
 

平成 16 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：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     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） 
 

（概要）          

（竹中議員） 本日はまず「郵政民営化」についてフリーディスカッションをしたい。

その後「社会保障の一体的見直し等」と「人間力の強化に向けた取組み」について

の集中審議を行う。 
 
○郵政民営化について 
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（竹中議員） 前回までの骨子の議論を踏まえ、更に議論を要する４点について私なり

に整理した。１番目は、分社化の方針である。純粋持株会社の下に４つの事業会社

を置くのか、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、更には一旦分社化をした郵貯銀行と郵便保険会社の最終的な姿をどのよ

うに考えるのかといった論点もあると思う。 
   ２番目は、民営化時点における組織形態をどうするかである。2007 年４月から分

社化すべきという視点が当然あるが、実務上なかなか困難であるとの指摘もある。 
   ３番目は、地域分割をどのように考えるかという点である。窓口ネットワーク会

社は地域分割すべきという議論があるが、他の会社を地域分割するかについては経

営陣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。 
   ４番目は、推進体制についてである。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かは大変重要なポイントである。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だと思うが、そのレビューの

ために有識者で構成される監視組織等々をどのように考えるかという問題がある。 
   このほかにも論点があろうかと思うが、自由に議論をいただきたい。 
（吉川議員） まず分社化の方針だが、我々は純粋持株会社の下に４つの事業会社を置

くのが望ましいと考えている。 
   民営化時点における組織形態については、2007 年４月時点から分社化すべきと考

える。分社化する際のシステム設計等が２年間では間に合わないという声もあるよ

うだが、個人的には納得していない。システムを統合するとなれば、かなり時間が

かかるにしても、分けるのであれば、はるかに早くできるという意見もあると承知

している。 
   １つの方法として、２年間で分社化にふさわしいシステム設計ができるかどうか

のオークションを行うことも出来るのではないか。たくさんの会社、たくさんの人

が手を挙げるだろうから、２年間で分社化のためのシステムを設計できるだろう。

今のところ実務的にできないという意見が開陳されているが、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う。繰り返しになるが、

私自身は２年間でできると思う。 
   推進体制についてだが、従前から総理がリーダーシップを発揮されてこられたテ

ーマであり、強力なリーダーシップが求められているのだから、総理中心の推進体

制が築かれてしかるべきだと考える。 
（麻生議員） 分社化については、各社の経営方針、店舗戦略をバラバラに進められた

らもたないので、別会社とするのはよいと思うが、事業会社は４つなのか、３つな

のかを含め、この問題は新経営体制で考えられるのがしかるべきだと思う。 
   2007 年４月から分社化すべきという意見について、システムの入札は１つの先端

的な意見だと思うが、みずほは約２年半かかっても失敗したが、そうした失敗は許

されない。今合理化・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というのは、経営者の側からしたら責任を負いかねると

いうことになるだろう。少なくとも 2007 年時点においては１つの会社でスタート

する以外手がないのではないか。また、現状 28 万人いる組合員への対策をどのよ

うに考えておられるのか、御意見を聞かせていただければと思う。１つの会社は１

つの組合なのか。４つの組合にするならば、その方法を組合とどう話し合うつもり

なのかをぜひ伺いたい。 
   推進体制については、見直すための委員会を設置すると決まっているので、総理
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を中心に様々な形のものがここで考えられるべきだと思う。１つだけ言わせていた

だくと、ここで議論してまとまれば、それがすんなり法案として国会を通るなどと

思っていただいては困る。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、夏休みの期間中に新聞にだけどんどん話が出てくる

状態では、どんな心理を議員に与えるか。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かないと思っている人たちに、折り合いをつけるのも難しくさ

せるような表現が外にまかり通るようなこと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。 
（吉川議員） 今、「組合」という言葉が出たが、雇用との関係で言えば、３もしくは４

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、そこで働い

ている人にとっても最もよいことだと考えている。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が望ましいという立場で発言している。 
   政治との関係について、たしか小泉内閣が成立したばかりの頃だったと思うが、

同じような問題が出されたと記憶している。その際、我々民間議員はとりあえず政

治のことは考えずに、自分はどのようなことが正しいと思うかを発言せよ、という

お言葉を総理からいただいた。この会議での我々の任務は法律で決まっており、経

済・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理解してい

る。この点を御理解いただければと思う。 
（牛尾議員） 2007 年４月の民営化は、総理の方針であり、既成の事実として認知され

ているという前提で我々は作業をしている。民営化とは、基本的には分割民営とい

うのが唯一成功する例であり、部門ごとにリスクを遮断し、それぞれが事業責任を

持ってやっている。ＪＲも問題はあったが、分割民営化によって非常に成功した。 
   そのため、2007 年４月から民営化するのであれば、分割民営化でなければならな

いと思う。システム構築の困難さも理由には当たらないと思う。常識的に考えて１

年半か２年あれば十分でき、特にシステムの分割は統合に比べてより簡単であると

言われている。ただ、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いる。しかし、これは大きな理由にはならない。 
   一方で、政治的な扱い、労使問題は簡単ではない。政治の問題のために、あるい

は労使の問題のために遅れるのだというのであれば、この場で議論する問題とは違

った要因である。ただ、民営化の効率を高めるには分割が前提であり、過去の経験

から言っても、民営化は分割民営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。 
   郵貯・簡保に関しては、できるだけ早く民有民営にしなければ、政府保証の問題

も含め、イコールフッティング等の問題も出てくる。だから、2007 年に国有民営で

分割がスタートしても、金融・保険の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思う。 
   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ことは、次善の策として

は十分に理解できるが、できれば純粋持株会社に越したことはないと申し上げたい。 
（麻生議員） 分社化する点に関して反対はしていない。その４つなり、３つなりの会

社のどこに行くのかを組合員に選択させるわけだが、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であり、それを 20 何万人の組合員全

員について、話がつくのか。正直申し上げて、炭鉱で 2,500 人を相手にしたときで

も結構大変だった。その約 100 倍の量について、分社化を受けてくれる経営者がい

るだろうか。システムの話は、今いろいろな形で技術が進歩しており、不可能では
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ないかもしれない。ただ、サービスを維持するという前提で考えていった場合には、

システムも完璧なものに仕上げる必要がある。 
   政治との関係についてだが、この会議においては当然、その点については考えな

いという前提だと思うので、私も全く異論はない。ただ、我々は立法府に身を置く

と同時に、行政府にも身を置いており、そうした点はぜひあらかじめ頭に入れてお

いていただきたいと思う。通せるものを通りにくくすることは避けたい。 
（本間議員） 麻生議員の立場はよく理解できるが、郵政民営化に関しては国民的な関

心も高く、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

すことになるので、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。 
   分社化の方針については、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ことを議論し、その４つの機能が相互にリスク遮断ができる

ことを前提にデザインすべきという考え方で進めてきた。窓口ネットワーク会社を

持株会社にするという考え方は、この２点において問題があるだろうと思う。 
   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

はどうかという議論もあり、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、論理的に矛盾が起こるのではないかと考えている。純

粋持株会社の下に４つの事業会社を置くことが必要になってくると考えている。 
   2007 年４月の民営化時点における組織形態について、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だが、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、むしろ主導権争いに時間を要したことが現実ではない

かと考えており、その点はクリアできるのではないかと思う。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が必要になると思う。 
   推進体制は、総理のリーダーシップの下で推進されてきたこともあるので、総理

直属の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。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べき。移行期は、裁量行政が極めて大き

く、それ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

を国民に与えるので、民業圧迫という観点から言っても、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する工夫が必要だろう。独立した形

だと混乱が起こることもあり得るので、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と思う。 
（奥田議員） リスク遮断については、純粋持株会社の場合と事業持株会社の場合と２

つあると思う。実際に我々はたくさん子会社を持っているが、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である。恐らく、郵便がだめだったから貯金の方で面倒をみ

てやるかとかという話は経営をする人は考え方としては持つ。しかし、それはあっ

てはならないことで、そういうふうなことが実際に起こり得る可能性を考えながら、

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、一番いいのではないか。 

   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、ここで儲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

へピシピシと切れるものじゃない。こういう現実は理解しておきながら、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のではないかなと思う。 
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（福井議員） 残された論点というのは、いろいろ難しい問題があるから論点として残

っているのだろうが、最後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

と思う。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有効に

機能するという視点でいけば、まずやはりリスク遮断ということに非常に大きなウ

ェートを置くこと、また、なるべく早く最終的な民営化の姿に持っていくこと、つ

まり時間的距離、この２つが私は非常に重要ではないかと思う。 

前者について言えば、持株会社の形式は、純粋持株会社以外には選択の余地はほ

とんど残らないのではないかと思う。それから準備期間とその準備のための必要な

事務については、なるべく早く最終的な民営化の姿に持っていくため、2007 年４月

には最低でも持株会社方式に移行する。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があれば、どういう点がどの程度困難なのかを確認する必

要がある。もし物理的な理由で困難な点が最後まで残る場合でも、法律的には 2007

年４月からとしつつ、物理的な面では、本格実施に猶予を持たすことはあり得ると

思う。そのように両者の性格をはっきり分けた方がいいのではないかと思う。 

（麻生議員） それぞれ御意見をいただいたが、リスク遮断ということについては、当

然考えないといけないが、奥田議員もおっしゃるとおり仮に持株会社に最終的にな

ったとしてもリスク遮断の保証はない。アメリカなんか見てごらんということであ

るが、私もそれはそのとおりだと思うし、理想論の話と現場の経営の話とは全然話

が違うので、簡単にいく話ではないと思っている。 

   それから、窓口会社については、この窓口会社がやっていけると言っているのは

我々だけであって、現実、数字も入れないで、経営の予想なんかをしていて経営な

んかできるはずもない。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、比較貸借対照表やら財産目録やら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やっていけるからやってごらんと言うのは、とても無責

任のそしりを免れぬと思う。私は、この種の話は経営の立場から言ったら、慎重の

上にも慎重を、と最初から申し上げている。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いるが、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、よくわからない

数字が出てきたりして、それがまかり通ったりするのもどうかと思う。 

   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たが、一般の方の御

意見には、どうして儲かるのか分からない、民営化されたら何が起きるのかわから

ない、郵便貯金会社がつぶれるのではないかという話が出ていた。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い

る。銀行の国有化は一時的な話だと言っても、何で銀行は国有化の傾向で、何で郵

便は民営化なのか、これが普通の方の質問だと思う。 

   そういった意味では私ども国会議員は、世論を代表する立場にいるので、同じよ

うな観点から話を進めてくると思う。私どもは経営する立場の生田郵政公社総裁が

どう言われるのかというのが最大の関心だったが、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いといけないとは思うが、私は少なくとも経営をされる

生田総裁の話が、この際、最重要な話であって、主役は経営者ということになろう

かと思う。その立場を尊重して話をしないといけないと思う。この会議だけで「残

された論点は、この４つである。はい、こう決まった。」という話になるかと言え

ば、私は、その点は極めて難しいと思う。 

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
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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思う。 

（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

ているわけだから、ちょっと議論を戻してしまうかもしれないが、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して頂いているが、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、つまり、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に

ついては、とことんきちっと詰めなくてはいけない。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、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だと思う。 

   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ると、

最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あるが、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うと、民営化した先は民営化の論理でやって

いただけばいいけれども、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。出口の姿もそうである。そのことはぜひ基本方針にも書き込んでいただきた

いと思う。 

（牛尾議員） 窓口ネットワークは、80％ぐらい事実上の創業である。それから郵便で

も、物流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、貸付分まで入れれば創業に近い分野が半分ぐらいある。

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

ホールディングだから、自ずと性格が正反対に違うし、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だが、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である。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、事の中ですると、いろいろないきさつに引きづられるので、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、

とにかく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ったが、あれは外からつ

くったものにしては１つの考え方を示したものである。本当は現状を知っている人

が、今あるものを継続する場合に４つの会社がどうなるか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、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考える。これは事の外に置かないとだめ。そういうものをど

う指定するかは、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
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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、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だが、解決するのに３年や４年はか

かる。２年か３年ぐらいで完全に４つの部分がそれぞれ事業的に成功すれば、労使

問題は直ちに解決の方向に向かって進む問題である。これは４つの分野を全部成功

させないといけないということ。しかも成功しにくいところには、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だ。

労使問題は事業に利益が出れば解決するのであり、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

フをしたと思う。 

   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こと、2007 年には相当新しい作

業に、2005 年の８月から１年６カ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るから、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だから生田総裁も大変やり

にくい部分があると思うが、そういう２つの構造が必要だということを申し上げて

おく。 

（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

売しておるわけだから、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だから、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がんばる。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いる。この点に関しては全く反対しない。 

   最初に谷垣議員がおっしゃったように、郵便会社は 5,500 億円の債務超過の会社

だから、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。この会社に一

体幾らの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

るのかということも決めないといけないし、その前に、この会社は、牛尾議員が言

われたように、窓口会社はほとんどゼロからのスタートだと思う。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ないといけない。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ると思う。要は、現場の方はどうしてもこだ

わるのかもしれないが、これは 28 万人の人たちの意識改革を含めて、これはすご

く大事なところだと思う。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。最初からバランスシートがすべての数字だと

いうことを第１回目から申し上げている背景もそれであり、ぜひその点は御検討い

ただきたい。 

（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

のではないかと思う。 

   １つ目は、窓口ネットワーク会社が売上としての利用料、手数料をほかの会社か

らどのように対価としてとるかというフローの部分。 
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   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する。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。 

   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、麻生議員がおっしゃったとおり、きちんとした計数のシミュレーション

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と思う。 

（竹中議員） 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ない。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るので、その上で

若干の整理をさせていただくが、最初の分社化に関連しては、やはり、これはすべ

てに関連するが、今回の民営化を通してリスク遮断が大変重要だという点について

は、多くの意見が一致していたと思う。同時に、経営者の判断を尊重すべきである

という議論もあった。そうした点も含めて、分社化の最終的な姿については引き続

き議論をしていくということだと思う。ただ、銀行、保険についての最終的な民営、

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

ということだと思う。 

   ２番目の 2007 年４月時点での組織形態については、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であるという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指摘も同時にあった。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う。ただ同時に、なるべく早く

最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

とだと思うので、この 2007 年４月の形は、これから更に議論していくが、どのよ

うな形であれ、最終的な姿、そこに至る工程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

う。 

   地域分割については必ずしも今日は十分議論されていないが、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う。 

   推進体制については、ここは比較的意見の一致があったところだと思うが、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う。 

   このほかに本日出された問題としては、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う。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、

その中でしっかりと議論されていくという問題ではないかと思う。引き続き議論を

深めていきたい。 

（麻生議員） それで結構だが、牛尾議員は、事業的に成功すれば職員は行く、絶対行

く、とおっしゃった。労使問題というのはそんなものである。しかし、行かない人

がいる。それが例えば特定郵便局長である。その人たちは金で局長になっているわ

けではないので、その処遇も金では動かない。そこが一番私が大事だと思っている

問題。そこをどうするか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．」に書いており、これは是非しっかり

と検討をしていこうかと思う。郵政に関して、総理。 
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（小泉議長） 今はいいが、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うな努力をして

ください。 

（竹中議員） 麻生議員、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

たいと思う。 

 

（坂口臨時議員・村瀬社会保険庁長官 入室） 

 

○社会保障の一体的見直し等について 

（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く。 

（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いては、後ほど坂

口臨時議員から具体的な説明があると思うが、これまでの検討状況について御報告

したい。 

   まず、社会保障全般の見直しに関して、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

は御承知のとおり。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

参加いただいている。 7 月 30 日に第１回を開催し、今後の進め方等について意見

交換を行い、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意見をいただいた。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議論をいただきたい

と思っており、第２回目は９月 10 日に予定をしている。この日は連合が具体的な

意見があるということなので、お話を承る。また経済界からもぜひ説明したいとい

うお話もあったので、議論の歯車が回ってくると思っている。 

   社会保険庁改革については、問題点については、もう十分御承知であるから省略

するが、「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、社会保険庁長官に参加いただいている。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との要請をい

ただいているので、有識者会議は８月 11 日と昨日 25 日の２回を開催している。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意見をいただいているが、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、整理したので、厚生労働省から説明いただくこと

になっている。本日の議論も踏まえ、次回の有識者会議は９月 17 日に開催をし、

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説明したいと

考えている。 

   緊急のものと、やや長期のものと性格は分かれるが、予算・機構とか、年内に決

めてなければならないことも多々あるので、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いる。 

（坂口臨時議員） 私の方から社会保障の一体的見直しの大枠をお話しさせていただき、

社会保険庁の改革については、村瀬社会保険庁長官の方から、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思っている。 

   社会保障の一体的見直しの方であるが、「骨太の基本方針 2004」においては、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
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だいているが、先ほど細田議員からもお話をいただいたように、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ある。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、議論が始まったところである

が、ここでもお願いをしているのは、来年、介護の問題を出させていただかなけれ

ばならないので、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いかな

い。全体の大枠を決めて、その中に介護の問題も含めていかせていただきたいと思

っているので、年末までの大枠の方向性というか、そうしたものを何らかの結論を

出していただき、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思っている。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あり、高齢者医療の問題、それから国保、政管健保の都

道府県単位での問題等々、あるいは診療報酬体系の見直し等の問題がある。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らないの

で、一応、平成 18 年度内ということあるが、もう少しスピードを上げていただき、

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思っている。 

   現在、私たちの考え方としては、年金、医療、介護をはじめとして、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いて改革の方向と優先順位を付ける。それぞれの

どこまでを国が行い、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思っている。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ある。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思うので、

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。 

若干、余談になるが、先週フランスとドイツにお邪魔をして、そして、社会保障

の問題を少し勉強してきた。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

ろだったので、それは何かということを聞くのが目的であった。労使の皆さん方に

も会わせていただいたし、あるいは国の皆さん方の御意見もお伺いしてきた。結論

だけ申し上げると、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、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

うことであった。そこが日本とかなり違っているなと思った。日本では税と保険料

の徴収の一元化の話が出たりしているが、それは絶対にだめで、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かった。向こうの人の言葉をそのまま

使うと、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て、そこまで言うのかと

いうような気がした。しかし、そうは言うものの、経営者の皆さん方にとっては、

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

に強い。特に、ＥＵが拡大して、ポーランドその他の国々が入ってくることで、何

が行われているかということをいうと、労使は労働時間を 35 時間にしていたが、

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している。そして労

働時間は戻すけれど、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
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いるとのことである。政府の方もそういう方針で今やっているとのことである。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、労働時間だとか、あるいは賃金というものも含めて、トータルで見直

しをしていくという方法をとっているのではないかと感じてきた。 

   少し話が余談になったが、そういうことであるので、我々の方も社会保障の問題

を考えていくときに、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

に言っているが、しかし、それは現在問題になっている社会保障のそれぞれの制度

の間の話だけにとどめているが、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いる。 

   それから、少子化についても少し触れさせていただきたいと思うが、これまで子

育てと仕事の両立支援の取組をしてまいったが、これに加え、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している。し

かし、昨年成立をした次世代育成支援対策推進法ができ上がり、これに基づき、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している。この次の「新

新エンゼルプラン」というのをつくらなければいけないが、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

ろうと思っており、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

いきたいと思っている。 

   したがって、以上申し上げたように、社会保障全体の考え方としては、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しているし、そういう認識の中で三

位一体の問題もあるが、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

ついても、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

思っている次第である。 

   少し早口で申し上げたが、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思っている。 

（村瀬社会保険庁長官） 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。 

   まず第１点は、私の役割であるが、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。 

   それから２点目は、社会保険庁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う。全面的に協力

体制をひいてくれている。したがって、現在持っているデータ等も含め、すべて開

示をしてくれており、そういう点では改革に当たって支障はないと考えている。 

   それから３点目。一番難しい組合の問題については、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いる。具体的には、信頼回復、サービス向上に向

かっては、最大限の努力をし、被保険者に安心、信頼を提供していくと、こういう

決議をしてくれている。したがって、改革に向かって環境は整っていると考えてい

る。また、昨年度まであったいろんなことが報道されているが、ここを早く解決し

て、改革に向かう形で動いていきたい。今、何をやっているのかということについ

て、お手元のページの３ページのところで２つ分けてお話をしたいと思う。社会保

険庁で実施しようとしていることと、官房長官の下の有識者会議でどういう検討項
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目がなされているか。この２点に分けて説明をする。 

   まず、社会保険庁の中では、信頼の回復を最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いる。したがって、庁内に改革推進本部を設置して、重点６

項目について、現在詳細な検討に入っている。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番はシステムの抜本的見直しの問題、４番目が

予算執行の透明性。コストの圧縮も視野に入れてある。５点目に個人情報保護の徹

底、６点目に来年度独立行政法人として清算を予定されている年金福祉施設の整理

の問題。この６点について庁内的にプロジェクトをつくり、現在進行中。ただ、特

徴として、実務庁であるので、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いる。したがって、いろんな改革をするに当たり、最大

重要事項というのは、職員の意識改革と思っており、８月 16 日を皮切りに、事務

局、事務所の訪問を開始した。９月中に３分の１の県を回る予定を組んでおり、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

たいと思っている。また、８月 25 日には緊急に臨時事務局長会議を開き、具体的

な中身について開示をし、意思結集を図っている。 

   それから、あと民間の発想や感覚を大胆に導入するということであり、これは今

日、御出席をいただいている奥田議員のところに依頼を申し上げ、顧問的な役割を

担っていただける方であるとか、６項目について、１、２、３のところについては、

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につい

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

る最中である。 

   次に運営評議会については、メンバーが確定した。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していただく予定。 

   続いて、有識者会議については、官房長官の下に設置いただき、８月 11 日、それ

から昨日と議論をしていただいている。そのときにお配り申し上げたペーパーが６

ページ以降の「社会保険庁の課題と対応の方向性」というペーパーである。この中

でまとめ方について厳しく御指摘を受け、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いる。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、この段階においては、年内に中間報告を行い、それから平成

18 年度に最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

ールで動いている。なぜこんなスケジュールになるかというと、１つは最大の社会

保険庁改革の中で、大きな課題はシステムだと思っている。システムについては、

現在、平成 17 年夏に向け、レガシーシステムの刷新可能性調査を行い、それを踏

まえて見直し方針を策定することとされている。それまでに方向づけをするという

ことになっており、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。それから絵は描けるが、具

体的に動いてくれるのは現場の事務局、事務所の職員であり、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ので、そういう形にさせていただ

いている。ただ、気持ちとしては、やはりスピードが非常に大事だと思っている。

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、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。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うが、例えば４の予算執行の透明性であるが、これについては、

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た。また、個人情報保護については、これも中
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でしっかりコントールし、システムで対応するという形に変更することを決定して

おり、あとはシステムの手当がつけば、完全に励行できるというところまできてい

る。このように、具体的にどんどん進めていきたいと思っている。 

   また、国民サービスの向上という観点で、８月 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時まで延長した。本件について現場の意見を聞く

と、恒常的にやってくれないと困るとか、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あり、今、最終的に詰めている。早い機会に月曜日は夕方

８時まで相談をできるようにしたい。それから 11 月以降、特に年金相談は年末と

１月、２月の確定申告時に非常に多く、そのときには、一部土日も開くという形で

検討している。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思っている。したがって、９月のときに

は、より具体的な形で 100 ％は出せないかもしれないが、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

う。 

（吉川議員） 「社会保障制度の一体的見直しについて」を説明する。 

   先ほど坂口臨時議員から、社会保障制度は、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った。ドイツ、フランスの例をひいて、労働時間

に言及されたが、私達も基本的に同じ考えを持っている。どういうことかというと、

社会保障制度は、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。そのことは当然だが、それぞれをばらばらに考える

のではなく、社会保障制度全体として考え、さらに、それを経済全体の中で考える

必要がある。 

   社会保障制度の一体的見直しについては細田議員から話のあった懇談会があるが、

それと並行して、経済財政諮問会議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いる。坂口臨時議員の

話にもあったが、そうした議論に資するためにも、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。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したいと考えている。論点は５つ。 

   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ので、財政とのかかわりにおい

ては、このことを念頭に置き、こうした大目標と整合的に社会保障の給付を長期的

に管理していく仕組みが必要である。 

   ２点目は、負担を無限に求めるわけにはいかないため、限られた負担の中でどの

ように安心を確保するかについて工夫をする必要がある。これは先ほど坂口臨時議

員からも話があったが、医療保険や介護保険について公的な保険で賄う範囲、逆に

個人で賄う範囲をどのように考えるか。また、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ると、年金は現金の給付であ

り、医療とか介護は現物給付である。お金と、医療や介護のようなサービスの両方

で高齢者の安心というのは確保されるので、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。さらに言うと、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。 

   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。「新産業創造戦略」が
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基本方針、骨太の方針の中でも書かれているので、こうした視点も必要である。 

   ４番目は、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。これも先ほど坂口臨時議員から話があったが、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。 

   最後に５番目であるが、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。厚生労働省としては、実務的なこともあり、

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だが、そ

うした設計がばらばらでは困る。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臨時議員が発言されたと思う。全体として、

坂口臨時議員の説明を拝聴して、大きな方向として私達が考えていることと同じこ

とだと考えている。そうしたことも踏まえ、10 月を目途に経済財政諮問会議で民間

議員の提案をし、議論に資したいと考えている。 

（本間議員） 今、吉川議員から社会保障全体についての民間議員の意見を述べたが、

私からは年金制度に限り話をしたいと思う。 

   平成 16 年の年金改革法により、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、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が非常に大きな問題であると考えている。この点について、政

府は官房長官の下に２つの懇談会を早急につくり、社会保障全体の問題、社会保険

庁の問題について、それぞれ議論を集約する体制づくりができたが、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ると思ってい

る。 

   年金改革の問題については、１つは持続可能性の問題で、制度が安定的に続くか

どうか。これは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

設定等により竹中議員の言葉で言えば、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考えている。 

   ただ、まだ不満が残っている点として、職業や世帯類型による不公平感をどうす

るのか、あるいは年金財政の止血作用はできたが、国民全体の租税や潜在的な国債

等で賄っている将来の負担を含めるとどうなるのかという不安もある。更には実務

的には未納未加入の多さもあり、この辺のところについては、社会保険庁改革の中

で解決されると思うが、今後私は年金制度の改革に当たって、一元化についても相

当踏み込んだ課題というものが必要になってくるのではないかと考えている。 

   一元化は、論者によっていろいろ理解が異なっている。制度上は、保険の加入者

でいうと、１号は自営業者、２号はサラリーマン、そして３号は専業主婦、パート

等が入っているが、これが基礎年金の部分のところで異なる扱いをされている。サ

ラリーマンの世帯は、専業主婦、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である。比例的な形で負担をしているサラリーマンの部分

については、企業負担が存在している。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とないところがあるのが特徴である。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いるの

は、①の部分、基礎年金の負担の一元化である。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。したがって、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を個人化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をきちんと別建てにしながら、

全体を統合しようという考え方である。 

   この問題については賛否両論があるが、基礎年金の一元化の問題は、更なる一元
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化に向けての土台になる部分であり、このことができなれば、上に乗っている部分

の統合化、あるいは３、４に掲げてあるように、純粋に所得比例で、従前所得に応

じた年金の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いても、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、この問題について、早

急に議論の俎上に乗せていく必要性がある。 

   ②の自営業者に所得比例をするという考え方のはしりは、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

の問題などである。この場合には上の部分の１つの部分的な統合になるわけである

が、②では、自営業者に対しても基礎的な固定的な負担に加え、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

なパターンがある。 

   重要なポイントは、これを実現していくために、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くることである。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への進

出というように、労働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ことは十分認識をしておく必要性がある。 

   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るが、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ない。先ほど吉川議員の方

からも話が出たが、潜在的国民負担率が余りにも高くなると活力等の点で問題があ

る。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と思う。

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

していく必要がある。 

   年金についても、この社会保険庁の改革についてスピードアップをしていく必要

性がある。今、坂口臨時議員及び社会保険庁長官から極めて前向きなお話を聞いて、

非常に我々としても期待をしているが、民間議員は実は２カ月ぐらいで概ねの具体

案をつくることができるのではないかとこれまで言ってきたので、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。 

（奥田議員） 一体的な改革についてであるが、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であるが、ひとつずつ年次を区切

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している。坂口臨時議員が提出したペーパーの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）」と書いてあるが、結局１つずつ区切ってやっていっても、最終的には、

この税制のところで若干の修正等がはいると考えているが、それでいのか。 

（谷垣議員） 坂口臨時議員や吉川議員からも話があったが、私としても７月 30 日の懇

談会でも申し上げたが、３点強調したい。１つは、給付と負担について。これは身

の丈に合ったものじゃないと持続可能な安心につながらないので、吉川議員の話に

もあったが潜在的負担率 50％を目途に、社会保障に限らず全体の歳出を抑制してい

かなくてはならないし、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

うこともセットで行わなければならない。 
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   ２番目は、自助と公助の役割分担を明確にし、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べきである。その際、制度間でいろ

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ないか

と思う。 

   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見方は、やはり実情

に合わないところがある。それから少子化等の問題もある。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、充実していると

いう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かないと、いろん

なことがうまくいかないのではと思っており、吉川議員の提言も、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いる。そのため、そういう全体的

な視点の中で、今後、医療、介護の見直しに、それぞれ取組んでいかなければなら

ないと思っている。 

   ただ１点、本間議員はよく承知だと思うが、年金を一元化していく場合に、決め

手が番号制であると言われる。私もその番号制をそ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、やや違う。現実には小売業者に代金を支払う主婦が全部番号を書く

ということは、実際上、不可能であるので、限界はあるということは申し上げてお

く。 

（麻生議員） 基本的に坂口臨時議員のところで行われると思うが、年金や生活保護等

のキャッシュの話は国でやる。介護や保育のような対人サービスは、地方の現場で

やる。地方と国の役割分担は多分そのようになると思う。今、社会保険庁に関する

いろいろな話を聞いて、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

思っているが、社会保険の金を徴収していた地方公共団体を担当している私の立場

から言うと、これはもともと地方が機関委任事務として、行っていたが、平成 14

年から社会保険庁の方で徴収することになった。その結果、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く。歴史的事実として、そういう事実があっ

た。地方公共団体にはもう一回やりたいなどという気持ちは全くないので、そこは

お断りしておく。 

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いるので、

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ている。今は役所

が一緒だから３つ一緒にやったらどうか。年金も健康保険も労災も一緒にやったら

どうかという話を、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

考えたらどうか。電気、ガス、水道別々にやっていたのを、一人で資格を３つとら

せて一緒にやらせた市もあり、そういった市は結構うまくやっているので、検討い

ただきたいと思う。 

もう１点。これは総務省が管轄する行政管理の立場から既に申し上げているが、

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、幾ら年金を払っておって、このままいっ

たら幾らもらえるかということをちゃんとアウトプットすることは技術的には可

能だと思うので、ぜひ検討いただきたい。このところは制度的には決して難しくな

いと思うので、是非よろしくお願いを申し上げる。 

（坂口臨時議員） 奥田議員がおっしゃった消費税を含む抜本的税制改革の話は、私が

答えることはなかなか難しい。一応、「平成 16 年度与党税制改正大綱」の中に、平

成19年度目途と区切りをしていただいてあることは間違いのない事実であるから、

この方針の中で進めていただけるものと思っている。奥田議員がおっしゃるのは、
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現在決めている年金の 18.30 ％までは保険料ということになっているが、消費税

が入ってくれば、そこは多少変わるのかという御質問か。 

（奥田議員） 年金、介護、それぞれ現在の段階では完璧だと思っているものが、ここ

で変わってくるということはないのか、ということである。 

（谷垣議員）むしろ私の方からお答えした方がいいと思う。これは、平成 17、18 年度は

三位一体の改革もあるし、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よりも所得税改革、地方住民税と所得税全体の体

系をどうしていくかという議論の方が先行する。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くるので、税の議論とすぐ一体とい

うわけにはいかないが、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

て議論していく必要があると思う。決定のプロセスはそれぞれ違ってくるので、全

部ぴたっと一致するわけではないが、全体が整合的に進まないと、先ほど奥田議員

が御心配になったようなことはあると思うので、私は、社会保障一体化の議論をし

ながら、問題を提起していく必要があると思っている。 

（奥田議員） 今、18.30％になるという話が、見直しが入って来るとやり方によっては

15％で止まってしまう。15％というと、もともと経済界等が要求していた数字。こ

ういう話がよく出てくる。最終的にここで調整が入る可能性があるのか無いのか、

私はあると思って見ているのだが、それが正しいのだろうか。 

（谷垣議員） 色々な議論をされる方があるけれども、そのようなことは決まっている

わけではない。 

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

させるようにする。 

（坂口臨時議員） 今の問題は、谷垣議員にお答えをいただいたとおりであり、それ以

上、私から申し上げることはできない。 

  社会保険料の徴収について麻生議員がおっしゃった厚生労働省の中での雇用保

険だとか、ほかのものと一緒にというのは、今、進めている。一体的にやれるよう

に、進めている。 

  それから、本間議員から提出いただいた年金改革の４つの案を拝見し、基礎年金

の部分を一元化していくというのは、なるほど私もそれが１つの手順かと思うのだ

が、その手順について、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

らどうかと、こういう案もある。②と③などはそういう案だ。それで今、一体化し

ようという案もあるわけである。連合では、６分の５は国が、６分の１は経営者が

出してくれと、こういう話である。いろいろな意見があるので一体化するのもなか

なか難しい話であると思っている。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、厚生年金或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ると、例えば、奥さんが働いている家族とする

と、ひょっとすると経営者の側に出していただく分も本人が出すということになる

だろうから、うっかりすると奥さんの分とで出す額が４倍になる。これは果たして

受け入れられるかということもあり、なかなか難しい話だなというのが率直な気持

ちである。深く検討したわけではないが、今、拝見して、そんな気持ちを持った。 

   フランスもドイツも年金改革を行い、甚しく政府は叩かれている。まだ日本は良

い方であり、シュレーダー首相のドイツでは毎日大変なデモが行われている。しか

し、ドイツあたりと比べると日本の方がまだ一元化されている。ドイツで聞くと、

公務員（官吏）は恩給である。保険料は０、そして恩給がある。それはそれで、そ

ういう歴史なのだからそれで良いと。歴史というものを我々は尊重していくのだと。
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こういう話であり、羨ましいところだなと思ったが、それぞれなかなか難しい側面

がある。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

るのだろうと思う。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感じた。 

（村瀬社会保険庁長官） それでは、麻生議員からの御質問に答えさせていただく。 

   まず、徴収率だが、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ある。ただ、１つ現象面でお話ししたいのは、当時、

市町村で保険料収納に関わっていただいた方が約１万名だったのが、社会保険庁に

変わったときに約 2,000 名になった。市町村で行政のスリム化を行い、その部分の

手当がないまま国へ持ってきた。そういう点では言葉は悪いが、傍から見れば、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いという気がする。 

   それからもう１点、労働保険との問題だが、現在、既に労働保険と厚生年金等に

ついては、事務的なところでは同一でやっている。先ほど言った労働保険の場合は、

あくまで企業であり、厚生年金の対象であり、そういう点では国民年金の加入率ア

ップ、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、こういう面はあると思う。 

   参考までに厚生年金と国民年金を合わせた加入率は、95％になっており、そうい

う点では、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４割弱の方がお支払いになっていない、こういう事実もある。 

   それからあと、住基ネットの問題でお話があったが、実は 20 歳以上になると、す

べて年金番号を強制適用しており、年金は年金として皆さん番号を勝手に張り付け

られる、こういう仕組みになっている。したがって、本来は国でやるとした場合に、

この住基ネットを含めて、番号が幾つかあることが良いのかというと、個人的な意

見だが、本来は一本化すべきだ。それから、住基ネットの問題でいうと、実は地方

の税金とうまくドッキングすれば、実は税金は納めているのに年金は納めていない

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が

出した通達とは何かというと、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あり、強制的にその部分の情報公開を

しろというところまでにはなっていないということである。ここら辺りは、全体の

仕組みを改めれば、まだまだ保険料収納率が上がる仕組みはできるのだろうと考え

ている。 

   平成 19 年度までに国民年金収納率を８割に高めろということで動いているのだ

が、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、今のような体制

でも収納率が上がるのかということを、我々として御提案していきたいと考えてい

る。 

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

の発給とリンクさせろという説が、他方、余り直接的なリンクはやはり問題がある

のではないかという説と両方出た。 

（竹中議員） 社会保障は大変幅が広いので、内容について今日十分審議できたわけで

はないが、その手順と方向については幾つか確認できたと思うので、整理させてい

ただく。 

   まず、大きな流れの確認としては、まず、我々はこれまでの年金改革で、持続可
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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思

う。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た。坂口臨時議員から大変難しい問題が幾

つかあるという御指摘もあった。 

   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のだと。

全体としてではなく、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、これに対して、次回または次々回に、具体的な提言を是非いただきたいと

思う。それと将来の負担増への懸念についても、民間議員から 10 月を目途に御提

言をいただくということなので、そのラインでお願いしたい。 

   引き続き御検討いただきたいのは、坂口臨時議員には、介護保険の改革案につい

て、まず、その優先順位をつけながらというお話であったので、その御方針に従っ

て、取りまとめをよろしくお願いする。また、少子化とも関連して「新新エンゼル

プラン」を平成 16 年度に取りまとめるということなので、それについてもよろし

くお願いする。 

   村瀬社会保険庁長官の方からは、９月 17 日に緊急対応すべきものについての取り

まとめを行うというお話があった。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、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

んだ御提言も是非いただきたいと思う。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いただき、今日積み残した問題について御提言をいた

だければと思っている。そうした場合に、坂口臨時議員からもあったが、国際比較

等々についても、更にやる必要があると思うので、この点についても厚生労働省の

方で御検討をお願いする。 

（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

いて心強く思っているので、この調子でどんどん進めていただきたいと思う。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のだが、生活保護の

問題については、三位一体の議論の中でも補助率の問題が出てきているのだが、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る。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、色々あるのだが、中身について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、厚生労働省は補助率の問題など

一生懸命やっているけれども、補助率だけじゃない。中身が問題だ。そういう社会

保障全体の中で消費税が出てくるのだけれども、これは私が在任中は上げないもの

については、何のマイナスでもない。誤解しないでください。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は違う。私は消費税の議論は歓迎して

いる。しかし、私の任期の２年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の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る。誰が考えても２年の間に消費

税を上げられるわけない。そうでしょう。議論は大いに結構。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。十分議論で

きる。平成 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。そこを間違えないで、大いに議論もや

っていただきたいと思う。 
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（竹中議員） 生活保護についての宿題は、また適宜御対応をお願いする。議論はしっ

かりとしていきたいと思う。それでは、人間力の話に移らせていただく 

 

○人間力の強化に向けた取組みについて 
（河村臨時議員） 資料「若者自立・挑戦プランの強化に向けた取組について」を出さ

せていただいている。現在、フリーター現象が非常に大きな社会問題化しつつある。

これはこのまま放っておくと、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、少子化にも結びつくというような現況下にあ

る。そういうことから考えると、これを如何になくしていくか、という努力をしな

ければならない。まさに、仕事に挑戦をしてもらえるような雰囲気をつくっていか

なければならない。 
   そういう意味で、先に閣議でも方針を出していただき、官房長官をはじめとして

関係５大臣でこの問題について論じ合ってきたところである。これを具体的にさら

に強化する方向を考えている。特に、キャリア教育や、フリーターになるのを防ぐ

ための子どもの小さい時からのキャリア教育のやり方。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、学び直しをしてもらう、というよ

うな問題。さらに、その仕事に挑戦的に取り組んでもらう。こういう視点から、強

化策について考えているところ。 
   まず、強化策①。子供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ならない。１つの例として、

兵庫県における「トライやる・ウィーク」というものがある。兵庫県では、中学生

が２年生の時に、一斉に、５日間連続して、職場体験やインターンシップをする取

組みを行った。その結果、「不登校の子供たちもそれには参加し、その内の４割が学

校に戻ってきた。」というように、非常に効果があるという報告を受けた。これを全

国的に展開しようと考えており、まずモデル校への導入から入り、少なくともこの

３年間で、全国の公立中学校全てがこれに取り組むように全国展開したいと思って

いる。これには、ぜひ、経団連や商工会議所をはじめとする経済界の方々にも御理

解をいただき、受入をお願いしたい。 
   次に、強化策②。将来専門的職業人になるような育成をすると、生徒が職業に目

覚める、ということがある。まさに「目指せスペシャリスト」だが、専門高校等に

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

などでは、実験や実習で実践的な授業を行っているが、さらに、専門高校を出た生

徒が、ものづくりも含め、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をしっかり育成したい、と思っている。そのような強化策

を押し進めるために、「スーパー専門学校」を指定し、取り組んでいきたい。最近で

は、沖縄県の宮古島の農業高校で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」を受賞した例がある。これは、生徒た

ちが、宮古島の農地にあるリンの研究を続け、リンで有機肥料をつくったところ、

この肥料により水の汚染を減らすことが期待される、と評価され、今年８月中旬に

賞を受賞したものである。こういう研究をしている学校もある。また、資料の４ペ

ージ。これは総理にこの地域を御視察いただいたが、和歌山県の南部高校で、梅の

オンリーワンを目指して、人工交配に子供たちが取り組んでいる。さらに、高知工

業高校では、宮大工を育成している。このようなスペシャリストを養成している専

門高校が存在している。このような取組みをしっかり支援していくことも、まさに、

若者が自立して仕事に挑戦する、日本経済の根底を支えていくために、意義がある。
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こういう専門高校の活性化を図ろうと考えている。 
   強化策③は、ｅラーニングを活用した人材の育成。「最近の子供たち、若者たちは、

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の

ではないか。」という指摘があるため、特にフ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度学び直すこと

などをできるような仕組みをつくっていかなければならない、と考えている。これ

にはｅラーニングが一番良いため、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。 
   以上、若者自立・挑戦プランの具体的な強化策について御紹介させていただいた

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必要である

ため、この点をぜひお願いしたい。地域毎にこのような学校と一体となって取り組

むことが非常に必要になってきており、農業関係であれば、農林水産省の御協力が

どうしても必要だ。 
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、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、額に汗をして働く意欲をずっ

と小さい時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積極的に

強化していきたいと考えている。 
（坂口臨時議員） 河村臨時議員からほぼご指摘いただいたが、一言だけ付け加えさせ

ていただく。特に若者の雇用については、若者の中で、働く意欲がある若者と、働

かないし、教育も受けない、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（ Not in Education Employment or Training ）と呼ばれる

若者と、二種類存在する。 
やる気のある若者に対しては、いろいろ支援してあげなければならない。ただ、

今まで土木や建築の下請などをやっていた若者に「ＩＴを勉強しろ」と言っても、

これは無理な話であり、この人たちに対してどのような働く道をつくるかは、地方

にとっては大変大事な問題だ。だから、選択肢の幅を広げてあげなければならない。

ここをどうするか、知恵を絞らなければいけないと思っている。 
   やる気のない若者についてはどうするか。これは、文部科学省としっかり協調し

て取り組まなければならないと考えているが、やる気のない人たちに対しては、行

政だけではなく、国民各層に協力をしていただきながら取り組むことが大切だろう。

ボランティア活動等に取り組んでいただき、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ことも１つの方法である。また、合宿をして、

集団生活する中で、生活訓練や労働体験などを通じ、働く自信をつくり出していく、

という「若者自立塾」という構想もあるようだが、そのような取組みを行うことも

検討している。何とかやる気を起こさせるにはどうするか、というようなことにま

で知恵を絞らなければないところに来ている。ここは、文部科学省としっかり協力

して取り組んでいきたい。 
   最後に一言。緊急地域雇用創出特別交付金の期限が来年３月で切れるが、厚生労

働省の取組みの中でも、これは評判が良かった。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、お金のかかる話であり、なかなかそう簡単では

ないだろうと思っている。しかし、全体の雇用を考えた場合、もう少し取組みを継

続しなければならないため、これに代わるべきものをどうつくるか、という問題が

残されていると認識している。 
（泉経済産業副大臣） 中川議員に代わって御説明する。１ページ目。左側グラフに示

されているとおり、団塊の世代が、あと数年を経ずして一線から退くことになる。
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一方、右側のグラフでは、既に皆さん御承知のように、若年者の失業率が依然とし

て高いことを示している。このように、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いる、というのが現状。 
   ２ページ目。かつて、各企業がいわゆる教育訓練の費用を投資してきたが、最高

であった 88 年時点に比べ、現在は約 1,000 億円も少ない投資しか行われていない。

右側のグラフで他国との比較がされているが、研修費用がこれほど低い状態が今日

の姿であり、人材育成の面で国際競争力を損なうおそれがある。 
   我々は、こうした事態に対してどのように取り組んでいくべきか。 

３ページ目。我々は「新産業創造戦略」の中で、産業人材の育成を最重要課題と

して位置づけている。まず、製造現場の中核的人材の強化が必要。ベテランの人あ

るいはノウハウを持っている方から若い世代に引き継いでいくことが求められてい

るため、産業界や大学等と連携をとり、全国に拠点をつくる。 
   ４ページ目。企業内人材投資の促進を考えており、研究開発投資についてはそれ

に対応した税制をつくっていただいているが、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するために、研究開発投資と同様に、人材に関わる税制上の措

置を来年度からつくり上げていきたいと考えている。 
   ５ページ目。既に御説明があったが、ｅラーニングについて、関係省と連絡を取

り、密接な協力の下で進めていきたい。 
   以上、先ほど申し上げたように、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、経済産業省としては複数の

施策に取り組んでいきたい。 
（奥田議員） 実業界で受け入れをしてほしいというご要望があった。実際受け入れる

ことについては問題ないと考えるが、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るため、そういうものは説得し、できるだけ受け入

れるように要請していきたいと思っている。 
（本間議員） 今お話があったように、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、ありがたいと思っている。今後、事業全体の評価

をきちんとした上で、さらに推進していただきたい。 
   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問題

が抜け落ちているが、この問題についても、外国の事例等も含めて参考にしながら、

国が行う部分を具体的に抽出していき、民間開放できる部分についてはきちんと民

間開放していく、ということもやっていく必要がある。その点で、マーケットテス

トのモデル事業にしてはどうか。 
   雇用には各地域の特性があるため、雇用を生み出すために、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の支援を行う仕組みを創設す

るような考え方も取っていく必要がある。 
   現在、有料の職業紹介事業は、年収 700 万円超という極めて恵まれた方々に対す

る部分で開放しているが、その以下の人々の方が深刻な問題を抱えており、各地域

の所得水準・年収は違っているのであるから、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がある。 
   最後に、手法の問題について。機関補助から個人補助への転換ということも考え

ていく必要がある。機関補助は、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いるが、そこでは人も張り付けなければいけない。

その意味では、ダイレクトな個人補助への転換を考えて、官から民への改革をして

いく必要もあると考える。文部科学省は、ぜひ、この実現に向けて具体的にその方
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向性が出てくるようなことを検討していただきたい。例えば、地域に限って導入す

るとか、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思う。 
（河村臨時議員） 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をいただいた。バウチャー制度については、

最近いろいろ御指摘があるため、この制度設計ができないかと研究させている。し

かし、アメリカの例、あるいはイギリスの例を調べてみても、なかなか実証的分析

が乏しいこともあり、その効用が明確でない。そのため、いわゆる市場原理をより

働かす意味はあるのではあるが、教育の安定性などを考えると、教育界にこれを導

入することについてのメリットが非常に弱い。さらに研究をしてみたいと思うが、

現時点では、導入は困難であるというのが内部研究の結果だ。おっしゃるような「地

域に限るやり方」「高校中退者に限るやり方」については、証票をもらって、それで

いけばということだが、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

替わるということが基本的な考え方であるため、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ある。さらに研究させていただきたいと

思う。 
（本間議員） 坂口厚生労働大臣が、フリーター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については、本当に高く評価している。

このバウチャー制度についても、ぜひ坂口厚生労働大臣と竹中経済財政政策担当相

が共同で前向きに議論し、施策に結びつけていくような御努力をお願いしたいと思

う。 
（竹中議員） 坂口臨時議員よろしいか。 
（坂口臨時議員） 海外事例を含め、研究させていただくことは、吝かではない。加え

て、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が 700 万円

超である点についても、もう少し下げることができないか検討する。 
（麻生議員） 範囲が 700 万円超となっているのは、基本的には求職者側に立って喋る

人がいないためだ。求人側に立って喋るからこそ、なるべく安くできる。求職側に

立って手数料のパーセントを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」ということになると思う。 
（竹中議員） 今日いろいろな御提言をいただいた中で、河村臨時議員、坂口臨時議員

に強化策を提示していただいているため、それらについては、具体策や工程をさら

に詰めていただくということだと思う。 
   有識者議員から御提言のあったバウチャー制度導入の問題については、３年ほど

前に一度この場で議論したことがあり、総理からは「その呼び方も含めてもっと研

究しろ」という御指摘をいただいた。これは、内閣府と厚生労働省で引き続き検討

する。さらに、教育に関しては、規制改革・民間開放推進会議の検討事項にもなっ

ているため、文部科学省においても、ぜひいろいろな観点からのご検討をお願いし

たい。 
   坂口臨時議員がおっしゃった、手数料徴収の範囲が 700 万円超であることについ

ても、引き下げる方向でぜひ検討をいただきたい。 
（谷垣議員） バウチャーについては、ばら撒きにならないような検討をぜひともお願

いしたい。 
（竹中議員） その方向で検討する。 
（小泉議長） 坂口臨時議員が指摘されたように、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。特に 10 代が大事だ。10 代というのは、先生によっ
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て学科もやる気になる子が出てくる。これはスポーツでも学科でもそうだ。10 代で

ダメで落ちこぼれの人でも、他へ行けば優秀な人もいる。これはどうやって取り組

むべきか。特にやる気のない人。やる気のない人にやる気を出せるような方法につ

いて、具体例はないか。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。学校の先生なんか、特にそうだ。スポーツでもそうだ。「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。それで、他のチームに行

くとグンと才能を伸ばす人がいる。 
（竹中議員） 成功事例は、あると思う。 
（小泉議長） そういう成功事例を、具体的につくった方が良い。 
（河村臨時議員） そういう事が上手な先生方を探してみれば、あると思う。 
（竹中議員） では、ぜひ文部科学省にお願いする。 

本日はありがとうございました。 
 

（以  上） 

 


