007年４月に昀低でも持株

会社方式には移行する。システムをはじめ、移行上、時間的余裕がなくて困難だ

ということであれば、どういう点がどの程度困難なのかということをもうちょっ

と確認する必要があるし、もし本当にそういう物理的な理由で困難性が昀後まで

残るとした場合でも、やはり法律的な準備としては2007年４月からといっても、

本当に物理的な面では、本格実施に猶予を持たせることはあり得ると思います。

そういうふうに性格をはっきり分けた方がいいんじゃないかというふうに思いま

す。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） それぞれ御意見をいただいたんだと思いますけれども、基本的には今、

福井総裁が言われましたように、リスクの遮断は、これは牛尾議員も同じことを

言われたんですが、リスクの遮断ということに関しましては、これは当然考えな

ければいけない一方で、奥田議員がおっしゃるとおり、仮に持株会社ということ

に昀終的になったとしてもリスク遮断の保証なんかないよと。アメリカなんか見

てごらんという話ですけど、私もそれはそのとおりだと思いますので、理想論の

話と現場の経営の話とは全然話が違いますので、私はこんな簡単にいく話ではな

いんだと、もともとそう思っていますので。 

それから、窓口会社については、この窓口の会社が儲かると言っておるのは我々

だけであって、現実、数字も入れないで、わかっただけで経営の予想なんかをし

ていて経営なんかできるはずもありません。 

私どもは、これをやった場合どういうことになるかという数字、いわゆる比較
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貸借対照表やら財産目録やら、少なくともきちんとしたものが出てこないと、こ

の種の話でいかにも儲かるからやってごらんと言って、やれなかった場合の責任

はそっちでとるのよ、こっちはただ言うだけよというのは、とても無責任のそし

りを免れぬと思いますので、私は、この種の話は経営の立場から言ったら、極め

て慎重の上にも慎重ということを昀初から申し上げております。民間会社になる、

民営化するという前提で私はここに来ておるわけですが、それをするに当たって、

民営化というのは、数字がまだ１つも出ていないのに、いきなり毎年9,000 億円

儲かるなんていう、およそわけのわからぬ金が出てきたりなんかして、それがま

かり通ったりするのもどうかと思いますので。 

本間議員と一緒に昨日も福岡でタウンミーティングに参加しておりましたけれ

ども、「どうして儲かるのかわからない」、「何が起きるのかわからない」、「民

営化されたら郵便貯金会社がつぶれるんじゃないのか」という噂が町のもっぱら

の噂ですよという話が出ていました。新聞はかなりわかっておられる方が見てお

られるので、そうじゃないほとんどの方々は、何だかよくわからない間に、郵便

は民営化、銀行は国有化という話になっておるわけです。何で銀行は一時的な話

ですと言っても、何故銀行は国有化の傾向で、何故郵政は民営化なんですか、何

で片方は民営化で片方は国有化なんですか、これが普通の方の質問だと思います

ね。 

そういった意味では私ども国会議員は、国民の意思、世論というものを代表す

る立場にいますので、多分、同じような観点から話を進めてくると思われますの

で、これは郵政族だからどうのこうのという話ではなくて、単に一般の質問とし

てそういうことが出てきますので、私どもは、これを経営する立場の生田さんと

いう方がどう言われるのかというのが昀大の関心だったんですが、この前来られ

たときに、明確にそれは難しいということを言われました。システム、組合、経

営者としてどうなのか、いろんな話を分けて考えなければいけないとは思います

けれども、私は少なくとも経営をされる生田さんの話というのが、この際、昀重

要な話なのであって、主役は経営者ということになろうかと思いますので、その

立場を尊重して話をしないと、こここの会議だけで「残された論点は、この４つ

です。はい、こう決まりました」という話になるかと言えば、私は極めて、その

点は難しいのではないかと思います。 

この前も多分皆さん同じような考えだったから、この間この４つの論点だけが

残ったんだと思いますけれども、この４つを、いきなり今日出て、今日中じゅう

に結論を出すみたいなお話で、これが議事録で出回ってまた新聞に載っかるとい

うのは、またその話を込み入らせるだけの形になる。私どもで正直、今の段階と

いうのは、「みんな民営化の方向で行こうと思いつつも」というところが多々あ

るという段階にあるという点はぜひ御記憶をいただければと存じます。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 郵貯あるいは簡保、これは日本の資金の流れの中で巨大な役割を果た

しているわけですから、ちょっと議論を戻してしまうかもしれませんけれども、
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どういう組織形態あるいは資本関係、分社化とか分割とかいろいろと御議論をい

ただいておりますけれども、要はその中で各社間の業務委託とか、あるいは経営

資源をどうやって相互に活用していくかということがあると思いますが、つまり

要するに、分割するならば、各社がちゃんと自立してやっていけるかどうかとい

うことは、これはとことんきちっと詰めていただかなきゃいけないんだと思いま

す。そういう中で、例えば出発点で債務超過の新会社があるようではおかしいの

で、そういうあたりの分社とか、あるいは分割とかを考える場合にも、やはり適

切な資本配分を行ってやれるという形でスタートしていただくことが私は大事じ

ゃないかなと思うんです。 

それから、今の巨大な資金の流れを形づくっているという観点から申し上げま

すと、昀終的な民営化の姿は、まさに民営化の論理に従ってビジネスモデルを考

えるということでいいわけですが、これは度々申し上げているように、やはり私

は過渡期の姿をどういうふうに持っていくのかについて適切な情報公開、透明化

というようなものが必要で、国債を管理する立場からいいますと、民営化した先

は民営化の論理でやっていただけばいいですけど、過渡期の姿というものは明ら

かにしていかなければいけない。出口の姿も明らかにしていかなきゃいけない。

そのことはぜひ基本方針にも書き込んでいただきたいなと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 麻生大臣も谷垣大臣のおっしゃることも非常にもっともでありまして、

窓口ネットワークというのは、80％ぐらい事実上の創業なんですね。それから郵

便でも、物販に関しては全く創業に近い。郵貯・簡保も新たに勘定で仕事をする

場合にいろいろな議論があって創業に近い分野が半分ぐらいあるわけですね。貸

付分まで入れるということであれば。だから、これに確信をもって分割をすると

いうと、いつまで経っても分割は始まらない。 

今、純粋持株会社と事業持株会社の例が出ましたが、銀行がホールディングを

つくるのは合併するためのホールディングであって、こっちの持株会社は分割す

るためのホールディングですから、自ずと性格が正反対に違うから、運営も当然

変わってくるだろう。だから、合併を前提としたホールディング会社は、完全に

事業ホールディングで自由に行き来ができるということが前提でありますけれど

も、こっちは一旦決まったら、そういうことはできないことが原則である。こう

いう考え方で巨大な４つの異種の会社をつくってリスク遮断する。そしてその中

の仕事の６、７割は創業に近いことだということの方針が決まれば、ここから直

ちに４つの新会社の創業に近い部分に関しては、経営準備室ができないと経営的

には無理なんですね。今の事業を続けていく経営と新規に始める経営は全く体質

が違うもので、しかも、これを今の事業でやると準備体制だけでもイコールフッ

ティングの議論になる。だから、中国の古典の言葉の中に、「事を議する者は身

は事の外にありて･･･」という大原則がある。事の中のことを、事の中のことをす

ると、いろんないきさつに引きづられてしまいますから、準備室を４つの分野毎

につくって、それを事の外に置いてやるのか、中にあるけれども外にするのか。
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とにかくそういうグループをつくって検討を開始する必要がある。 

それができないから、とりあえず準備室でマッキンゼーを使って模擬の計画を

つくりましたけれども、あれは外からつくったものにしては一つの考え方を示し

たものであります。本当は現状を知っている人が、今あるものが継続する場合に

４つの会社がどうなるかということをまず中の経営企画室が計画をつくる。それ

に新たに加わるものを、別途に新規の創業の４グループが、それを足していくと

いう計画の作業を、恐らく法律が通った後、2005年の８月ごろからスタートする

必要があるというのが経営者としての僕の発想です。 

これは事の外に置かないとだめです。そういうものをどう指定するかというの

は、これから検討しなければならないし、相当適切な人材を集めないといけない。

それが民間の活力というものの源泉になる。その準備作業の段階からオープンで

あり、グローバルであり、そして非常に挑戦的なものでなければならないと思う。 

確かに労使問題というのは非常に重要な問題ですが、解決するのに３年や４年

はかかる。麻生大臣が前から心配されているように、２年か３年ぐらいだったら

完全に４つの部分がそれぞれ事業的に成功すれば、労使問題は直ちに解決する問

題である。これはうまくいかないと必ず大変なことになる。４つの分野を全部成

功させなきゃならぬということ。しかも成功しにくいところは初めから経費の負

担を少なくして、効率のいい優秀な人事・人材を集結する、そういう準備作業が

必要ですが、労使問題は事業に利益が出れば解決するのでありまして、そこにか

かっている。ＪＲの場合は本当に中枢の３つが利益を出すことができたから非常

にスムーズにテイクオフをしたと思います。 

だから、今我々の与えられている題材というのは、現実にある郵政公社の題材

だけで、とりあえずこれは４つの分割が決まっているのであって、2007年には相

当新しい作業に、2005年の８月から１年６か月ぐらい積み重なった創業する部分

に対する構想が積み重なってきて、そこでスタートしないといけないというふう

に私は思う。その辺の議論はこれからの話でありますから、そういう点の準備を

直ちに行う必要がある。特に法律が通る前に、来年の８月か９月から創業する新

しい準備に対する調査活動や準備活動はもう始まらないといけないというふうに

思うので、その辺は確かに今の経営者の立場が非常に限定された、非常に狭めら

れた範囲の活動ですから生田さんも大変やりにくい部分があると思いますが、そ

ういう２つの構造が必要だということを申し上げておきたいと思います。 

（麻生議員） 基本的に賛成である。大体商売人というのは金稼ぐというのを目的で

商売しておるわけですから、役人とは違うので、経営をやろうという人は稼ごう

という意欲のある人がやるわけですから、そういった意味ではどんどん会社が発

展していくという夢があるからやる。小さくしなくちゃいけないなんていうので

やる気なんか起きませんもの。当たり前の話なのであって、その検討をやるとい

うことが正しいと思っております。この点に関しては全く反対しません。 

昀初に谷垣さんが言われたように、郵便会社は5,500 億円の債務超過の会社で

すから、債務超過のままで会社なんかを成立できないのではないか。この会社に
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一体幾ら持たせて、幾ら資本金を持たせるのか。ほかのところも一体幾らの資本

金だったらどうなるんだという話もまず決めていただかなければいけないし、し

かしその前に、この会社は、牛尾さんが言われたように、やっぱり窓口会社はほ

とんどゼロからのスタートだと思うんです。ほかの会社も新しいことをやろうと

言ったって、新しいことをやることを考えて会社に入った人はいないという前提

で物を考えなければいけない。優秀な人材を集めて設置委員会、準備委員会とい

うのをつくる必要があろうと思います。 

要は、現場の方にどうしてもこだわるのかもしれませんけれども、これは28万

人の人たちの意識改革というのを含めまして、すごく大事なところだと思います。

ぜひとも、そういったところも考えますと、基本的に牛尾議員の意見に関しては、

どうやってやらせていくかというのを、数字まできちんと入れた上でやらないと

ものすごく無責任なことにならないかなという気がする。昀初からバランスシー

トがすべての数字ですということを第１回目から申し上げておる背景もそうです

ので、ぜひその点は御検討いただければと存じます。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） ビジネスモデルとして、それぞれの機能がきちんとした収益構造を担

保し得るようなデザインをするというときに、恐らく３つの要素が必要になって

くるのではないかという感じを持っております。 

１つ目は、窓口ネットワーク会社が売上としての利用料、手数料というものを

ほかの会社からどのように対価としてとるかという、これはある種移転費用の部

分のところにもあるわけですけれども、そのフローの部分ですね。 

２つ目は、従業員をこの４会社の中でどのようにシェアをするかということ。

これは費用のところに非常に大きな形を形成いたしますので、今の形態と、新会

社の機能分割としての労働者の割り振りの問題をどのように整合化をしていくか

ということが収益構造の非常に大きなテーマになるのだろうと思います。 

それから３つ目は、郵政事業、郵貯及び簡保がいわば巨大な資本装置としての

窓口ネットワークの間接費用、あるいは固定費用をどのようにシェアをするか、

これはミルキングをどのような形で窓口ネットワーク会社に与えるかということ

に関係してくるわけでありまして、麻生大臣がおっしゃったとおり、私はそこは

きちんとした計数のシミュレーションというものを明確にしながら今後デザイン

していくということが必要になってくるんじゃないかという気がいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

今日の議論は、この場で別に何かを決めるということではございません。残さ

れた問題についてぜひ議論を深めておいていただくという趣旨でありますので、

その上で若干の整理をさせていただきますけれども、まず昀初の分社化に関連し

ましては、やはり、これはすべてに関連しますけれども、今回の民営化を通して

リスク遮断が大変重要なんだという点については、やはり多くの意見が一致して

いたと思います。同時に、経営者の判断を尊重すべきであるという御議論もござ

いました。そうした点も含めて、分社化の昀終的な姿については引き続き議論を
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していくということだと思います。ただ、銀行、保険については、昀終的な民営、

民有をできるだけ早くということについては、これは複数の方々が言っておられ

たということだと思います。 

２番目の2007年４月時点での組織形態でありますけれども、これにつきまして

は、やはり民営化と言うけれども、やはり分割というのが大変重要なんだという

御指摘があった一方で、それが実はなかなか大変難しい作業であるというような

御指摘も同時にありました。実務的な困難性も含めて引き続き議論をしていかな

ければいけないと思います。ただ同時に、なるべく早く昀終形態に持っていくこ

とが必要だということは、これは多くの方々が一致することだと思いますので、

この2007年４月の形は、これから更に議論いたしますけれども、どのような形で

あれ、昀終的な姿、そこに至る工程というのを我々の責任において今の時点では

っきりと明示しておく。とにかく民営化が形の上でなったけれども、後のことは

よくわからないというようなことは、そういう決定はあり得ないということなの

だと思います。 

３番目の地域分割については必ずしも今日は十分議論されておりませんが、こ

れについても、経営者の判断をいかに尊重するかという点が強調されていたかと

思います。 

４番目の推進体制に関しましては、ここは比較的意見の一致があったところだ

と思いますが、総理を中心に総理直属の仕組みでこれをつくっていくということ

ではないかと思います。 

このほかに今日出された問題としましては、準備体制をしっかりとつくらなけ

ればいけない。これは経営的なセンスで恐らくシミュレーション等々も含めて準

備体制を比較的早い時期から立ち上げなければいけないということであったかと

思います。その中で出発点で適切な資本、資金配分がなされなければいけないと

いうような問題も、その中でやはりしっかりと議論されていくという問題ではな

いかと思います。引き続き議論を深めていきたいと存じます。 

（麻生議員） それで結構なんですけれども、牛尾議員の言われた点もあったが、や

っぱり儲かるなと思ったら職員はわっと行く、絶対行くんです。労使問題という

のはそんなものです。ただし、そこで行かない人がいます。それが多分、特定郵

便局長です。この人たちは金で郵便局長になったわけじゃありませんから、その

人処遇も金では動きません。そこが一番私が大事だと思っている問題点です。そ

こをどうするかというところを考えないといけない。 

（竹中議員） 「民営化基本方針の骨子」の「６.」でその点も含めて書かせていただ

いたところですので、これはぜひしっかりと検討をしていこうかと存じます。郵

政に関して、総理。 

（小泉議長） 今はいいんですが、まだ結論を出す段階じゃないんだけれども、2007

年４月に間に合わないという議論について、間に合わないという理由をもう少し

わかりやすく説明できないかな。それと、それでは間に合わせるためにはどうし

たら間に合うのかと、両方ね、これをもうちょっとわかりやすい理由を出せるよ
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うな努力をしてください。 

（竹中議員） 麻生大臣、生田総裁ともよく御相談をして、きちんと議論を詰めてい

きたいと存じます。 

それでは、社会保障の一体的見直し等の議論を始めさせていただきます。坂口

大臣がお見えになりますので、しばしお待ちをお願いいたします。 

（厚生労働大臣・社会保険庁長官入室） 

○社会保障の一体的見直し等

（竹中議員） それでは、社会保障の一体的見直し等についての審議をいただきます。 

それでは、まず官房長官から御発言をお願いいたしたいと思います。 

（細田議員） 社会保障制度の一体的見直しと、社会保険庁改革につきましては、個々

に具体的な説明は後ほど厚生労働大臣からお願いいたしますが、これまでの検討

状況について御報告いたしたいと思います。 

まず、社会保障全般の見直しに関しては、さきの国会審議の過程における３党

合意等の経緯を受けて「社会保障の在り方に関する懇談会」を開催することとし

たことは御存じのとおりであります。構成員として、経済界、労働界、地方関係

者、マスコミ関係者、石税調会長、宮島社会保障審議会年金部会長、６名の有識

者のほか、担当の閣僚に御参加いただいております。 7月30日に第１回を開催い

たしまして、今後の進め方等について意見交換をし、年金、医療、介護、生活保

護等をはじめとする社会保障全般について一体的に見直すことの重要性の指摘の

ほか広範な御意見をいただきました。今後、社会保障全般について、税、保険料

等の負担と給付のあり方を含めて御議論をいただきたいと思っておりまして、第

２回目は９月10日に予定をしております。この日は特に連合が様々な具体的な意

見があるということを聞いておりまして、第１回目でも強調しておりましたので、

特に一体連合はどう考えているのか、よくお話を承るということで。また経済界

からもぜひ説明したいと、こういうお話もありましたので、議論がだんだん、歯

車が回ってくると思っております。 

社会保険庁改革につきましては、問題点については、もう十分御承知でいらっ

しゃいますから省略いたしますけれども、有識者会議、「社会保険庁のあり方に

関する有識者会議」を設置することとし、各界有識者８名と厚生労働大臣、社会

保険庁長官に御参加いただいているわけでございます。そして、諮問会議の民間

議員からもできるだけ基本方針を早期にとりまとめるべきであるという御要請を

いただいておりまして、有識者会議は８月11日と昨日25日の２回を開催しており

ます。国民の視点に立った業務運営になっていない、対症療法でなく構造的な改

革をすべきである等々様々な厳しい御意見をいただいておりますが、２回の会合

で改革に取り組むべき課題と方向性について、議論、整理をいたしましたので、

厚生労働省から御説明を願うことになっております。本日の会議の御議論も踏ま

えまして、次回の有識者会議は９月17日に開催をしまして、緊急に対応すべき事

項について議論いただき、その結果を諮問会議で御説明いたしたいと考えており
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ます。 

緊急のものと、やや長期のものと性格は分かれますが、予算・機構とか、きち

んと年内にはっきり決めておかなければならないものもたくさんございますので、

そういったことを踏まえながら問題点を振り分けていく必要があると考えており

ます。 

以上であります。 

（竹中議員） それでは、先に御説明をお願いしたいと思いますので、まず社会保障

の一体的見直しと、それと、社会保険庁の改革について坂口大臣と村瀬長官にお

願い申し上げます。 

（坂口臨時議員） それでは説明させていただきます。 

私の方から社会保障の一体的見直しと、それから雇用のミスマッチ解消、人間

力強化戦略の検討の２項目につきましては、私から大枠をお話しさせていただき

まして、それで社会保険庁の改革につきましては、今日、初めて村瀬長官に出席

をさせていただきましたので、村瀬長官の方から、約１か月経ったところでござ

いますので、どういうふうに見ているかということも含めて話をさせていただけ

ればというふうに思っております。 

社会保障の一体的見直しの方でございますが、「骨太の基本方針2004」におき

ましては、平成16年中に論点整理を行って、平成18年度内を目途に結論を得るこ

とにしていただいてございますが、先ほど官房長官からもお話をいただきました

ように、できるだけスピードを早めて結論を出していただくようにお願いをして

いるところでございます。 

とりわけ、「社会保障の在り方に関する懇談会」が設置をされまして、議論が

始まったところでございますが、ここでもお願いをいたしておりますのは、来年、

介護の問題を出させていただかなければなりませんので、全体の大枠の外に介護

の問題だけを置いてというわけにはまいりません。全体の大枠を１つ決めていた

だいて、その中に介護の問題も含めていかせていただきたいというふうに思って

おりますので、年末までの大枠の方向性と申しますか、そうしたものをひとつ何

らかの結論を出していただいて、そしてその中に当てはまった形で介護保険制度

の問題を来年の国会に提起をさせていただきたいというふうに思っておるところ

でございます。 

またもう１年先、平成18年には今度は医療制度の抜本改革の問題がございまし

て、高齢者医療の問題、それから国保、それから政管健保の都道府県単位での問

題等々、あるいは医師や歯科医師のやっております診療報酬体系の見直し等の問

題がございます。こうした問題も来年の中ごろには結論的なものを出してやって

いかなければなりませんので、そうしたこともございますので、一応、平成18年

度内ということでございますけれども、もう少しスピードを上げていただいて方

向性をお示しいただくということが大事ではないかというふうに思っているとこ

ろでございます。 

現在、私たちの考え方といたしましては、年金、医療、介護をはじめといたし

 15




 

 

   

   

   

平成 16 年第 21 回 議事録 

まして、各社会保障分野において、社会保障全体の一貫した考え方の中で改革の

方向とその優先順位を決定する。年金は年金、介護は介護、医療は医療、また生

活保護ならば生活保護というふうに、それぞれの分野におきまして改革の方向と

優先順位を付ける。それぞれのどこまでも国が行い、あるいはまた、どこまでを

地方が行い、あるいはまた、どこまでを個人の責任において実行するかを決める

必要があるというふうに思っております。それぞれの優先順位を付けて、そして

トータルで見たときに、それをどこまでやれるかということは、その優先順位の

どこまでを国の方が持つかといったことになってくるのではないか。我々の方は

積み上げ方式で、そして優先順位を付けていくという考え方をとっているところ

でございます。もちろん、その中には税と保険料と個人負担というものをどうい

うふうに組み合わせていくかという問題も含まれてくるというふうに思いますの

で、税制がどうなっていくかということにも、大きな関心を示しているところで

ございます。 

若干、余談になりますが、先週フランスとドイツにお邪魔をさせていただきま

して、そして、この社会保障の問題を少し勉強してまいりました。目的はフラン

スもドイツも多額の保険料、それから消費税等税を投入してやっている。彼らが

多額の保険料をそこに投入をしてまで、なぜ社会保障を維持しようとしているの

かという、そこがもう一つ腹に落ちないところだったものですから、それは何か

ということを聞くのが目的でございました。労使の皆さん方にもお会いさせてい

ただきましたし、あるいは国の皆さん方の御意見もお伺いをしてまいりました。 

結論だけ申し上げますと、労使ともに社会保障は自分たちのもの、保険料は自

分たちが徴収に協力をしている、管理運用を行っているのも自分たちだという意

識が非常に強いということでございました。そこが日本とかなり違っているなと

いうふうに思いました。したがいまして、日本では税と保険料の徴収の一元化の

話が出たりいたしておりますけれども、それは絶対にだめだ。保険料は保険料と

して我々は集めるんだという意識が非常に強うございました。向こうの人の言葉

をそのまま使いますと、税と一緒に国で全部やってもらったら、保険料を全部国

に勝手に使われる可能性があるから、それはだめだと。こういう言い方をしまし

て、そこまで言うんですかというような気がいたしましたけれども、そういうと

ころがございます。しかし、そうは言いますものの、経営者の皆さん方にとりま

しては、現在の保険料がマキシマムである。これ以上はどうにもならないという

意識が非常に強うございます。 

特に、ＥＵが拡大をいたしまして、ポーランドその他の国々が入ってくるとい

うことで、何が行われているかということをいいますと、労使は労働時間を35時

間にいたしておりましたが、これを38時間ないし40時間に戻すということを今話

し合いをいたしております。そして労働時間は戻すけれども、賃金は今のままで

いくということで労使と話し合いを進めているそうでございます。政府の方もそ

ういう方針で今やっているそうでございます。そういう方向をとりながら、社会

保障の問題を年金とか、医療とか介護の問題だけにとどめずに、そういう労働時
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間だとか、あるいは賃金というものも含めて、トータルでやはり見直しをしてい

くという方法をとっているのではないかというふうに感じてまいりました。 

少し話が余談になりましたけれども、そういうことでございますので、我々の

方も社会保障の問題を考えていきますときに、もちろん医療は医療の問題、年金

は年金、介護は介護、１つ１つそれぞれをやっているんじゃなくて、トータルで

見なきゃならないというふうに言っておりますが、しかし、それは現在問題にな

っております社会保障のそれぞれの制度の間の話だけに我々とどめておりますけ

れども、もう少し広い意味で社会保障の問題というのを日本も考えていかなけれ

ばならないのではないかという感じを持っております。 

それから、少子化につきましても少し触れさせていただきたいというふうに思

いますが、これまで子育てと仕事の両立支援の取組をしてまいりましたが、これ

に加えまして、男性を含めた働き方の見直し、それから専業主婦家庭を含めた支

援策を進めていくことにいたしております。しかし、昨年成立をしました次世代

育成支援対策推進法ができ上がりまして、これに基づきまして、企業だとか地域

で行動計画を策定していただくことをお願いいたしております。この次の「新々

エンゼルプラン」というのをつくらなければいけないわけでございますが、これ

は、それぞれの行動計画をどうバックアップをするかということを考えていかな

ければならないだろうというふうに思っておりまして、それぞれの地域、それぞ

れの企業の中でつくっていただき、それぞれの案に対してどうバックアップをす

るかということを、ぜひその中で考えていきたいというふうに思っているところ

でございます。 

したがいまして、以上申し上げましたように、社会保障全体の考え方といたし

ましては、具体的に、そして社会保障だけではなくて、その周辺の問題も含めて

その中から考えていかなければならないんだというふうに私たちも認識をいたし

ておりますし、そういう認識の中で三位一体の問題もございますが、国としての

役割、地方としての役割といったようなことにつきましても、その基準をここで

明確にして取り組んでいく必要があ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。 

少し早口で申し上げましたけれども、社会保障の一体的な考え方というのは、

そういう基本方針のもとでやっていきたいというふうに思っております。 

社会保険庁の問題を、続きまして長官の方から御説明をさせていただきたいと

思います。 

（村瀬社会保険庁長官） 社会保険庁長官の村瀬でございます。３ページの資料で御

説明させていただく前に３点お話を申し上げたいと思います。 

まず第１点は、私の役割でございますけれども、社会保険庁を抜本的に見直す

ために社会保険庁長官になれと、そして中から仕事を見直せと、総理からは思い

切ってやってくれと、こういう形でまず赴任したというのが１点目でございます。

それから２点目は、社会保険庁自体の厚生労働省のキャリア並びに社会保険庁

の職員が私をどう迎えてくれたかということについてお話をしたいと思います。
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全面的に協力体制をひいてくれています。したがいまして、現在持っているデー

タ等も含めまして、すべて開示をしてくれていまして、そういう点では改革に当

たって支障はないというふうに考えております。 

それから３点目。一番難しい組合の問題、国費評議会が昨日、一昨日と開かれ、

決議をしていただいております。具体的にどういう決議かといいますと、信頼回

復、サービス向上に向かっては、昀大限の努力をし、被保険者に安心、信頼を提

供していきますと、こういう決議を組合の方もしてくれております。したがいま

して、改革に向かって環境は整っているというふうに私自身は考えております。

ただ一つ、いろいろマスコミは残念なことに昨年度までありましたいろんなこと

を報道していますので、そういう点で職員の士気という観点からいきますと、そ

この部分がどうしてもマイナスに働いているということで、ここを早く解消しま

して、改革に向かう形で動いていきたい。こんな形で考えているということでご

ざいます。 

今、何をやっているのかということにつきまして、お手元のページの３ページ

のところでお話を申し上げたいと思います。 

２つ分けてお話をしたいと思います。社会保険庁で実施しようとしていること

と、それから現在、官房長官の下の有識者会議でどういう検討項目がなされてい

るか。この２点に分けて御説明を申し上げたいと思います。 

まず、私は社会保険庁内で何をしているかということでございますけれども、

まず、信頼の回復を昀重点に改革を推進したい、この基本方針に基づいて動いて

おります。したがいまして、庁内に改革推進本部を設置いたしまして、重点６項

目につきまして、現在詳細な検討に入ってございます。 

その部分が上の箱のところの②に書いてあるところでございまして、６項目ご

ざいます。 

１つは保険料徴収の徹底の問題、２つは国民サービスの向上の問題、３つ目は

システムの抜本的見直しの問題、４つ目が予算執行の透明性と、ここには書いて

ありませんけれども、当然のことながらコストの圧縮も視野に入れてございます。

５つ目に個人情報保護の徹底、６つ目に来年度独立行政法人としまして清算を予

定されております年金福祉施設の整理の問題。この６点が庁内的にプロジェクト

をつくりまして、現在進行中でございます。ただ、特徴といたしまして、実務庁

でございますので、庁職員１万7,500 人のうち、１万6,500 人が県の事務局、事

務所に所属をしてございます。したがいまして、いろんな改革をするに当たりま

して、昀大重要事項というのは、やはり職員の意識改革、これだろうというふう

に思っておりまして、８月16日を皮切りに、事務局、事務所の訪問を開始いたし

ております。９月中に３分の１の県を回る予定で組んでおりまして、できるだけ

現場の人がどういう気持ちで仕事をやっているかということを自ら捉えたいとい

うふうに思っております。また、８月25日には緊急に臨時事務局長会議を開きま

して、具体的な中身について開示をし、意思結集を図っております。 

それから、あと民間の発想や感覚を大胆に導入ということでございまして、こ
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れは今日、御出席をいただいております経団連の奥田会長のところに依頼を申し

上げまして、顧問的な役割を担っていただける方であるとか、６項目につきまし

て、１、２、３のところにつきましては、一緒に御検討いただける専任のプロジ

ェクトリーダー、それからあと４、５につきましては、非専任でアドバイザリー

スタッフの協力をお願いし、選考していただいている昀中でございます。 

次に運営評議会でございますけれども、本件につきましては、先ほど大臣から

もお話がありましたけれども、メンバーが確定をいたしました。利用者の観点を

含めて、事業運営が適切か、効率性はどうかということで厳しくチェックをいた

だく予定をしております。 

続きまして、有識者会議との関連につきましてお話を申し上げたいと思います。

官房長の下に設置いただきまして、８月11日、それから昨日と議論をしていただ

いております。そのときにお配り申し上げましたペーパーが６ページ以降の「社

会保険庁の課題と対応の方向性」というペーパーでございます。この中でまとめ

方につきまして厳しく御指摘を受けまして、構造的な問題としてきちっとまとめ

直せという宿題をいただいておりまして、次回までに修正点をしっかりやってい

きたいというふうに考えている次第でございます。 

次回までには、緊急に対応すべき対策の整理と、それから具体化を図りまして、

この段階におきましては、年内に中間報告を行い、それから平成18年度に昀終報

告という形で予算、組織、定員表記まですると、こういうスケジュール間で動い

ているわけでございます。 

なぜこんなスケジュールになるかということにつきまして簡単にお話し申し上

げたいというふうに思います。１つは昀大の社会保険庁改革の中で、大きな課題

はシステムだろうというふうに思っております。システムにつきましては、現在、

平成17年夏に向けまして、レガシーシステムの刷新可能性調査ということで見直

し方針が示されておりまして、それまでに方向づけをするということになってお

りまして、この部分が明確に出てこないと、本当の抜本的なところがお示しでき

ないので、夏という形にさせていただいているわけでございます。 

それから絵はかけますけれども、具体的に動いてくれるのは現場の事務局、事

務所の職員でございまして、彼らがどこまで変わりきれるかをつかみ切るのに若

干の時間がかかるということで、そういう形にさせていただいているわけでござ

います。ただ、気持ちとしましては、やはりスピードが非常に大事だと思ってお

りまして、できるものからどんどん変えていきたいという気持ちで臨んでおりま

して、次回９月17日に緊急対応すべきものという部分については、ある程度方向

づけをしっかりした上でお出し申し上げたい、こういうつもりで取り組んでいる

わけでございます。 

先ほど３ページの改革の中でお話し申し上げたことを少しお話ししたいと思い

ますが、例えば４の予算執行の透明性でございますけれども、これにつきまして

は、10月から調達委員会を庁内に設置し、原則随意契約等を競争入札に変えると

いう形で、仕組みを変更することを決定し、実行する形にしております。 

19




 

 
   

   

   

   

   

   

平成 16 年第 21 回 議事録 

また、個人情報保護につきましては、極めて残念な形だったわけでございます

けれども、これもしっかり中でコントロールし、システムで対応するという形で、

これも変更を既に整えておりまして、あとはシステム手当がつけば、完全に励行

できるというところまで押し込んでおります。したがいまして、そういう点では、

具体的なものについてどんどん進めていきたいというふうに思っております。 

また、国民サービスの向上という観点で、８月の16日から20日まで今まで年金

相談を５時で終わっていたものを８時まで延長いたしました。本件について現場

の意見を聞きますと、恒常的にやってくれないと困るであるとか、一番混むのは

月曜日で、月曜日だけでも開けないのかという話がございまして、今、昀終的に

詰めております。早い機会に月曜日は夕方８時まで相談をできるようにする。そ

れから11月以降、特に年金相談は月末と１月、２月の確定申告時に非常に多うご

ざいまして、そのときには、一部土日も開くという形で仕組みをつくっておりま

して、そういう点では幾つか出せるものはどんどん出していきながら改革をお示

し申し上げる形ができるのだろうというふうに思っております。したがいまして、

９月のときには、より具体的な形で100 ％は出さないかもわかりませんけれども、

相当数検討課題を含めてお出し申し上げるという形で進んでいるということで御

報告を申し上げたいと思います。 

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、民間議員から２つペーパーが出て

おります。まず、吉川議員お願いします。 

（吉川議員） 私の方から御説明申し上げます。「社会保障制度の一体的見直しにつ

いて」、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。 

先ほど坂口大臣から、社会保障体制は、経済全体の中でトータルとして考えな

ければいけないというお話がありました。ことで、ドイツ、フランスの例をひか

れて、労働時間に言及されましたが、私どもも基本的には同じ考えを持っており

ます。つまり、どういうことかと言いますと、もちろん社会保障制度ですから、

その中で個々の制度、例えば年金でも医療保険でも、それをしっかりつくらなけ

ればいけない。それは当然でありますけれども、しかしながら、それぞれの１つ

をばらばらに考えるのではなくて、社会保障制度全体として考える。しかも、そ

れを経済全体の中で考える必要がある。このように考えているわけであります。 

社会保障制度の一体的見直しについて、１つは先ほど官房長官の方からお話の

あった懇談会があるわけでありますが、それと並行して、この諮問会議の方でも

経済全体とのかかわり、あるいは政府の規模のあり方等を中心に議論を続けてい

く必要があると考えております。先ほどの坂口大臣のお話にもありましたけれど

も、そうした議論に資するためにも、私ども民間４議員としては10月を目途に民

間議員の提言を行うことにしたいと。これは全体の議論を活発にするために、経

済財政諮問会議の民間議員として提言をさせていただければと、このように考え

ております。 

そのときにどのような論点があるかという点についてことで具体的に５つ挙げ
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ております。 

１つは一体的な見直しをする場合には、社会保障全体の負担の総枠を明確にし、

制度を全体として持続可能にしなければいけない。御承知のとおり、負担につい

ては、2010年代来初頭のプライマリーバランスの均衡、あるいは潜在的国民負担

率50％程度ということが政府の方針として決められているわけでありますから、

財政とのかかわりにおいては、そうしたことを念頭に置いて、こうした大目標と

整合的に社会保障の給付費を長期的に管理していく仕組みが必要である、このよ

うに言っております。 

２点目ですが、負担を無限に求めるわけにはいかないわけでありますから、限

られた負担の中でどのように安心を確保するか、この点について工夫をする必要

があるのではないかと思います。これは先ほど坂口大臣からもお話があったかと

思いますが、公的な保険で賄う範囲の見直し、これは例えばですが、医療保険、

もちろん介護保険も同様関係するかと思いますが、公的な保険で賄う範囲、それ

から逆に個人で賄う、負担するということですが、その範囲をどのように考える

か。またそれから、給付の優先度の検討ということも考える必要があるのではな

いか。ひるがえって考えてみますと、年金というのは、言うまでもなく現金の給

付であるのに対して、医療とか介護というのは現物給付であります。お金と、医

療とか介護というそうしたサービスと両方で高齢者の安心というのは確保される

わけでありましょうから、この２つをどのように組み合わせるのが合理的である

か。また、もうちょっとさらに立ち入って言いますと、介護保険と医療保険のす

み分け、それから生活保護と基礎年金の考え方の整理、こうしたことも論点とし

て挙げられると思います。 

以上が２点目でありますが、３点目は給付と負担の設計に当たっては、財政の

視点だけではなくて、医療や介護が今後の成長産業であるということも考える必

要がある。これは「新産業創造戦略」というのが基本方針、骨太の方針の中でも

書かれているわけですけれども、こうした視点も必要であると思っております。 

それから４点目は、負担のあり方について、世代間及び世代内での不公平を軽

減するように制度設計する。これもまた先ほど大臣からお話がありましたけれど

も、当然、税と保険料の役割分担ということを明確にしながら、負担のあり方を

見直す必要があると言っております。 

昀後に５点目でありますが、年金、医療、介護と常に一体的に見直されるよう

改革スケジュールをつくらなければいけない。厚労省の方としましては、当然、

実務的なこともあると思いますが、今年は介護、今年は医療保険ということで詳

細に制度設計されているわけですけれども、そうした設計がばらばらでは困るわ

けということで、これらは一体的な見直しの中にきっちり位置づけなければいけ

ない。この点も先ほど坂口大臣がおっしゃったことだと思います。 

全体として、先ほど坂口大臣のお話を拝聴して、大きな方向として私どもが考

えていることと同じことだと思っております。そうしたことも踏まえまして、繰

り返しになりますが、10月を目途にこの諮問会議で民間議員の一つの提案をさせ
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ていただいて議論に資したいと考えております。以上です。 

（竹中議員） 本間議員お願いします。 

（本間議員） 今、吉川議員の方から社会保障全体についての民間議員の意見を申し

述べましたけれども、私の方からは年金制度に限ってそのお話をさせていただき

たいと思います。 

平成16年の年金改革法によりまして、私は抜本的な年金改革の貴重な第一歩が

踏み出されたと考えておりまして、それを土台にしながら今後の年金制度の改革

についてどのように真摯に応えていくかということが非常に大きな問題であろう

という具合に考えております。この点について、政府は官房長官の下に２つの懇

談会を早速つくっていただきまして、そして社会保障全体の問題、あるいは社会

保険庁の問題について、それぞれ御議論を集約させていただく体制づくりができ

たわけでありますが、今後そのスピードを早めて、そして具体的な成果として結

びつけていく必要性があろうかと思っております。 

年金改革の問題につきましては、１つは持続可能性の問題、制度が安定的に続

くかどうか。これはもう今回の有限均衡方式、マクロ経済スライド、あるいは保

険料の上限設定等によりまして、竹中担当相の言葉で言えば、止血作用について

非常に強く踏み込み、その意味では非常に進歩したという具合に考えております。

ただ、まだ不満が残っておりますのは、職業や世帯類型による不公平感、これ

をどうするのかとか、あるいは年金財政の止血作用はできたけれども、国民全体

の租税、あるいは潜在的な国債等で賄っている将来の負担も含めてどうなるんだ

ろうと、こういうような不安もございます。更には実務的には未納未加入の多さ

というものがございまして、この辺のところについては、社会保険庁改革の中で

解決されるということであろうと思いますが、今回私は年金制度の改革に当たっ

て、一元化についても相当踏み込んだ今後の課題というものが必要になってくる

のではないかという具合に考えております。 

一元化と申しますのは、論者によっていろいろ理解が異なっております。制度

上は、保険の加入者でいいますと、１号は自営業者、２号はサラリーマン、３号

は専業主婦、パート等が入っておりますが、これが基礎年金の部分のところで異

なる扱いをされております。１つは、サラリーマンの世帯というのは、これは専

業主婦に関して、あるいはパートの部分について厚生年金の保険料でこれを賄う

という問題。それから比例的な形で負担をしておりますサラリーマンの部分につ

いては、企業負担が存在をしている。この扱われ方の違いによって、給付の部分

についても比例報酬の部分のあるところとないところがあるというのが特徴であ

ります。よく言われておりますし、2003年の骨太の方針で我々が一元化に向けて

の考慮すべきタイプとして掲げておりますのは、①の部分、基礎年金の負担の一

元化であります。つまり１号、２号、３号を普遍的な部分でこれを統合していく。

したがいまして、この基礎年金の統合という点では、２号における企業の雇用主

負担というものも個人化をして本人負担にする。更には専業主婦のところにおい

ても、今は夫の保険料でカバーしているのも、これもきちんと別建てにしながら、
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全体を統合しようと、こういう考え方であります。 

したがいまして、この問題については賛否両論があろうかと思いますけれども、

この基礎年金の一元化の問題は、更なる一元化に向けての土台になる部分がござ

いまして、このことができなれば、上に乗っております部分の統合化、あるいは

３、４に掲げておりますように、純粋に所得比例で年金はやると、従前所得に応

じた年金なんだというような形のスタイル、あるいは定額的に基礎年金全部を一

律化して、上に乗る部分は廃止をするというようなことを考える場合におきまし

ても、この基礎年金の負担の一元化という問題は非常に重要なステップでありま

して、この辺の問題について早急に議論の俎上に乗せていく必要性があろうかと

思います。 

②のところの自営業者に所得比例をしていくというような考え方のはしりとい

いますのは、サラリーマンのところで、例えば、地方共済と国家公務員共済を統

合するという共済の中における統合化の問題などは、この上の部分の一つの部分

的な統合になるわけでありますが、②のところは、これは自営業者に対しても基

礎的な固定的な負担に加えて、サラリーマンと同じように比例的な負担をする場

合には、比例所得年金についても考えると、いろいろなパターンがございます。 

しかし重要なポイントは、これを実現していくということになりますと、番号

制の問題が避けて通れない問題として実務上の課題となってまいります。つまり

職業を変わる、自営業種からサラリーマン、サラリーマンから自営業種、専業主

婦から専門的なプロフェッショナルな職場進出という女性のような問題に関しま

して、この移動が非常に起こり得る現代社会においては、番号制度の問題という

ものが前提になっていくということは十分認識をしておく必要性があろうかと思

います。 

それからもう１つ、年金制度の一元化の問題は、先ほどの１ページ目の２、３、

４について、極めて有効な効果を伴うわけでありますけれども、このこと自身が

租税負担、あるいは将来的な国債等の負担を低下させるという効果はございませ

ん。先ほど吉川議員の方からも話が出ましたとおり、潜在的国民負担率が余りに

も高くなってしまうということでは活力等の点で問題がございます。50％程度と

いうことであれば、この一元化に伴って給付水準の見直しということは、将来の

課題としてもう一度十分に検討をしなければならないテーマだろうという具合に

思います。今回の止血作用の効果から、更に国民経済全体の整合性という点で、

この問題についての重要性を国民に理解を訴えながら、周到なプロセスづくりと

いうことを実現していく必要があろうかと思います。 

年金につきましても、この社会保険庁の改革につきましてスピードアップをし

ていく必要性があろうかということ。今、坂口大臣及び長官から極めて前向きな

お話を伺いまして、非常に我々としても期待をしておるところでございますけれ

ども、民間議員は実は２か月ぐらいで概ねの具体案をつくることができるんじゃ

ないかというようなことをこれまで言ってまいりましたので、ぜひスピードアッ

プをして、この問題について前向きな対処をお願いしたいと思います。 

23




 

 
   

   

   

   

平成 16 年第 21 回 議事録 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。時間が大変押しておりますので、手短に御意

見がある方は御発言をお願いいたします。奥田議員。 

（奥田議員） 一体的な改革ということなんですが、これは年金、介護、医療あるい

は生活保護、次世代育成支援、これをやろうということなんでしょうけれども、

１つずつ年次を区切りながら別々にやっていくということが現在行われて、現在

の可能な範囲内で完璧なものにしておこうと。こういう話だと思うんですけれど

も、坂口大臣からお出しになったペーパーの２ページ目、「社会保障制度改革の

工程と主な論点について」と、一番右側の税制の欄で、一番下に「消費税を含む

抜本的税制改革（平成19年度を目途。平成16年度与党税制改正大綱）」、こうい

うことが書いてあるんですけれども、結局１つずつ区切ってやっていっても、昀

終的には、やはりこの税制のところで若干の修正とかそういうものが入ると、そ

ういうふうに我々としては理解をしておるわけですが、それはそれでいいんでし

ょうか。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今、坂口大臣、あるいは吉川先生からもお話があったところですけれ

ども、私としても７月30日の懇談会でも申し上げた点ですが、３点強調させてい

ただきたいと思います。１つは、やはり給付と負担、これは身の丈に合ったもの

でないと持続可能な安心につながらないということでありますから、先ほど吉川

先生のお話にもございました潜在的負担率50％と、こういうのを目途に、これは

社会保障だけではないのですけれども、社会保障に限らず全体の歳出を抑制して

いくということがなければなりませんし、併せていろいろ構造改革等、経済成長

を実現していくということもセットでなければいけないと、こういうふうに思い

ます。 

それから２番目は、自助と公助の役割分担を明確にして、公がどこまでかかわ

るのか、要するに社会保障が担うべき役割を再構築していく。その際、制度間い

ろいろ自然発生的に出てきてかなり重複等がある。そういう見直しが必要ではじ

ゃないかなと思います。 

それから３番目は、国民の意識の問題で、高齢者は弱者であるというような見

方は、やはり実情に合わないところがございますし、それから少子化等の問題も

ございますけれども、子どもを産み育てて次世代の市民をきちっと育てていくと

いうことが生きがいであって、充実しているんだというようなことをみんなが共

感できるような社会システムをつくっていきませんと、いろんなことがうまくい

かないのではないかなと思っておりまして、吉川先生の御提言も、そういう意味

では私の考えているところと一致していると思っております。ですから、そうい

う全体的な視点の中で、今後、医療、介護、それぞれ個別にやっていかなければ

ならないと思います。 

ただ１点、本間先生はよく御承知でおっしゃっていただいていると思いますが、

要するに年金一元化していく場合に、決め手が番号制だと。私もその番号制をそ
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ういうときに活用するということについて異論があるわけではないんですが、小

売業者等の所得把握に本当に番号制が万能かというと、番号制を入れたら全部で

きるというのはやや違うわけでございまして、現実には小売業者に代金を支払う

主婦が全部番号を書いてやるかなんていうことは、どこへ行ってもできないわけ

ですから、限界はあるということは申し上げておきたいと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 基本的に坂口大臣のところで行われるになれるんだと思うんですが、

年金とか生活保護とかというキャッシュの話というのは国でやるサービスであり

ます。例えば介護とか、そういった保育とか対人サービスというのは、これは地

方の現場でやる。多分、地方と国の役割分担というのは多分そんなことになるの

だと思うんです。 

今、社会保険庁に対していろんな話というのを聞いて、新しく民間から長官に

なっていただいて大変ありがたいと思っているんですけれども、ぜひ、社会保険

の金を徴収しておりました地方公共団体を担当しております私の立場から言うと、

これはもともと地方自治の一環として、地方で機関委任事務委託業務の一環とし

てやっておりましたが、平成14年から社会保険庁の方で徴収すると。だから社会

保険庁はいいんだという、当時そういうお話になった。結果、徴収率はがた落ち

になった。これは事実として申し上げておきます。歴史的事実として、そういう

事実がありました。 

そういう経過がございましてなったんですが、今度は元経営者の立場から言わ

せると、労働省も厚生省と一緒になっておりますので、労働災害の労災保険とい

うのは、これまた別に労働省がとりに来られるわけです。今は役所が一緒だから

３つ一緒にやられたらどうですか。年金も保険も労災も一緒にやられたらどうで

すかという話を、これは社会保険庁の話だけではなくて、厚生労働省全体として

お考えいただいたら、電気、ガス、水道別々にやっておりましたのを、一人で資

格を３つとらせて一緒にやらせた市もありますので、そういった市は結構うまく

やっておりますので、そういった例もありますので御検討いただいたらと思いま

す。 

もう１点。これは総務省が管轄する行政管理の立場から言わせていただいて既

に申し上げているがおりますけれども、住民基本台帳カードに格納される公的個

人認証サービスの電子証明書を活用して、社会保険庁にアクセスすれば、自分は

今、幾ら年金を払っていて、このままいったら幾らもらえるであろうかというこ

とをちゃんとアウトプットすることしてくるということは技術的には可能だと思

うので、ぜひ御検討いただきたい。このところは制度的には決して難しくないと

思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

以上です。 

（竹中議員） それでは、村瀬長官と坂口大臣にコメントをお願いいたします。 

（坂口臨時議員） 奥田議員がおっしゃいました消費税を含む抜本税制改革の話は私

の方が聞きたいわけで、私がなかなか答えることは難しいわけでございますが、
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一応、「平成16年度与党税制改正大綱」の中に、平成19年度目途ということで区

切りをしていただいてあるということは間違いのない事実でございますから、こ

の方針の中で進めていただけるものと思っております。奥田議員がおっしゃいま

すのは、現在決めております年金の18.30％までは保険料でいただきますよという

ことになっているけれども、消費税の方が入ってくれば、そこは多少変わるんだ

ろうねという御質問でございますか。 

（奥田議員） そういうことをよく聞くものですから、一生懸命に年金、介護、それ

ぞれ現在の段階では完璧だと思ってやっているものが、ここでひっくり返えされ

るといいますか、変わってくるということはないのか、ということなんですが。 

（谷垣議員） むしろ私の方からお答えした方がいいと思いますが、これは、平成17、

18年度は三位一体改革の方もございますし、それから基礎年金も国庫負担を２分

の１にしていくという過程で、ここはまず消費税改革というよりも所得税改革、

地方住民税との所得税全体の体系をどうしていくかという議論の方がまず先行す

るわけでございます。しかし、一体的見直しをやっていくと、その先をどう見る

のかということが出てまいりますので、税の議論とこれとすぐ一体というわけに

はいきませんけれども、この議論のときに、やはり税はどういう問題が出てくる

のかということも併せて私は議論していただく必要があるんだと思います。決定

のプロセスはそれぞれ違っておりますので、全部ぴたっと一致するというわけで

はありませんけれども、全体が整合的に進みませんと、さっき奥田議員が御心配

になったようなことはあると思いますので、私はそういうふうに、この社会保障

一体化の議論をしながら、問題はやはり提起していく必要があると思っておりま

す。 

（奥田議員） 今、18.30％になるんだという話が、ここでこの見直しが入ってくると、

やり方によっては15％で止まってしまう。15％というと、もともと経済界とかそ

ういうところが要求しておった数字が15％なんですけれども、そこで、15％でと

まってしまう可能性もあるよと、こういう話がよくあちらこちらで出てくるわけ

です。ここで一生懸命やってきたんだけれども、昀終的にここで調整が入る可能

性があるのかないかのということは、私はあると思って見ているんですけれども、

それが正しいんでしょうか。 

（谷垣議員） それはまだ議論は、いろんな議論をされる方がありますけれども、そ

んなことは決まっているわけではありません。 

（奥田議員） これは党が考えておる話ですか。 

（谷垣議員） それはよくわかりません。 

（竹中議員） 今どういう状況になっているかというのを、少し事務的に整理をさせ

て説明をさせるようにいたします。坂口大臣、続けてもしございましたら。 

（坂口臨時議員） 今の問題は、財務大臣にお答えをいただいたとおりでございます

から、それ以上、私の方から申し上げることはできません。 

社会保険料の徴収について、麻生大臣がおっしゃいました中で、厚生労働省の

中での雇用保険だとか、ほかのものと一緒というのは、今、進めております。一
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体的にやれるように、これは進めておるところでございます。 

それから、本間先生からお出しをいただきました年金改革の４つの案を拝見さ

せていただきまして、基礎年金の部分を一元化していくというのは、なるほど手

順としては私もそれが１つの手順かなというふうには思うんですが、その手順な

んですけれども、厚生年金のような所得比例のあり方を国民年金にも入れたらど

うだと、こういう案もあるわけです。②と③などはそういう案なんです。それで

今、一体化しようという、こういう案もあるわけでございます。 

連合さんなんかですと、６分の５は国が出してくれと、６分の１は経営者が出

してくれと、こういう話なわけです。いろいろな意見があるので、これは一体化

するのもなかなか難しい話ではあるなというふうに思っております。どこを中心

に一元化するのかという話はなかなか難しい。もし仮に国民年金と同じようにし

て、厚生年金、あるいは共済年金に入っている人も一元化するということになり

ますと、例えば、奥さんが働いておられる御家族でありますと、ひょっとすると

経営者の側が出していただく分も本人が出すということになるんでしょうから、

うっかりすると奥さんの分とで出す額が４倍になるわけです。これは果たして受

け入れられるかどうかということもちょっとございますし、なかなかこれも難し

い話だなという、率直な気持ちでございますけれども、深く検討したわけではご

ざいませんけれども、今、拝見をしまして、そんな気持ちを持たせていただきま

した。 

フランスもドイツも年金改革をやりまして、甚しく政府は叩かれております。

まだ日本と良い方でございまして、シュレッダー首相のドイツは大変な毎日のデ

モでやられております。しかし、ドイツあたりと比べますと、日本の方がまだ一

元化されている。ドイツで聞きますと、公務員（官吏）は全然出していないんで

すね。恩給なんですね。保険料は０、そして恩給がある。それはそれで、そうい

う歴史なんだからそれでいいんだと。歴史というものを我々は尊重していくんだ

と、こういう話でありまして、羨ましいところだなというふうには思いましたけ

れども、それぞれなかなか難しい側面があります。②と③がおっしゃるような一

元化をしていくと、多分、財源は非常に増えるんだろうと思うんです。財源を増

やさずにどう改革をしていくかというところになかなか難しいところがある。い

わゆるサラリーマンの本人負担をそこまで増やせるかということについては、な

かなか難しいところがあるのではないかという、感じとして持ちました。以上で

ございます。 

（竹中議員） 村瀬長官ございますか。 

（村瀬社会保険庁長官） それでは、麻生大臣からの御質問にお答えさせていただき

たいと思います。 

まず、徴収率でございますけれども、国民年金の部分が地方から社会保険庁に

移ったことによって落ちたのは間違いない事実でございます。ただ、１つ現象面

でお話し申し上げたいのは、当時、市長村で保険料の収納にかかわっていただい

た方が約１万名当時でありましたものが、社会保険庁に変わったときに実際どれ
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だけになったかといいますと、約2,000 名に変わっておりまして、行政のスリム

化が市町村ででき、その部分を手当のないまま国へ持ってきたという、こういう

現象がございまして、そういう点では言葉は悪いんですけれども、はたから見れ

ば、必然的に落ちる仕組みで移行したといっても過言ではなかろうかという気が

いたします。 

それからもう１点、労働保険との問題でございますが、現在、既に労働保険と

厚生年金等につきましては、事務的なところでは同一でやっておりますが、先ほ

ど言いました労働保険の場合はあくまで企業でございまして、厚生年金の対象で

ございまして、そういう点では国民年金の加入率アップには、収納アップにはつ

ながらない。ただ、全体の年金財源という観点でいった場合に、厚生年金並びに

国民年金全体でのプラスにはつながる。それと企業から見た場合には、事務の合

理化にはつながっていく、こういう面はあるんだろうと思います。 

参考までに厚生年金とそれから国民年金を合わせた加入率という観点からいい

ますと、95％収納しておりますので、そういう点では、今回の年金自体の保険料

の部分について、全体としては95％の方からお納めいただいている。ただ、残念

ながら国民年金について言えば、現在、収納率が63.4％ですから、４割弱の方が

お支払いになっていない、こういう事実でございます。 

それからあと、住基ネットの問題でお話がありましたけれども、実は20歳以上

になりますと、すべて年金番号ということで強制適用しておりまして、年金は年

金としまして、皆さん番号を勝手に張り付けられると、こういう仕組みになって

ございます。したがいまして、本来は国でやるとした場合に、この住基ネットを

含めて、番号が幾つかあるのがいいのかどうかといいますと、これは個人的な意

見ですけれど、本来は一本化すべきであると考えている。それから、あと住基ネ

ットの問題でいきますと、実は地方の税金とうまくドッキングすれば、実は税金

を納められているのに年金を納められていないという方のチェックはできる。た

だ今回、総務省と財務省、それから厚生労働省で通達を出していただいたのは何

かというと、税金部分についての連絡について言えば、基本的には個人情報保護

の対象外というところまででございまして、強制的にその部分の情報公開をしろ

というところまではなっていない。ここら辺りは、全体の仕組みを改めれば、ま

だまだ保険料の収納率の上がる仕組みはできるのだろうというふうに考えており

ます。 

したがいまして、実はこれはいろんな御提案を我々として申し上げたいのは、

平成19年度までに国民年金として８割の収納率に高めろというので動いておりま

すけれども、その部分について、どういう仕組みを国として作っていけば、今み

たいな体制でも収納率が上がるのかという部分については、御提案は当然のこと

ながらさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

（細田議員） その議論について、経済界代表からは、国民健康保険、あるいは運転

免許証の発給、そういった着実なものとリンクさせろという説がであって、地方、

余り直接的なリンクはやっぱり問題があるんじゃないかという説と両方出ました
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ね。 

（竹中議員） ちょっと時間が足りなくて申し訳ありませんが、ありがとうございま

す。社会保障は大変幅が広いものですから、内容について今日十分審議できたわ

けではありませんが、その手順と方向については幾つか確認できたと思いますの

で、整理をさせていただきます。 

まず、大きな流れの確認としましては、まず、我々は先々の年金改革で持続可

能性について、かなり手当てを行うことができた。社会保険庁改革についても、

今それがまさに始まった。その点については、１つの成果であるということであ

るということだと思います。それを受けて、不公平感の是正という意味で一元化

の議論にこれから入っていくという意思表示が民間議員からなされました。坂口

大臣から大変難しい問題が幾つかあるという御指摘もございました。 

今日の民間議員の御提言の１つのポイントは、基礎年金についてまずやるんだ

と。全体としてではなくて、基礎年金についての一元化をまず考えようという１

つの提案でありますので、これはこれとして、次回または次々回に、具体的な提

言をぜひいただきたいというふうに思います。それと将来の負担増への懸念とい

うことでありますけれども、これについても民間議員から10月をめどにいろいろ

御提言をいただくということでありますので、そのラインでお願いいたします。 

引き続き御検討いただきたいと思いますのは、坂口大臣の方といたしましては、

介護保険の改革案をとりまとめいただくということでございますので、それにつ

きましては、その御方針の従って、まず、その優先順位をつけながらというお話

でありましたので、その御方針に従って、ぜひとりまとめをよろしくお願いいた

します。また、少子化とも関連して、「新々エンゼルプラン」を16年度にとりま

とめるということでもあろうかと思いますので、それにつきましてもよろしくお

願いを申し上げます。 

村瀬長官の方からは、９月17日に緊急対応すべきものについてのとりまとめを

行うというお話がございました。併せて徴収一元化、住基ネットを活用するか否

か云々等も含めまして、民間からお出でいただいたこともあり、大変新しい視点

で踏み込んだ提言もぜひいただきたいと思っておりますので、９月17日の緊急対

応すべきものを踏まえて、一度またこの場にお出でをいただいて、今日積み残し

た問題について御提言をいただければというふうに思っております。そうした場

合に、坂口大臣からありましたけれども、国際比較等々についても、更にやる必

要があると思いますので、この点についても厚労省の方でいろいろな御検討をお

願いする。そのようなことじゃないかと存じます。総理。 

（小泉議長） 村瀬さんが長官になられて、非常にやる気になって改革をやっていた

だいて心強く思っておりますので、この調子でどんどん進めていただきたいと思

います。 

それと、社会保障全体の年金、医療、介護、生活保護を一体でやるんですけれ

ども、生活保護の問題については、三位一体の中でも補助率の問題が出てきてい

るんですが、補助率だけじゃなくて、中身でも問題があるという人がたくさんい
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るんです。都会の生活保護、地方の生活保護、生活保護を受けて立ち直っている

人、全然立ち直っていない人、いろいろあるんですけれども、中身の幾つか典型

的な説明資料、こういう点が今の生活保護で問題だという分かりやすい資料を出

していただくことが大事だと思う。わかりやすく説明できる。これは三位一体の

中でも、厚労省は補助率の問題、一生懸命やっているけれども、補助率だけじゃ

ないよ。中身が問題なんだよ。そういう社会保障全体の中で消費税が出てくるん

ですけれども、これは私が在任中上げないものについては、何のマイナスじゃな

いんですよ。誤解しないでくださいよ。私が消費税を上げないから消費税は議論

できないという問題と違う。私は消費税の議論は歓迎しているんですよ。しかし

２年の間、私の任期の２年の間は上げる状況にないと見ているから、私の在任中

は上げない。小泉が上げないと言うんだから消費税の議論はできない。無責任だ

と言っているけど、これはとんでもない批判であって、誰が考えたって２年の間

に消費税を上げられっこないでしょう。そうでしょう。だから、議論は大いに結

構なんです。小泉が消費税を上げないと言っている限り、消費税の議論はできな

いし、税の問題は解決できないというのは、批判のための批判でしかない。そこ

を誤解しないでくださいよ。十分議論できるんです。19年度税制改革、それから

地方への税源移譲、これも私が在任中消費税を上げないということと何ら矛盾し

ない。そこを間違いないで大いに議論もやっていただきたいと思います。 

（竹中議員） わかりました。生活保護についての宿題につきましては、また適宜御

対応をお願い申し上げます。議論はしっかりとしていきたいと思います。 

それでは社会保険庁改革についてのご議論、ありがとうございます。 

○人間力の強化に向けた取組み

（竹中議員） 引き続き時間が押しておりますけれども、人間力の話に移らせていた

だきます。 

河村大臣、大変お待たせして申し訳ございませんでした。それでは、河村大臣、

坂口大臣に順次御説明をお願いいたします。 

（河村臨時議員） 「若者自立・挑戦プランの強化に向けて」を出させていただいて

おります。現在、例のフリーター現象というのが非常に大きな社会問題化しつつ

あります。これはこのまま放っておきますと、まさに経済力、国力を落とす、そ

してそれは若い人たちの結婚観にもつながっておりまして、少子化にも結びつく

というような現況下にございます。そういうとから考えていくと、これをいかに

なくしていくかという努力をしなければいけない。まさに、仕事に挑戦をしても

らうような雰囲気をつくっていかなきゃいかぬということだろうと思います。 

そういう意味で、さきに閣議でも方針を出していただき、官房長官はじめとし

て関係５大臣でこの問題についても論じ合ってきたところでございまして、これ

を具体的に更に強化する方向、特にキャリア教育によって、そういうものを防ぐ

子どもの小さいときからのやり方、今現にフリーター現象を起こしている人たち

に仕事に取り組んでもらう。学び直しをしていただくというような問題。更にそ
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の仕事に挑戦的にやっていただく、こういう視点から評価について考えておるわ

けでございます。 

まず強化策①。子どもたちが額に汗して働くことで勤労観、職業観などの貴重

な財産を身につけるための取組みの強化を図らなければいけない。１つの例とし

て、兵庫県において「トライやる・ウィーク」というのがあって、５日間連続し

て中学生が中学２年のときに一斉に兵庫県では職場体験、インターンシップをや

ってみた。そうすると、それは非常に効果があって、「不登校中の子どもたちも

それには参加して、そのうちの４割が戻ってきた」というように、非常に効果が

あるという報告がありました。これを全国的に展開しようということを考えてお

りまして、まずモデル校への土乳から入り、少なくともこの３年間で、全国の公

立中学校すべてがこれに取り組むようにということで全国展開をしたいと思って

おります。これには、ぜひ経団連、商工会議所をはじめとする経済界の方々にも

御理解をいただいて、受入をお願いしたい。 

次に、強化策②。将来の専門的職業人になるような育成をしてやると、生徒が

職業それに目覚めるということがございます。まさに「目指せスペシャリスト」

ということを言っていますが、専門高校などにおけるそのような取組みを支援す

る。あるいは、農業、工業、商業などの専門高校では、実験や実習で実践的なこ

とをやっていますが、専門高校を出た生徒が、ものづくりも含めて、将来企業の

中堅技術者となって、日本の産業経済の発展を根底から支えていく人材となるよ

うにしっかり育成していきたい、と思っております。そういう強化策を押し進め

ようということで、スペシャリストを育てる、「スーパー専門学校」といいます

か、そういうものを指定していきたいと思っております。 

昀近では、沖縄県の宮古島の農業高校でこの８年間ずっと研究し続けた結果、

「水のノーベル賞」と言われる「ストックホルム青少年水大賞」を受賞した例が

あります。これは生徒たちがずっと宮古の農地にあるリンを研究してきて、これ

で有機肥料をつくって、これでまさに水の汚染を減らすことができる、これが期

待される、と評価され、今年８月中旬に受賞したものである。こういう研究をし

ている学校もありまする。 

それから、資料の４ページにも、これは総理にこの地域を御視察いただいたと

聞いておりますが、和歌山県の南部高校で梅のオンリーワンを目指してやってい

ると。人工交配に子どもたちが取り組んでいる、あるいは高知工業高校県で宮大

工を育成しているとか、こういうスペシャリストを養成している専門高校機関が

ございます。こういう専門高校をしっかり支援をしていくということも、まさに

仕事に挑戦をするといいますか、若者が自立して挑戦をするために、日本の経済

の根底を支えていくために意義があることではないか。こういう専門学高校の活

性化を図ろうと考えています。 

強化策③は、ｅラーニングを活用した人材育成でございます。「昀近の子ども

たち、若者たち、どうも就業に必要な職業能力の向上が求められながら、多様な

学習機会が十分ではないんじゃないか」という指摘がございますので、特に、フ
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リーターをしているような若者たちが、いつでも、どこでも、手軽に、職業能力

の向上や専修学校でもう一回学ぶ直すとか、そういうことができるような仕組み

をつくっていかなきゃいけないと、こう思っております。これにはｅラーニング

が一番いいということで、ｅラーニングを活用した学習支援の仕組みの構築を目

指していきたいと、こう思っております。 

以上、若者自立・挑戦プラン強化の具体的な点について御紹介をさせていただ

きましたが、これらを効果的にやるためには、やはり関係省庁との密接な連携が

ございますので、この点をぜひお願いしたいし、また地域ごとにこういう学校と

一体となって取り組むということが非常に必要になってきております。この点、

農業関係であれば、農水省の御協力をどうしてもいただくということが必要にな

ってきております。こういうことを踏まえながら、今後とも関係５大臣の会議の

中で、積極的に若年者雇用対策の充実を含め、まさに若者が自立・挑戦していく、

そして額に汗をして働く意欲をずっと小さいときから持ち続けて社会に入ってい

く、そういう点を教育面からも強化してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

以上です。 

（竹中議員） 坂口大臣お願いいたします。 

（坂口臨時議員） 文部科学大臣からもうほとんどお話をいただきましたので、一言

だけ付け加えさせていただきますけれども、特に若者の雇用につきましては、若

者の中で働く意欲がある若者と、それから働かないし、教育も受けないし、トレ

ーニングも受けない、何もやらない、やる気がない、というニートと言うんだそ

うですけど、Not in Employment Education or Trainingですか、そう呼ばれる

若者と、二種類存在する。やる気のある若者に対してはいろいろやってあげなき

ゃいけない。ただ、「みんなＩＴを勉強せい」と言ったって、これは無理な話で、

今まで土木だとか、あるいは建築の下請けなんかやっていた若い連中に、そんな

難しいことを言ったって、それは無理な話で、この人たちに対してどういう働く

道をつくってやるかということは、地方にとりましては大変大事な問題だと思っ

ております。だから、選択肢の幅を広げてやらないといけない、ここをどうする

か知恵を少し絞らなければいけないというふうに思っています。 

それからもう一つのやる気のないのをどうするか。これは河村大臣のところと

しっかり協調してやらせていただかなきゃいけないというふうに思っております

が、やる気のない人たちに対しては、役所だけではなくて、国民各層に協力をし

ていただいてやるということが大事なのだろうというふうに思っております。 

１つは、ボランティア活動なんかをしっかりやっていただいて、その体験の中

から働くということに対する気持ちを芽生えるようにするということも一つの方

法でございますし、それから合宿をやらせて集団生活する中で生活訓練だとか、

労働体験などを通じて働く自信をつくり出していく。若者自立塾というような構

想もあるようでございますが、そうしたことをやるというようなことも考えたり

もいたしておりまして、何とかやる気を起こすのにどうするかというようなこと
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にまで知恵を絞らなきゃならないところにきている。ここは文部科学省としっか

り協力させていただいてやらせていただきたいと思っております。 

昀後に一言ですが、緊急地域雇用創出特別交付金の期限が来年３月で切れるわ

けだが、厚生労働省の取組みの中でも、これは評判が良かった。しかし、ここは

終わるになるということでございまして、地方自治体からは、これを延長して欲

しいとの要望を受けているが、これは金のかかる話でございまして、なかなかこ

れもそう簡単な話ではないのだろうというふうに思っております。しかし、全体

の雇用を考えた場合、もう少しつなぎをなきゃいけないだろうということで、こ

れに代わるべきものをどうつくるか、という問題が残されていることでございま

す。 

（竹中議員） 中川大臣名の資料が出ております。泉副大臣お願いします。 

（泉経済産業副大臣） 中川議員のペーパーを代わりまして御説明いたしますが、１

ページ目を御覧いただきますと、左側グラフに示されているとおり、まさに団塊

の世代があと数年の時期を経ずして一線から退かれるということになってくるわ

けであります。一方、右側のグラフでは、既に多くの議員が御承知のように、若

年の失業率が依然として高い。こうした技術や経験を有する主体が卒業する一方

で、それを引き継ぐ若い世代が職に就けないでおるというのが現状でございます。

２ページ目を御覧いただきますと、かつて各企業がいわゆる教育訓練の費用を

投資してまいりましたが、昀高でありました88年時点に比べますと、現在は約

1,000 億円も少ない投資しか行われていない。一方、右側のグラフで他国との比

較でございますが、研修費用がこれほど低い状態が今日の姿でありまして、人材

育成の面で国際競争力を損なうおそれがあるということでございます。 

３ページ目。「新産業創造戦略」というものを出させていただいておりますが、

その中で産業人材の育成というのを昀重要課題として位置づけておるわけであり

ます。 

まず、製造現場の中核的人材の強化をするということで、ベテランの人、ある

いはノウハウを持っておる方から若い世代に引き継いでいくと、こういうことが

求められておりますので、産業界、大学等と連携をとりまして、全国に拠点をつ

くって進めてまいりたい。 

また４ページ目は、企業内人材投資の促進ということを考えておるわけであり

まして、研究開発投資については、それなりの税制をつくっていただいておるわ

けですが、いわゆる人材育成のための投資が滞っていることを打破しますために、

これは研究開発投資と同じように、人材にかかわる税制上の措置を来年度からつ

くり上げていきたい、このように考えております。 

また５ページは、既に御説明がありましたｅラーニング、このことについて関

係省と連絡を取り、密接な協力のもとで進めていきたいと思っております。 

まとめといたしましては、先ほど申し上げましたように、人材の育成のための

投資は、厳しい経済環境のために停滞してきている。このことを打破するために

幾つかの施策を経済産業省としてはとってまいりたいと、このように思っておる
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ところでございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。大変重要な問題なんですが、あと５分ぐら

いで総理はお出にならなければいけません。どうしても御発言のある方、手短に

お願いいたします。いかがですか、よろしいですか。 

（奥田議員） 実業界の方で受け入れをしろというお話でございましたが、実際受け

入れることについては問題ないんですけれども、やっぱり受け入れると、事故が

起こった場合にどうするか等の懸念が出される等いろいろな問題が出ますので、

そういうのは説得して、できるだけ受け入れるように要請指導してやっていきた

いと、そういうふうに思っています。 

（竹中議員） 大変申し訳ありません。民間議員のペーパーを飛ばしまして申し訳あ

りません。 

（本間議員） それではほんとにコンパクトに説明させていただきます。 

今お話がございましたように、関係大臣が若者自立・挑戦プランに対して積極

的に取り組んでいただいておりましてありがたいと思っております。今後事業全

体の評価をきちんとした上で推進していただきたいと思います。 

それからハローワークの業務の民間開放については、短期失業者をどうするか

というような問題がございますが、この辺りのところも、少し外国の事例等も含

めて参考にしながら、国が行える部分のところを具体的に抽出していくというこ

と、それから民間開放ができる部分のところについては、きちんと民間開放して

いくというようなこともやっていく必要性があろうかと思います。その点でマー

ケットテストというもののモデル事業にしてはどうかという具合に考えます。 

それから、各地域の特性がございます雇用を生み出すときに、各地方のアイデ

ィアを活かし込むような形でコンテスト方式で雇用政策を支援するような考え方

もとっていく必要性があろうかと思います。 

それから、今現在有料の職業紹介事業者というのは、年収700 万円という極め

て恵まれた方々に対する部分のところで開放しておるわけでありますけれども、

それ以下の人々の方が深刻な問題を抱えているわけでありますし、各地域の所得

水準、年収というのは違っておるわけでありまして、この点についての本格的な

見直しと、民間開放に向けての努力をしていく必要性があろうかと思います。 

昀後に、この問題の手法の問題であります。機関補助から個人補助への転換と

いうものも考えていく必要性があろうかと思います。機関補助というのは、雇う

側に補助を与えることによって財政の非効率性を担保するという形になっており

ますけれども、そこでは人も張り付けなければいけません。その意味では、ダイ

レクトに個人補助への転換というようなことを考えて、官から民への改革をして

いく必要性もあろうかと思います。ぜひ文部科学省におかれましては、この実現

に向けて具体的にその方向性が出てくるようなことをお考えいただけないか。例

えば、地域に限って導入するとか、あるいは高校中退者に限って導入するなどの

検討をしていただきたいという具合に思います。 

以上です。 
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（竹中議員） 民間議員からの御提言もあったんですが、それにつきまして、両大臣、

もし何かございましたら。 

（河村臨時議員） 私ども、特に資料「人間力の強化について」５番目のバウチャー

制度の問題について、文部科学省に対する御指摘いただきました。バウチャー制

度は昀近そういうことをいろいろ御指摘あるものですから、この制度設計ができ

ないかということで研究させている。しかし、アメリカの例、あるいはイギリス

の例を調べてみるんですが、なかなか実証的分析を行うのが乏しいということも

あって、その効用も明確でないというようなこともあって、いわゆる市場原理を

もっと働かす意味はあるのでありますが、一方で教育の安定性とかそういうよう

なことを考えてみると、なかなか教育界にこれを入れるということについてのメ

リットといいますか、そういう面が非常に弱いということで、更に研究をしてみ

たいと思いますが、現時点ではこの導入というのは困難であるというのが今の内

部研究の結果でございます。おっしゃるように地域に限るやり方、それから高校

中退者をどうするか、これは証票をもらって、それでいけばということですが、

これをやるということは機関補助をなくして、これに切り替わるというのが基本

的な考え方ですから、この場合にどうなるであろうかという制度設定はなかなか

難しいという面がございます。更に研究をさせていただきたいと思います。 

（本間議員） その点につきまして、厚生労働大臣がフリーターの業者を対象にして、

実践的な職業訓練の抜本的な拡充に取り組んでいただいていることは、ほんとに

私も高く評価をしております。このバウチャー制度について、更なる検討をぜひ

厚生労働大臣と竹中経済財政政策担当相の間で共同で前向きに議論して、施策に

結びつけていくような御努力をお願いいたしたいという具合に思います。 

（竹中議員） 坂口大臣よろしゅうございますか。 

（坂口臨時議員） 検討させていただくのは、私たちもやぶさかではございません。

それから、資料「人間力の強化について」４番目の手数料を徴収できる範囲、700 

万円以上、もうちょっと下ろすことはできないか検討いたします。 

（麻生議員） 坂口先生、それは基本的には求職者側に立ってしゃべる人がいないん

ですよね。求人側に立ってしゃべるから、なるべく安くできるわけです。求職側

に立って手数料のパーセントなんかなるべく高くやってやった方が「自分のパー

セントが上がりますから」ということになるんだと思うんです。ここは。 

（竹中議員） ありがとうございます。ちょっと昀後、時間を押しまして大変恐縮な

んですけれども、総理の時間もございますので。 

今日いろいろな御提言いただきました中で、河村大臣、坂口大臣に強化策を提

示していただいておりますので、それらにつきましては、具体策を更に詰めて工

程を更に詰めていただくということではないかと思います。 

民間議員から御提言のあった問題、バウチャーの問題、これは３年ぐらい前に

一度ここで議論したことがありまして、総理からは、その呼び方も含めてもっと

研究しろという御指摘をそのときいただいております。これは内閣府と厚生労働

省で引き続き検討する。更に教育に関しましても、規制改革・民間開放推進会議
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の検討事項にもなっておりますので、文科省におきましても、ぜひいろんな観点

からの検討をお願いするということだと思います。 

それと昀後、坂口大臣がおっしゃった手数料徴収の範囲、700 万円についても、

引き下げる方向でぜひ検討をいただくということではないかと存じます。 

（谷垣議員） バウチャーについてはばらまきにならないような検討をぜひともお願

いしたいと思います。 

（竹中議員） その方向で検討いたします。 

総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） 坂口大臣が言われたように、やる気があってもなかなか仕事が見つか

らない人と、やる気のない人がいる。やる気のない人をどうやってやる気にさせ

るか。これはまさに教育だよな。特に10代が大事だよ。10代というのは、先生に

よって学科もやる気になる子がいるし、先生が違うがやる気が出てくる。これは

スポーツでも学科でもそうだよ。10代でだめで落ちこぼれの人でも、ほかへ行け

ば優秀な人もいるわけだから、これはどうやって取り組むべきか。特にやる気の

ない人。やる気のない人を具体例でやる気を出せるような具体策はないか。理論

だけではなくて、実際の例が。人によってやる気が出てくる人がいるんだよな。

学校の先生なんか特にそうだぞ。スポーツでもそうだぞ。「あんな教え方じゃ、

やる気なくなるよ」という子がたくさんいるんだよ。それでほかのチームに行く

とぐんと才能を伸ばす人がいるんだよ。 

（竹中議員） 成功事例はあるんだと思うんですね。 

（小泉議長） そういう成功事例を少し具体的につくった方がいいよな。 

（河村臨時議員） そういうことが上手な先生方というのを一回探してみたらあると

思うんですね。 

（竹中議員） ぜひ大臣の方でまたお願いを申し上げます。 

どうも今日はありがとうございました。 

（以 上） 
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