
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 25 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  5 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 10 月５日(火) 16:34～18:05 

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） 

・郵政民営化担当 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川 昭一 経済産業大臣 

同 福井 俊彦 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 尾辻 秀久 厚生労働大臣 

同 武藤 敏郎 日本銀行副総裁 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）経済財政諮問会議の今後の課題について 

（２）郵政民営化について 

（３）予算制度改革（政策評価）について 

（４）社会保険庁改革について 

3.閉会 

(説明資料) 

○経済財政諮問会議の今後の課題（有識者議員提出資料） 

○政策評価の充実に向けて（有識者議員提出資料） 

○政策評価結果の平成１７年度予算要求等への反映状況（麻生議員提出資料） 

○予算編成過程における政策評価の活用について（谷垣議員提出資料） 

○社会保険庁の改革について（尾辻臨時議員提出資料） 
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平成 16 年第 25 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 25 回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日は、第２次小泉内閣改造内閣発足後の最初の諮問会議に当たります。 

まず、諮問会議での今後の課題について御審議をいただきたいと思います。続

きまして、郵政民営化についてでございます。私、郵政民営化担当大臣としても

参加をさせていただくということになろうかと思います。その後、予算制度改革

（政策評価）について御審議をいただきます。その後、尾辻大臣、村瀬長官に御

参加をいただき、社会保険庁改革について御審議をいただきます。 

なお、福井総裁は御欠席でございまして、武藤副総裁にお出でをいただいてお

ります。 

○経済財政諮問会議の今後の課題について

（竹中議員） それでは、諮問会議の今後の課題につきまして、有識者議員から御提

案をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、私から「経済財政諮問会議の今後の課題」という民間議員

４名の名前が書いてある紙を御説明いたします。 

新しい内閣は、「重点強化期間」、これは 2005～2006 年度でありますが、この２

年度の政策を担う内閣であります。構造改革の明確な成果を上げることが期待さ

れているわけであります。 

具体的には、「骨太の方針 2004」で閣議決定された事項、進捗状況を点検して実

行することが何よりも大切なことであります。「骨太の方針」にはいいことがたく

さん書いてありますが、これを内閣として閣議決定をされているわけですから、

年度内にきちんとめどをつけて実行に移す必要があります。そのためのフォロー

アップをきちんとするということであります。 

以下、重要な政策課題、目標が列挙してありますが、時間の関係で簡潔に説明

させていただきます。 

１番目は、郵政の民営化であります。本日の議題でもあります。 

２番目は、社会保障制度の改革であります。これにつきましては年金・医療・

介護、これを一体的に見直す。また、基礎年金の負担の一元化、こうしたことが

大きな問題でありますが、社会保障の改革について、民間議員が提案をさせてい

ただく、このことは以前の諮問会議で申し上げました。さらに、懇談会があるわ

けでありますが、この懇談会とも連携をとりつつ、この諮問会議の場で検討を進

める必要がある。また、これも本日の議題でありますが、社会保険庁の徹底した

改革を推進する必要がある。 

３番目、国と地方の三位一体改革を進める。 

４番目、歳出・歳入の一体的見直しが必要である。小泉内閣誕生以来、経済・
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景気と財政再建、２つとも重要な政策目標だという考えに立ち、総理も、経済が

大事であることは当然だが、それと同時に財政再建ももう一つ大変重要な課題だ

ということを言ってこられたわけであります。当然でありますが、財政再建の目

標を達成するためには歳出・歳入を一体的に見直す必要がある。もう少し言えば、

社会保障もその中で大変大きなテーマでありますから、歳出・歳入、社会保障の

改革、これを一体で見直す必要があるということであります。 

２枚目にまいりますが、税政改革につきましては、包括的あるいは抜本的な税

政改革案を、2006 年度末を目途に結論を得るということになっているわけであり

ますが、来年の諮問会議で議論を本格化する必要がある。もう少し具体的に言え

ば、来年の「骨太の方針」を一つの一里塚として本格的な議論を進めていく必要

があるということであります。 

具体的な提案をさせていただきたい。財政再建のためには、歳出・歳入一体的

な改革を行う必要がある。これをぜひとも来年の「骨太の方針」に反映できるよ

うにしたいということでありますので、民間議員を中心としてワーキンググルー

プを設置して、今後の歳出改革、あるいは税制改革について政策の選択肢を整理

して、この諮問会議の場で総理に見ていただくというようなことをやりたい。こ

のように我々として提案させていただいております。 

５番目のテーマは持続的な成長に向けた取組みであります。具体的には、規制

改革・構造改革特区・地域再生というのが１番目にあります。これは前回の諮問

会議で、例えば、混合診療について解禁の方向で年内に結論を得るというような

総理の御指示もありました。また、特区につきましては、総点検を今年度中に行

うということもございます。 

このほか（２）雇用・人間力、（３）に『日本２１世紀ビジョン』の策定、これ

も現在専門調査会が立ち上がって、12 月までに中間とりまとめが、年度内に最終

的なとりまとめが行われるということでありますが、これをきちんとやってもら

うということであります。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。今後の課題等々改めて提起をしていただき

ましたが、御意見はございますでしょうか。 

（谷垣議員） 歳入・歳出一体の見直しということでお触れいただきましたが、17 年

度の予算編成について一言申し上げたいと思っております。財政規律堅持という

姿勢を明確にするために、国債発行額については、昨年よりも減額するというこ

とを視野に入れて今年はやらなければいけないのではないかと思っております。

この３年ぐらい国債増額発行を余儀なくされてきたわけで、その流れを変えてい

くきっかけにしたいと考えております。 

先ほどこの目標について、総理からも御賛同をいただいて、この方針でやるよ

うにというふうに指示をいただきましたので、まだ予算編成は緒についたばかり

ですけれども、これに向けて鋭意努力をしていきたいと思っております。 

そして歳出・歳入一体の見直しでワーキンググループをつくるという御提言で

ございますけれども、歳出・歳入両面からバランスをとりませんと、なかなか進
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まなくなってきておりますので、税調や財制審の両方にそうしていただくように

お願いをしているところなんですが、こういう形でつくっていただいて骨太に御

議論をいただくことは大変ありがたいことだなと思っております。 

その際に議論を有効に効率的に進めていただくためには、財制審等の検討課題

とか、議論の状況、これを共有していただいて、財政当局とも十分な連携を保っ

て進めていただいたらありがたいなと、こんなふうに思っております。 

（竹中議員） ありがとうございます。麻生大臣。 

（麻生議員） 吉川議員の「３、」のところ２ポツ、「これまでの議論を踏まえ」と書

いてあるのは、官庁文学でないという前提で話をさせていただかないと、基本的

には、よく御存じのとおりで、補助金の廃止と税源の移譲を行った後で、最後の

ところで、いわゆる地方交付税という話が出てくる。 

今回のまとまりっこないと言われた地方団体の補助金改革案も、少なくとも、

補助金を切った後は、確実な財源措置をやるという前提条件でまとめられたとい

うことだけお忘れにならないでください。事実そのとおり、昨年の公立保育園の

ときもそうやったという実績があるから、「ほら、前回だってやっている」という

ことで、地方団体は納得した。その他 12％の大幅削減というのを地方交付税やっ

ていますけれども、それでも、前回はあのとおり、「言ったことはちゃんとやって

いる」ということになっておりますので、そこのところは、地方との信頼関係と

いうのは、少なくとも 17、18 年度進めていくときには、これは最も大事なところ

ですから、この確実な財源措置という前提条件が狂ったら、あの 3,000 の地方団

体のまとまった話が根からだめになりますので、交付税による確実な財源措置が

３兆円の補助金のカットの話の前提条件になっている点だけはぜひ頭に入れてお

いていただきたいと思っております。 

これが基本的に、補助金のカットと税源移譲というのがきちんと明確になりま

して、「どれがなる、何がなる」と明らかになるのは多分 12 月になると思います

ので、そうなった段階で総務省としては、この前も竹中大臣に申し上げましたと

おり、私の方からきちんとした対案を提出させていただきたいと申し上げており

ます。 

もう１点は、この前の８月 31 日に申し上げたと思いますけれども、地方財政計

画のところの例の義務部分と自主部分とを切り分けるという話は、これは本間先

生にも既に御説明を申し上げたと思いますが、これは地方の小さいところではで

きない、中小・零細自治体ではできないということは御説明申し上げたとおりで

す。そのために、ここを合併させて、少しでも大きくしていくというのが市町村

合併の目的のひとつで、市町村合併というのは、とにかく私になってから 400 以

上進んで、約 3,100 から 2,700 まで落ちてきていますけれども、これまで強力に

推進してきたのも、これが大事なところだからという話でここまで来ております

が、それでも、小さい村で合併相手を見つけるのが難しいところも実はいっぱい

ありますので、そこらのところに対する対策は、本人たちはしたくても合併でき

ないという話はなかなか難しいところという点も御理解いただいておければと存
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じます。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 今の吉川先生の基本方針を踏まえて私もやりたいと思いますが、特に

私は経済産業という立場からぜひ申し上げておきたいのは、「人間力」というもの

がこの中でもひときわ違う次元で大事だということ。一段上とあえて言いますけ

れども、次元が高いというか、別の次元で非常に重要だというふうに思います。

何も産業だけではなくて、公務員であろうが、学校の先生であろうが、極端に言

えば、家庭の一人ひとりであろうが、やっぱり人間力の向上というものがトータ

ルとして、私はいい意味で日本の幸せにつながっていくのだろうというふうに思

いますので、人材の育成、人間力ということを殊更、私としてはあえて強調させ

ていただきたいと思います。 

それからもう１点は、競争力、競争というものを私はあえて意識したいという

ふうに思います。競争なくして前進はないというふうに私は思うわけであります

し、あえて競争を望むという余裕はないが、むしろ、アジアの我々周りの国々、

あるいは BRICs と言われている国々の発展、あるいはパワー、エネルギーという

ものを考えたら、我々が好き好んで競争の場に出るんじゃなくて、競争にさらさ

れている。地動説的な与件があり厳しい状況に日本は今ある。これからますます

そういう状況になっていく中で、最後は人間力を活かしながら日本の発展、経済

の発展、あるいはまた改革の前進というものが車の両輪としてあるんだというこ

とを、自分の仕事の立場からも今の吉川先生のお話をお伺いしながら大事なポイ

ントではないかというふうに思って発言をいたします。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 日本経団連の立場でちょっと申し上げます。私どもに本経団連が出し

たのは、政府目標と同様に 2010 年の初頭にプライマリーバランスを黒字化して、

将来の潜在的国民負担率を 50％に抑制することを目指す。そのためには、社会保

障やそれ以外の財政支出を、もし改革を放置したケースに比べておおよそ 20％以

上抑制するということ。それから歳入面では、消費税を段階的に 15％ぐらいまで

引き上げるということを提案している。そういうことをぜひ頭の中に入れておい

ていただきたいと思います。これは日本経団連の一応シミュレーションです。 

２割以上削減する歳出なんですが、具体的に言いますと、社会保障はもちろん

ですが、地方財政、公共事業、あるいは文教、科学技術、防衛その他と、取り上

げればきりがないのですが、２割以上の抑制をしないと成り立たないのではない

かと、そういう理解を歳出のカットについては考えております。以上です。 

（本間議員） 我々が今日、歳出・歳入の一体改革を問題提起し、ワーキンググルー

プの設定を提案しておりますのは、３つのポイントがあろうかと思います。１つ

目は、マクロ経済との整合性の問題であります。これは経済と財政、プライマリ

ーバランスとの関係で、今お話がございましたけれども、我々は「改革と展望」

をどういうシナリオで、今後経済運営していくのかということが非常に重要な課

題になってまいります。その点で、これまで十分にその点について踏み込んだ議
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論がなかったということもございますので、前広に制度改革の点を織り込みなが

ら議論をすべきだろうという具合に考えます。 

２つ目は、今後、この問題について各省庁でばらばらに議論をすると、それが

政府としての一体性に欠けるのではないかという問題提起、あるいは疑問が出て

くるのだろうと思います。諮問会議以外では、これを全体に束ねる、あるいは整

合的にそれを議論する場がないわけでありまして、その点、先ほど谷垣財務大臣

の方から発言がございましたとおり、各所掌との関係を、連絡を密にしながらマ

クロ経済との整合性を図り、かつ政府としての一体性を追求していく、そういう

議論の流れをつくっていく必要性があろうかと思います。 

３つ目は、金融政策との整合性の問題であります。この問題は、どうしても政

府からのシグナル的なイメージがつきまといます。政府が経済、景気に対してど

のような見方をしているかということが、当然その背景にあるわけでございます

から、金融政策とのハーモナイゼーションをどうとっていくか、出口政策との関

係、こういうようなものについての連携というものを十分意識しながら、メッセ

ーシとして、マーケットに対して何を出すかということをぜひ我々としてはしっ

かりと管理していかなければならないのではないかということでございまして、

その点で歳出・歳入一体改革をワーキンググループで議論をさせていただきたい

という具合に思います。 

以上です。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） ほぼこれに尽きるんですけれども、この間、総理がメキシコに行かれ

て、シンガポール、メキシコとＥＰＡ、ＦＴＡ締結されて非常によかったと思う

んですが、あと韓国、ＡＳＥＡＮ、なかんずくマレーシア、タイ、フィリピンと

いうのが今年、来年の大きな課題で、こういうときにわざわざ掲げなくても、順

調にいっているならば、それでいいと思いますが、いろんなことを聞きますと、

必ずしもうまくいっていない。向こう１名でこちらが４名だという行政改革上の

問題もあれば、中国やアメリカは非常にすばやく先に手をつけているんですね。

そこで開放された、こういういろんな痛みが出て、だから日本とも慎重にやらな

きゃならぬという流れが出るぐらいに、先手をとられてしまっているところがあ

るので、相当頑張らないといかぬと思うんです。 

そういう点では、今、中川大臣がおっしゃった競争力というものを歓迎すると

いう精神を持たないと、あんまり歳出抑制の話ばっかりやっていますと、何とな

く受け身の経済政策になるんですね。やっぱり競争力を歓迎すること、ＡＳＥＡ

Ｎに対しては、むしろ、その先輩としてのかなりの許容性を持った考え方でそう

いうことをやっていかないといけない。総理もＡＳＥＡＮのどこかでそういうこ

ともおっしゃっているし、外国人の労働を押し開く問題でも端緒が出ているんで

すけれども、現実化するにはあまりにも遅過ぎる。物事を進めるには適正なスピ

ードというのがあるんですね。どう考えても、これは遅すぎるだろう。だから、

今年までという目標も全部先延ばしになりそうだし、来年の春ぐらいまでに相当
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進めて、来年中には全部めどを立てるぐらいの目標値を設定することが組織面で

も、遂行面でも、もう一工夫しないと間に合わないだろうと思うので、そういう

点も場合によっては、これに追加する必要があるのではないかと思います。 

以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。それでは、基本的には、民間議員がお

出しくださったペーパーは、「骨太の方針」を踏まえて、今年８月、９月に行いま

した集中審議を通して、さらに強化すべき点として明確になった課題を列挙して

くださっているというふうに思います。そうした意味では、それを確認した上で、

これに則って議論を進めていく。それを受けて民間議員からは、歳出・歳入のワ

ーキンググループをつくって、「改革と展望」、「骨太」の議論に備えたいというお

話がありましたので、それはぜひそのような形でお進めをいただきたいと思いま

す。 

   また、「骨太の方針」全体につきましては、今月末を目途に今内閣府にフォロー

アップの確認をさせておりますので、その状況についても、ぜひまた次々回ぐら

いになると思いますが、御報告をさせていただこうと思っております。 

谷垣大臣からは、平成 17 年度予算に関して、国債発行額は減額を視野に入れて

努力をしたいというお話がございましたので、ぜひいろいろ御努力を賜りたいと

思います。 

麻生大臣からは、特に民間議員ペーパーとの関連で地財計画、義務と自主部分

の区分等々困難な問題もあると、そうした点も踏まえて、ぜひ交付税改革の議論

を積極的に進めていくということだと思います。 

中川大臣からは、「人間力」の重要性、そして競争力の重要性、同じ御指摘は、

牛尾議員からもいただきましたけれども、そういった点については、さらに強化

をしていく。奥田議員が言われたように、日本経団連の試算等々も「改革と展望」

の議論では大いに参考にしていくということだと思います。最後に本間先生が言

われたように、政府としての一体性を確保するという意味から、「改革と展望」の

議論は大変重要でありますので、その意味からも民間議員の歳出・歳入のワーキ

ンググループは、ぜひしっかりと御検討をいただきたいと思います。総理。 

（小泉議長） いや、いいです。 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは次のテーマに移らせていただきます。郵政民営化、基本的に

は、今日は報告でございますけれども、３点、最近の取組みについて報告をして

おきます。 

第１点は、郵政民営化推進本部、この本部は、基本方針の閣議決定と同日付け

で政府としての取組みを推進するために設置したものであります。この任務は、

配付資料にありますけれども、３つあります。①郵政後公社民営化に向けた関連

法案の提出及び成立までの準備をする、②公社からの円滑な移行を実現する、③

最終的な民営化実現への取組みの推進、この３点。これは基本方針に定めたもの
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でございます。 

今日閣議後に第１回目を開催いたしました。今日の会合では私の方から、今後

の取組みに当たりまして、①法案は基本方針に忠実に作成する、②最終的な民営

化の姿に向けて、簡素かつ一貫性ある制度・法律構成、組織であることを目指す、

③制度設計の策定プロセス、手続きを透明にしていく、そのような指針を示させ

ていただきまして、総理からも、これに則って作業を進めるようにという御指示

をいただいたところであります。また、事務的な推進体制として、各省の事務次

官等から構成されます幹事会の設置を決めたところであります。 

総理からは、次期通常国会での法案提出と、その確実な成立に向けて内閣が一

丸となって取り組むようにという強い御指示をいただいたところであります。 

第２の報告は、「郵政民営化に関する有識者会議」でございます。これまでは郵

政民営化準備室に対する提言・助言でございましたけれども、今回、郵政民営化

担当大臣が新設されましたことを受けまして、担当大臣に助言する機関というふ

うに改めたところでございます。透明性を保ちながら、しっかりと運営をしてい

きたいと思います。 

第３番目は、「郵政民営化情報システム検討会議」でございます。この会議は、

情報システムの観点から、４事業会社と持ち株会社の設置時期を 2007 年４月とす

ることが可能かどうかについて専門家による検討を行うというものでありまして、

これは総理の御指示もいただきながら、これまた配付資料にありますようなメン

バーに決定をさせていただきました。関係者と調整をして、できるだけ早く第１

回目の会合を開きたいというふうに思っております。 

報告としては以上でございますが、特に郵政民営化について何か御意見ござい

ますでしょうか。 

よろしゅうございますか。諮問会議には必要に応じて報告をさせていただこう

と思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。総理。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） はい、わかりました。 

○予算制度改革（政策評価）について

（竹中議員） それでは、第３番目の予算制度改革に関しての審議に移ります。政策

評価について、まず有識者から御議論をお願いします。 

（本間議員） それでは、私の方から「政策評価の充実に向けて」という民間議員ペ

ーパーを紹介させていただきます。 

   ９月10日の諮問会議におきまして、評価なしに予算なしという言葉遣いの中で、

評価の問題はきちんと政府の意思決定システムの中に入れ込んでいこうというこ

とで問題提起が竹中大臣の方からなされました。2002 年に政策評価法というもの

が施行されたわけでありますけれども、必ずしもこれが予算の作成に活用されて

いるというようなことではございません。お手元に、３枚目のところに図を付け

ておりますが、評価の枠組みということで、総務省、財務省、各府省、さらには
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事後的な会計検査院の関係図をまとめたものでございますが、横断的な部分のと

ころ、評価と予算、さらには執行のところでの横のつながりというものが必ずし

も今確立されておりません。2005 年は評価法の見直しの時期になっております。

その意味で今後 2005 年になってからということではなく、今年の予算編成の中で

も、それを明確に意識しながら、その 2005 年に備えていくということが重要であ

ろうということでペーパーとしてまとめてみました。 

我々、評価制度の問題点、これは形として、総務省、十分に対応していただき

つつあるという具合に思っておりますが、今申し上げましたとおり、事前評価と

いうものが、予算付けのための正当化に使われてきたという部分があります。こ

れは例えば公共投資の中で、民間シンクタンク等に依頼して正当化してきたとい

うのがございました。 

それから事後評価も既存施策の延長・拡充に結びつきやすいというような状況

がございました。さらには、評価指標というものがあまりにもコスト意識に欠如

しているような形で、これまたプラスの予算につながっていくような形になりが

ちでありました。したがって、今後重要なのは、評価結果を予算の効率化に向け

てどのように有効に機能させていくかということが非常に重要だろうと思います。

しかも、今後予想される歳入の確保について国民に理解を求めていくためには、

歳出の効率化ということがこれは不可欠の前提でございまして、その意味におい

ても、評価結果というものをきちんと国民にわかりやすい説明、透明性というも

のを確保していくということが重要であろうと考えております。 

評価改革で取り組むべき課題、これは総務省と財務省にお願いをいたしており

ますが、この評価ガイドラインの改定を行っていく必要性があると。今年度中に

中間的なとりまとめをお願いしたいということでございます。それは各府省の評

価をわかりやすく横断的に比較検証できるよう、様式を簡便で統一的なスタイル

にしていく必要性があろうかと思います。 

それから達成目標の定量化を徹底すると。これは定性的な目標を羅列して資料

が膨大になるだけの無駄な作業があるという具合に我々認識しておりまして、ど

のデータ、物差しで評価を行うか、これもきちんとあらかじめ明示させていくと

いうことが重要であろうと思います。 

それから科学技術関係の予算、これはＳＡＢＣというようなものでございます

けれども、これはそれぞれの役所において、優先度、プライオリティというもの

を明らかにして、これを予算の中に組み込んでいくというようなことも考えてい

く必要性があるかと思います。もちろんＳＡＢＣ等でやる場合には、ＳＡＢＣの

割合をどうするかというような技術的な問題もございますが、少なくとも優先順

位付けというものを明確化していくということが重要だろうと思います。 

各府省の評価結果を改善していくためには、外部からこれを評価する第三者評

価ということがやはり改善をしていくためには必要でございまして、その結果を

公表するということもまた御検討をいただきたいという具合に考えております。 

また、財務省におかれましては、我々、以下のような取組みをお願いし、評価
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と予算の連携をお願いいたしたいと思います。できましたら、今年度中に諮問会

議で御報告をいただきたいと思っております。それは個々の予算の目標と効果を

簡便な様式で把握することを目指して、「政策評価調書」を改善して、平成 18 年

度予算概算要求から実施すると、こういうお願いでございます。これは参考１に

書いておりますように、米国のＰＡＲＴ、それぞれの成果目標というものが長期

的な課題解決に向けて適切に設定されているか否か、事業というものは、問題解

決に重大な効果を持つかどうかというようなことを事前に要求官庁に求めていく

仕組みであります。 

それからもう１つは、政策と予算項目を結びつけて把握できるよう、予算書の

本格的な見直しに着手し、平成 18 年度までに整備をお願いできないかということ

であります。参考の２につけておりますけれども、豪州では、Charter of Budget 

Honesty Act というような形で、これが成果目標と予算額を対応させるということ

が、発生ベースで組み込まれたわけでありまして、我が国もこのような動きを勘

案しながら、より効率的な透明的な予算編成に向けて努力をお願いできないかと

いうことであります。 

それから各府省に対しましての国民に説明する資料として政策目標の達成状況、

政策評価の結果、それから予算要求の反映状況を年次報告書として発表すべきで

あろうと考えております。それから評価手法のあり方、各府省の役割分担、会計

検査院の機能強化等について、我々も今、中間的にこのペーパーをまとめておる

作業の中でも勉強しておりますし、今後きちんと勉強しながら、この問題につい

て、改善策を提案したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

（竹中議員） それでは、麻生大臣にお願いいたします。 

（麻生議員） お手元に「政策評価結果の平成 17 年度予算要求等への反映状況」と、

この厚い紙がずらっと見方を書いていただきますと、分類とか、反映の内容とか、

評価結果とかずらっと、内閣府だったら、警察庁だったら、防衛庁だったらと書

いてあります資料がお手元に配付してある資料です。３枚紙の資料が出ていると

思いますので、そこを見ていただけるとよろしいと存じます。 

いわゆる平成 17 年度予算要求に反映した件数は、昨年に比べて約 100 少々増え

まして、1,490 件まで増えております。その次に事後評価として、その次の段に

太字で書いてあると思いますが、このうち、事後評価の結果を予算に反映したも

ののうち約４割にあたります、38.1％なんですが、評価対象改策を改善するとか、

見直すとか、やめるとかというものに決めたものは約 38％、405 件ということに

なっております。こうやって見ますと、少なくとも、政策評価制度というのは、

いわゆる予算編成過程に組み込まれてきた、もしくは組み込まれつつあるという

ような感じがいたしますけれども、評価結果への予算の反映などの面においては、

今本間先生から御指摘ありましたように、まだ多くの課題、取り組むべき手法等々

改善の余地があると思っておりますので、今後本日の議論等々踏まえて、しかる

べき時期に諮問会議に具体的な取り組みについて報告することとさせていただき
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たいと思っております。 

私の方からは以上であります。 

（竹中議員） 谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） 私どもは、予算査定当局でありますので、要求要望の中身を精査する

には、政策評価の活用を図りながら、予算の重点化、効率化に努めなければなら

ないということでやらせていただいているわけでございますが、私ども、ペーパ

ーを用意いたしまして、その１ページをご参照ください。 

財務省では、平成 13 年度の概算要求以降、要求・要望時に、各府省から「施策

等の意図・目的等に関する調書」、いわゆる「政策評価調書」を提出していただい

て、その調書には、政策の意図・目的、必要性、効率性、有効性等を書いていた

だいているわけですが、この調書を参考として要求・要望の中身を精査しながら

事業の優先性等を判断しておりまして、年末には、政策評価の活用状況として具

体的な活用事例を公表してきております。16 年度予算については、72 の活用事例

を公表いたしました。 

２ページをご覧ください。これは平成 17 年度予算に向けた取組みについてでご

ざいますが、この平成 17 年度の概算要求に当たりましては、各府省から、重点化

の考え方を踏まえた重点課題について、政策評価調書の提出をお願いいたしまし

て「基本方針 2004」等を踏まえてやっているところでありますが、そこに①、②、

③、④とございますが、今回は、特に重点化・効率化を図るにふさわしい成果目

標の定量的な設定、それから２番目に成果目標を達成するための手段、それから

成果目標の達成度合いを事後的に評価するための具体的な方法、こういったこと

を記載するようにお願いしたところでございまして、またこれらに加えまして、

政策評価法上の政策評価と要求との関連の記載もお願いをしたところでございま

す。 

続いて３ページをご覧ください。平成 17 年度概算要求での「政策評価調書」の

提出状況をまとめてございますが、下の（注）に書いてございますように、これ

らの件数は、各府省から提出された調書の数を機械的に単純合計したものでござ

いまして、今後異動があり得るということを前提にご覧にいただきたいと思いま

すが、提出を受けた調書の総数は 2,005 件で、このうち成果目標が示されている

ものが 1,827 件と概ねを占めておりますけれども、定量的な成果目標が示されて

いるものは、822 件にとどまっております。 

次に、４ページをお開きいただきたいと思います。今後の取組みについてでご

ざいますが、平成 17 年度予算編成におきましても、同調書を参考としまして、要

求・要望の中身を精査して施策の優先順位の判断等に役立ててまいりたいと思っ

ております。政策評価の活用状況については、成果目標、あるいはその達成手段、

事後的な評価手段等も含めて具体的な活用事例について年末に公表したいと思っ

ております。また具体的な方法等については今後検討したいと思っておりますが、

成果目標の達成状況等について、適切にフォローアップを行ってまいりたいと考

えております。 
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それから民間議員が提出されました「政策評価の充実に向けて」では、我が省

に関しては、「政策評価調書」の改善と予算書の見直しの２点について御提案をい

ただきました。財政当局としては、来年度予算編成における活用状況も踏まえま

して、民間議員の御提案も含めて、必要に応じて「政策評価調書」の改善を図っ

ていきたいと思っております。それから予算書の見直しにつきましても、御提言

のあった政策と予算項目を結びつけて把握できるような予算書の見直しに向けて

引続き検討を行ってまいりたいと考えております。 

それから御指摘のあった政策評価制度の問題点につきましては、財政当局とし

ても、同じような認識を持っております。今日の議題を受けまして、総務省にお

かれても検討が行われることとなると思いますが、財政当局としても、予算に活

用しやすい適切な評価につながることを期待しておりますとともに、よく連携を

図っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうぞ御議論いただきたいと思い

ます。奥田議員。 

（奥田議員） 二、三回申し上げたことがあるんですけれども、評価の問題のときに、

いつも政府関係のチェックの仕方を見ていますと、「Plan－Do－See」ということ

で終わっているわけですね。我々の会社でやっているのは、「Plan－Do－check－

action」。「See」のところが「Check －Action」という話になっているわけで、「P

－D－C－A」のサイクルを回しながら、絶えず改善して向上していくという、そう

いう考え方を持っていますけど、この「See」の中には「Check ＆ Action」とい

うのは入っておるんですか。そこが私は非常によくわからなくて、「See」という

のは何か見るだけで「Action」が何もない。 

（麻生議員） おっしゃることはよくわかるところですが、これが始まって、「See」

のところで公共工事などがとまっている。中止になったというのは、一応アクシ

ョンとしてはとめた。中止になっているわけですから、工場建設を途中でとめる

話ですから、一応アクションにはなっておるということになるんだと思います。 

（牛尾議員） それは政策評価法によって止まったのか。 

（麻生議員） はい、そうです。 

（奥田議員） だから、「See」中で「Check－Action」という考え方が入っておる考え

方で時々書いてあるレポートもありますし、「See」と書いておって、括弧して

「（Check ＆ Action）」と書いたのもあるが、わかりにくい。 

（麻生議員） これまでの亀井静香建設大臣のときに、ダム、公共工事 232 件でした

っけね、止まったという、えらい大騒ぎになったことがあったと記憶しますけれ

ども、あのぐらいからだと思いますが、予算がついて、簡単に言えば調査費がつ

いたけれども、用地買収が全然進まないまま 10 年経ったら、ばさっとそれがなく

なったり、評価してみても何の意味があるか分からないようなダム工事は途中で

止まった。用地買収も終わっていた上で止まったというのもありましたし、あの

頃から結構色々な動きが出てきたんだと思います。お断りしておきますが、私が
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総務大臣になったから急に進んだなんていうことはありません。これは前から結

構、この種のことは進んでおったような感じがいたします。そういう時代なんだ

と思いますけれども、用地買収を進めたのが、ばさっと止まったり、結構いろい

ろしてきたような感じが、私どもが見た感じはいたします。 

（小泉議長） See の中にストップも入っているわけだ。 

（麻生議員） そうですね。 

（奥田議員） アクションだから。 

（小泉議長） ストップもアクションだな。 

（竹中議員） 基本的には、今日の民間議員の提案は、そういうアクションが起こし

やすいような、そういう評価の仕組みをしてくれと、そういう趣旨からの御提案

だと思います。 

（本間議員） 「評価を予算に」ということは、まさに御指摘の問題でございまして、

良い評価のところは、インセンティブを与えてモチベーションを高めていくとい

うことと同時、悪い事例については、ペナルティを課して、減額をシンボリック

な意味でもきちんと予算の中に反映していくということでございます。奥田議員

がおっしゃったとおり、我々としては、Check ＆ Action という両方を入れてお

るということなんです。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 「Check－Action」にしようというのは、１年前にも、この会議でその

議論が出たことはあります。ただ、「Check－ Action」をする場合に、方向性、方

針みたいなものが背景にあるので、大体、今のような時代の評価というのは、基

本的には予算を減らすために評価をする。評価をして予算を減らそう、という何

となく潜在的な目的があるんですね。ある時期には評価して、本当にいいものだ

けには推進的につけようという時期もありますけれども、現段階ではほとんどが

減らすための評価だと思います。ただ、我々がこういうことを書けば書くほど、

必ず、非常に効果的な評価が出るんですが、残りは評価のための評価がいっぱい

出てくる。今、評価残業というのが多いんですね。評価書を書いて、書いた人が

何を書いているか分からないものを、もらった方が読んでいるはずがない。紙の

量だけで、評価はつつがなく終わったという、評価の形骸化は非常に注意しない

といけないと思うんです。良い例もありますけれども、形骸化する例が非常に多

いから、特に財務当局では、形骸化する評価だったら２枚の紙でいいんですね。

評価書を書く方も見る方もそれにすごい残業をして、何もならないということが

非常に多くて、そういう意味では、評価がしにくいときには、今、本間先生が説

明された科学技術会議のような「SABC」ぐらいにして、「S」は若干増やすけれど

も、「A」は横ばいで、「B,C」は減らすんだというふうなことで分かりやすい幹部

による評価、総合科学技術会議の場合は、８人ぐらいの議員がその都度全部集ま

って個人が評価するわけです。こういうのは割と当たる率が高いわけで、そうい

うことも重点的に評価の形骸化を避けるために、そういうことをする必要がある

し、組織そのものを評価することも大事だし、その辺の形骸化を避ける意識とい
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うのは非常に強く持つ必要があると思います。 

以上です。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 先ほどから皆さんおっしゃっているとおり、評価をActionにつなげる、

具体的に言えば、翌年の予算編成につなげるということがなければ意味がない。

事後評価で悪い評価が出たものは、廃止・縮減する。これはもちろん当然のこと

であって、先ほど総務大臣からもそういうことが行われているというお話があり

ました。 

これは確かに Action の一部だと思います。ただ、それに加えて、本来はそうし

た事後評価が非常に低いような提案を繰り返し予算をつくっている部局等には、

何らかのペナルティがあれば、抑止力が働くことになると私は思います。つまり

例えて言えば、今の事後評価が悪くて、それを廃止・縮減というのは、車のスピ

ード違反をしていれば、スピード違反が見つかったときに法律どおりの速度まで

落としなさいと言われているだけだ。しかし、スピード違反を繰り返していれば、

免許を取り上げられるということがあるから、抑止力が働いて初めからそういう

ことをしなくなる。 

こういうことでしょうから、事後評価で悪いことを繰り返すような部局があれ

ば、そこにペナルティがあるとなれば、事前でお手盛りの評価をするということ

もなくなっていく。責任を持っていい予算つくることになるだろう。悪いのを出

したときに、それがゼロになるだけではまだ不十分だということだと思います。

そうしたことも将来考えていただければと思います。 

（尾辻臨時議員・村瀬社会保険庁長官入室） 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 我々からすれば、牛尾議員から減らすための評価だということで、何

も減らすためという意味ではないのですが、できるだけ活用させていただきたい

と思っているわけですが、なかなか機械的に反映させていくには難しいのも正直

言ってございまして、諸外国の例もいろいろ研究しているんですが、ペナルティ

ということになりますと、逆にこのペナルティを課すと目標がえらく保守的にな

って、いじけた目標しか出てこないといったこともあるようでございます。でき

るだけ評価を生かすということを考えながらやっていきたいと思っておりますが、

その辺もちょっと幅広く考えなくてはいけない点もあるのかなと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 吉川先生、私もおっしゃることは分かるのですが、例えば、今年例年

になく過去最高８本、いわゆる台風が上陸ということになりました。１時間に 55

ミリ、基本的に 40 ミリの雨が降りますと、大体ワイパーが使えぬと思ってくださ

い。それが普通に走れるのは 55 ミリまでが限度と。今年は 110 ミリとか、100 ミ

リという雨が１か所で降っておると、その基準でつくってありませんからポーン

と。１回ならまだいいんですが、それが３回も似たようなものが来ますと、もう

山が普通の雨でもドーンと流れるところまでもうきている。 
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今日、村田大臣が説明しておられますが、三重県では、そういう事態になって

おります。結論、その基準はどうだと言われると、それも完璧にやろうなんてい

うと、えらい金がかかることになりますので、どこらで手を打って理解するかと

いう基準については、これは国土交通省のぎりぎりの立場からいったらとても難

しいだろうなという感じだけはいたします。おっしゃることはよく分かりますけ

れども、それを完璧に守ろうとすると、えらい金がかかることになりはしないか

なという感じだけはいたします。 

（竹中議員） 細田長官どうぞ。 

（細田議員） 私の地元で中海干拓事業というのがありまして、368 億円も支出して

いるんですよ。1,400ha の農地を作ろうというので延々30 年間もやってきたんで

すね。あと 300 億円ぐらいでできると言うんですが、それで農地を作っても使い

ようがないわけです。農地は余っている。しかし、それだけ注ぎ込んできたから

やめられないんですよ。しかし、そうやってよく検討して、もうやめようという

ことにした。 

一番問題だったのは何かというと、やめる決断ではないんです。出してきた事

業費 368 億円と借入金の利子をどう処理するかということです。そういう時に結

果はどうしたかというと、事情変更があったんだからということで分担を弾力的

に見直したんです。その方が絶対に良いのです。なぜなら永遠の赤字が続いて、

巨額の赤字が出る。やめるということは、そこが一番大変なんですよ。 

政治的にずっとやってきたことはやめられないという問題もたくさんあるんで

すね。見直したときに「見直したら落とし前をつけろ」と言わないということも

必要なんですよ。そこをひとつ配慮いただきたい。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 政策評価については、「経済産業省はよくやっていますと、できるだけ

やっています」というふうに答えるつもりだったんですが、実はあんまり私自身

ピンとこなかったですけれども、さっきのペナルティ論とか、今の中海干拓とか

という話で何となく分かってきたんです。それから牛尾先生がおっしゃっていた

政策評価疲れみたいな、そういう話を聞いてホッとしました。 

１つだけ我が省で申し上げますと、例えばＩＣタグ。麻生大臣が去年大根を持

って谷垣大臣のところへ行かれた。あれの日本版のデファクト・スタンダードを

つくるために、業界、経済産業省、総務省、政府を挙げて今大変な努力をしてい

るんですね。 

要するにＩＣタグというのは、総理も御承知のとおりのものですけれども、Ｉ

ＳＯに持っていくための技術を今オールジャパンでやっていますが、そのために、

これは例えが良いのか悪いのか私よくわからないんですけれども、ＩＣタグとい

うのは要するに、昔で言えばβとＶＨＳとかいうデファクト・スタンダードに国

家がある程度関与するということ。 

これは事後的には、まさにさっきおっしゃった国家の競争力という観点で、負

けたか、勝ったかでもって評価が変わってくるんですかね。私は、先進的な研究
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開発、あるいは行政が関与する先進的な事業、こういうのはどういうふうに評価

をするのかというのは、前からちょっとよく分からない部分である。中海干拓の

話は、私は、当時、農林水産大臣であったのでよく分かるんですけれども、ＩＣ

タグとか、昨日のテレビでやっていました次世代ＤＶＤとか、ああいうやつを日

本がデファクトでもってやっていくときに、βでいうと、性能は良いんだけれど

も、仲間がついてこなかったとか、こういう場合の政策評価というのは一体どう

いうふうになるのか、両先生、よろしかったら御解説を教えていただきたいんで

すけれども。 

（竹中議員） 目標そのものの評価ですね。 

（本間議員） 理解をするときに事前評価と事後評価の問題を区別しなきゃいけない

と思うんですけれども、我々が先ほどペナルティと言ったのは、マスコミ等を賑

わすような非常に極端なケースを、我々がなぜ事前にチェックできなかったんだ

と、こういうひどい例を念頭に置きながら、ペナルティの問題を挙げたわけです。

ところが、政策的リスクが非常に大きなような問題について、つまり国家戦略と

して、これは賭けてみる価値があるというような、そういう高度の判断の部分の

ところについては、これは政治家の方々がこの国をどうするんだというような見

地の中でリスクをとらなければ、これはほかの民間なんかとれないわけですから、

そういう点での時代的な変化の流れの中で、間違うようなケースだってあり得る

話だと思うんですね。そこの判断を、政治家が我々として今の状況の中でやるん

だということを事前的にこれを国民に説明して、そして理解の中で進めていくと

いうことが必要なんだと思います。 

事前の説明がなかなか十分ではないから、後になってくると、そこが一体どう

いう形でそれを議論したんだというようなことになりますから、この国を左右す

るような技術的な問題でありますとか、あるいは社会保障制度の問題なんかでも、

ある時点でそういう問題も出てくると思いますので、ぜひそういう部分について

は、できるだけシミュレーションを走らせながら、想定でこうであればこうだと

いうようなことも、これはきちんと分析を織り込みながら、ここの決断なんだと、

この点についてはやはりリスクがあるんだというようなことを、ぜひ我々はフィ

ードバックシステムの中に入れていかないといけない。臆病なコンサバティブな

話だけでこれをやりますと、本当に政治家の皆様方がこの国をどうするんだとい

うようなところにお金が行かないという部分がございますので、実務的な評価の

部分のところと将来への布石の部分と、これは予算の中では私は区別する必要性

があるんだろうというふうに思います。 

（中川議員） もう１点だけすみません。今の本間先生のお話は、まず政治の話と行

政の話とで違いがあるという前提のお話が１つと、それから私のところにも時々

とんでもない研究開発の話が来て、事務方や私のところも技術の専門家がおりま

すけれども、評価のしようがないというのがあるんです。万が一逃した魚は大き

かったというと、逆の意味でペナルティとか、あるいは、それをやってみたらや

っぱりとんでもなかったからペナルティをとか、そういう話になっちゃう。 
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（本間議員） 技術的なリスクの問題は、小柴先生のカミオカンデの問題なんかでも

その一つの事例だと思います。あれはたまたま成果が出て、ノーベル賞につなが

ったから非常によかったということですけれども、拾い上げられなくて予算がつ

けられなかったケースも恐らく恐らく星の数ほどあるのだろうと思うんです。そ

の確率をどういう形で上げていくかどうかという問題は、これは総合科学技術会

議等で目利きの人たちをどういう具合に養成をして、その分野の中でどのような

プライオリティづけをしていくか、ここもまたをシステマティックに、我々が評

価機構の中に専門家集団を入れ込んでいくというようなこともやっていかざるを

得ないのではないかという具合に思っておりますけれども。 

（竹中議員） 手短にお願いします。 

（吉川議員） ２つか３つあるかと思う。要するに研究開発投資だけでなく将来はわ

からないんですね。ですから、事後的に見れば失敗するものがある。これは致し

方ないがわけです。それに関してすべてペナルティということを我々は申し上げ

ているわけではないんです。その際重要なことは、将来分からないで何かを始め

ても、途中でこれは間違っているということがわかるということはよくあるわけ

ですね。先ほどの官房長官のお話もそうだったのですが、それが分かったときに

はなるべく早くストップする。こういうことをきちんと政府としても、とりわけ

予算の上で実行する、これは大変大切なことだと思うんです。人知は将来には及

ばないわけですから、すべてに必ずペナルティを課すということを申し上げてい

るわけではない。だめだと分かったところで、なるべく早くやめればよい。これ

が１つ。 

もう１つは、必ずしもそういう高級なことではなくて、事前評価において、明

らかにお手盛りというようなものがあるのではないか、というのが我々の考えで

あって、そうしたものを堂々と出してくるようなことに対しては、ペナルティと

いうようなものがあってもいいのでないか。誰が見てもおかしいような、例えば

ですが、道路やなんかでもよくマスコミ等で取り上げられるようなものがあるわ

けですね。そうしたものは、事前の評価においても、善意を疑わざるを得ないよ

うなケースというのもあるわけで、そういうものに対してペナルティというもの

が課せられても良いのではないか、というのが我々の考えです。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（小泉議長） ＩＣタグの問題は、予算じゃなくて規制の問題でしょう。回転寿司の

皿にＩＣタグを使わせてくれとか、ファミリーレストランの制服にＩＣタグを使

わせてくれとか、しゃべる大根、あれは予算じゃなくて規制を、民間がやりたい

んだからやらせて、規制があるから規制を緩和してくれということでしょう。 

（中川議員） 非接触型の情報伝達手段は、回転寿司とか、コンビニとか、野菜の流

通のトレーサビリティ等いろいろ活用されているが、その基準が今バラバラだか

ら、ＩＳＯにおいてそれらのデファクトを統一する、その基準を日本版にしよう

という努力をしているということなんです。 

（麻生議員） 基本的に、総理がおっしゃるように、今あれが普及しない一つの理由
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は、何といっても、まだ１個が７、８円、10 円から８円ぐらいまで下がってきた。

これがすべての商品に貼るのは１円ぐらいにしたいというのがターゲットなんで

すけれども、そこまでまだ行っておらぬという形になっております。これが１つ

です。 

もう１つはアメリカなんかの場合は、工場から最終的なお店に着くまでに、工

場を出て仲卸に入り、小口へ通して外へ出るまで大体２割盗まれる。トラックの

中でとられる。どこで盗まれたかトレーサビリティをくっつけるためには、発信

の方をもっと大きくして、こんなに小さくする必要はない。もっと発信をでかく

してやるようにしよう。国によって、日本では途中で盗まれるなんて考えていま

せんから、向こうの場合はそういう目的と合わないからもっとでかくするという

ような話ですから、向こうは小さくたってできっこないんだから、こっちしか小

さくできこっないんだから構うことあるか、どんどんこっちへ行こうという話で

今どんどん事は進んでおります。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。 

それでは、若干整理させていただきますけれども、評価の問題には非常に難し

い技術的な問題はあるのですけれども、しかし、ベストエフォート・ベイシスと

言いますか、その時々の最善の努力を政策に反映するために、やはりきっちりと

やっていかなければいけない。そういう点から振り返ると、2002 年にこの政策評

価法が施行されてから、来年 2005 年が見直しの年に当たるというのが議論の重要

な出発点だと思います。それに間に合うようにしっかりと枠組みをつくっていこ

うではないかというのが今日の議論の出発点であったと思います。 

その点に関して、民間議員からは、総務省に対しては評価のガイドラインその

ものを幾つかの点で見直していただけないだろうか、特に横断的な様式をつくれ

ないか、目標の定量化、第三者評価等々をぜひ問題意識として織り込んでいただ

きたい、という要望が出されました。 

総務大臣からは、しかるべき時期に自分としての意見もというお話がありまし

たので、民間議員の提案にありますように、今年度中に何らかの中間とりまとめ

が必要かと、そういうタイムスケジュールでぜひ御検討をお願い申し上げます。 

財務省の方には、評価調書の改善、それと予算書の見直しについての要望が出

されたが、これも財務大臣の方から民間議員の議論を踏まえて検討するというお

話がありましたので、同じようなタイムスケジュールでよろしくお願い申し上げ

ます。 Check－Action に結びつくようにしっかりとやっていくということではな

いかと思います。 

○社会保険庁改革について

（竹中議員） それでは、もう１つのテーマに移らせていただきます。大変お待たせ

して申し訳ありませんでした。 

それでは、社会保険庁改革について御審議をいただきます。尾辻大臣と村瀬長

官にお出でをいただいております。 
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それでは、早速でありますが、尾辻大臣、村瀬長官から社会保険庁の改革につ

いての御説明をお願い申し上げます。 

（尾辻臨時議員） この度、厚生労働大臣を拝命いたしました。本日は初めての経済

財政諮問会議でございまして、大変緊張いたしております。どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

社会保険庁の問題につきましては、先の年金制度改革の国会審議等におきまし

て、実に様々な御指摘をいただいたところでございます。一口で言いますと、今、

国民の年金に対する信頼が揺らいでおります。これを今一度国民の皆さんからの

信頼を確固たるものにするためには、社会保険庁の在り方や業務について抜本的

な見直しが不可欠でございます。厚生労働行政の重要課題の１つとして、社会保

険庁改革に最善の努力をしてまいる覚悟でございます。 

この社会保険庁改革の問題につきましては、内閣官房長官の下に「社会保険庁

の在り方に関する有識者会議」が設置をされまして、今御議論をいただいておる

ところでございます。二段構えの御議論をいただいておりまして、まず、「緊急に

やるべきこと」、それから「抜本的にやること」ということで御議論をいただいて

いるところでございます。 

９月の第３回目になります会合で、緊急対応プログラムといたしまして、保険

料徴収、国民サービス、予算執行、個人情報保護等について、65 項目の緊急に対

応すべき対策をとりまとめられました。その概要につきましては、この後、社会

保険庁長官から説明をいたしますけれども、とにかく、スピード感に乏しいので

はないかという御指摘もございますので、できるものからどんどんやっていくと

いうことで実行に移していきたいと思っております。今後につきましては、独立

行政法人化を含む組織の在り方、外部委託できる事業等について、とにかく幅広

く検討を進める予定でございます。 

なお、もう１点ございまして、実は大臣に就任いたしまして私が一番最初にや

ったことは、深々と頭を下げることでございました。就任初日に社会保険庁の幹

部職員が収賄容疑が逮捕されました。私も大変大きな衝撃を受けたところでござ

いまして、とにかく直ぐにやらなければと思いましたので、早速、副大臣をトッ

プとする信頼回復対策推進チームを立ち上げました。徹底して膿を出そう、そし

て見直してみようということを今指示しておるところでございまして、これは本

当に省を挙げて取り組む覚悟でございます。 

以上を申し上げて、今後とも委員の皆様の御支援、御協力をよろしくお願い申

し上げます。 

（竹中議員） それでは、長官お願いします。 

（村瀬社会保険庁長官） それでは、私の方から本日の趣旨に従いまして御説明を申

し上げたいと思います。その前に、今大臣からも御説明申し上げましたように、

実施庁の長官としまして誠に残念な結果が出まして、先ほどの収賄の問題につき

ましては深くお詫びを申し上げたいと思います。今後の対策につきましては、大

臣からの指示もありまして、随意契約につきましては全件チェックをしろという
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ことを命ぜられておりまして、現在実施中でございます。 

社会保険庁改革につきまして御報告を申し上げたいと思います。ただ、本件に

ついては、社会保険庁全体の改革のスピードが低下することがないよう、今まで

以上に気を引き締め、熱意と覚悟をもって取組みを進めてということをお約束申

し上げたいと思います。 

今回、御報告を申し上げますのは、９月 17 日に行われました官房長官の下で設

けられました有識者会議の緊急対応プログラムでございまして、その中身は５点

の柱になってございます。５点の柱が現状と対応の方向性、具体的方策という形

で掲げられておりますが、中身がお分かりいただきやすいものとして、資料「社

会保険庁の改革について」の資料２『「緊急対応プログラム」の実施スケジュール』

を配付させていただいております。 

この中で５点はまず何かということでお話申し上げますと、左側にございます

ように、「保険料徴収の徹底」、「国民サービスの向上」、それから「予算執行の透

明性の確保」、「個人情報保護の徹底」、「組織の改革」、この５点でございます。 

中身を見ていただきますと、既に一部中を見ていただいた方はお分わりだと思

いますが、今までなぜできなかったの、また、スケジュール感がちょっと遅いん

じゃないのかという項目が幾つか含まれていると思うんです。しかしながら、社

会保険庁の現状はこれが現実でございます。早くこれを実施しまして、順回転に

するように、スピードアップをしていきたいと、このような形で考えております。 

ただ、１つ御理解を賜りたいのは、いろんなことをやっていくにしましても、

今回の年金制度の改定のスケジュールはどういう形になっていくかにより、実施

庁に対する影響がいろいろ出てまいりますし、それからシステム面で大きな制約

要件がございまして、前回のときにお話し申し上げましたけれども、システム的

な対応ができないといろいろなことができないということで、社会保険庁のオン

ラインシステムの抜本的な見直しが不可欠だろうと、こういう形で考えておりま

して、その部分が非常ないろんな意味での制約要件になっているということをお

含み置き願いたいと思います。 

それから、前から申し上げていますように、実施庁としまして、１万 6,500 名

の事務局・事務所の職員、この気持ちがいかに変わるか、変えることができるか

が改革の重要な柱というふうに思っておりまして、現在、本件についても鋭意取

り組んでいる最中でございます。昨日まで 13 の事務局を訪問いたしまして対話を

続けてきておりますが、私自身は現場と話し合った上で、改革の息吹はあると肌

感覚で感じております。本件についても御報告申し上げたいというふうに思って

おります。 

それから御心配の職員団体の件でございますけれども、以前にも申し上げまし

たが、１万 2,400 名の自治労の傘下にあります国費評議会でございますけれども、

彼らも危機感を持っておりまして、８月 24 日の全国会議で改革に協力するための

活動方針を採択しております。また現在、国費評議会の方から、職場改革アクシ

ョンという形で、各職場に対して、取組みを具体的に実施するべく調査をしてお
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りまして、まさに社会保険庁の改革との方向感は私自身は一緒であると、こうい

う形に考えております。 

それから今日、奥田議員がお見えでいらっしゃいますけれども、民間からのお

力添えという問題でお話し申し上げますと、有識者会議、それから運営評議会に

積極的に御参加をいただいておるとともに、９月６日にはリコーの浜田最高顧問

を厚生労働省の顧問並びに社会保険庁の最高顧問にお迎えすることができました。

また、さわやか福祉財団の堀田理事長にも同じように就いていただいております。

それから、９月 27 日にプロジェクトリーダーということで、これも経団連の御協

力によりまして、３名の方をお迎えすることができました。やっと民間からのお

力添えを得て第一段階の体制が整ったと。これから、さらにどういう展開をする

か、まさに詰めに入る段階に来ていると、このように考えております。 

それでは緊急対応プログラムにつきまして、詳細は別にしましてポイントのみ、

先ほどの資料２に基づいてお話し申し上げたいと思います。 

まず１点は、保険料徴収の徹底の問題でございます。年金法の改正等により納

付率に大きな影響を与える事案は３点だというふうに見ております。１つは「16

年度に着手」欄に書いてございます所得情報の問題でございまして、特に市町村

との関係で所得情報の交換ができるようにする。これが収納率には影響してくる

だろうというふうに思っております。 

それから、「平成 17 年度以降に実施（内容及び実施時期が定まっているもの）」

欄に記載してございますが、保険料追納の機会を付与する納付猶予制度を 17 年４

月導入という部分、それから 18 年７月に、現行の全額免除・半額免除に加え、多

段階免除制度を導入する。これが非常に大きく納付率に影響してくるというふう

に考えております。したがいまして、特に 17 年４月の納付猶予制度、それから、

18 年７月の多段階免除制度の導入は、まさに納付率を見る場合の分母対策でござ

いまして、この分母対策をしっかり強化するとともに、いかに未納者を少なくす

るかというのが重要なポイントだろうと思います。 

したがいまして、その中で極めて重要なのは何かと言いますと、民間企業では

当たり前の目標設定、つまりアクションプログラムをつくり、それに対して進捗

管理をする。これが残念ながら今まで社会保険庁でとできておりませんでした。

やっとこの９月に、事務所・事務局単位で行動計画を策定しまして、その進捗管

理をやる仕組みを構築したところでございます。本件、しっかりサイクルに落と

して実行していけば、確実にある一定度までは上がるだろうというふうに考えて

おります。 

今の概算でございますけれども、力ずくで上げる部分が約８％、それから先ほ

どの制度面での多段階免除制度等々を含めた改善によって８％ほど効果が効いて

くる。これをやれば 80％の線が見える形までいけるのかどうか、こういう形だろ

うと思います。従いまして、いろいろな検討項目の中で他省庁に御協力を願う点

等も一部触れさせていただいておりますけれども、まず、自庁でやることをしっ

かり実行した上で、他の省にどうしてもお願いをしなきゃいかん部分については、
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政治的決断を含めてお願いをする、という段取りをとらせていただけたらという

ふうに考えております。 

次に、２点目の国民サービスの向上の部分でございます。最終の目的は分かり

やすい年金制度を創設していただいて、保険料の納付と保険金の給付が常に本人

にわかるようにすることだろうというふうに考えております。残念ながら、現在

制度面の問題、それからシステム面でそれができない形になってございます。ち

ょうど平成 20 年度に、ポイント制度を導入することが決定をしております。ポイ

ント制度導入までには、基本的には理論的に年金額を御提示申し上げることが可

能になりますので、それまでにシステムを含めてしっかり構築をするというのが

１つの流れだろうというふうに思っております。 

それまでどうするのか、ということでございますけれども、現在、アクセスル

ートとしまして、いろいろなものがございます。ホームページ、電話、相談コー

ナー。特に電話につきましては分散をしておりまして、本庁のそばにある中央相

談センター、それから事務局、事務所、各々がやっております。また、相談コー

ナーも総合相談をやっている部分と年金相談をやっている部分と分かれてござい

ます。現在、年金の相談件数をトータルしますと延べ 2,500 万件もの年金に関す

る相談を受けております。その理由をいろいろ調べていきますと、保険料の納付

や保険金の支給等を含めますと、非常に分かりにくい帳票類になっているとか、

郵送コストの関係で極めて小さい文字でお客様にお送りしているために、逆に相

談事が増えていると、こういう悪循環になっておりまして、現在、それらのこと

を抜本的に見直そうということで動いております。 

例えば、保険料の納付状況につきましても、本来電話で十分対応できるものが、

相談センターへわざわざお越しいただくというような不便もおかけしているとい

うことでございまして、そういう点では、今後受給者が増えて、いろんな形での

相談事が増える中で、このアクセスルートを意識的に変えまして、国民の皆様方

に御迷惑をかけないという形をやりながら対応していくというのが課題なんだろ

うというふうに思っております。 

また、インターネットの問題につきましても 24 時間対応するために、現在シス

テム開発をしておりますけれども、まさに現在のシステムが 24 時間対応できるの

であれば、こんな心配は全くする必要もないということになろうかと思いますが、

それができないというのが、今の理由でございます。 

年金個人情報の提供の充実につきましては、資料５に基づいて簡単に御説明を

申し上げたいと思います。年金の個人情報は、今どんな形になっているかという

ことで、「現状」と「今後」ということで書いてございますけれども、先ほど申し

上げましたように、国民の皆さんからのアプローチでは、現状は全年齢を対象に

して、いろいろな形で来訪、文書、電話でお答えを申し上げている。インターネ

ットについては、受付をして、後からご返答するという形でございますが、今後

は即時インターネットで対応したい。また、行政側のアプローチにつきましては、

加入記録については、58 歳到達者について、毎年、年金加入者に全員に保険料納
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付記録等の通知を行う仕組みを今検討中でございます。 

一方、年金見込み客の試算につきましては、現状は 55 歳以上につきまして、来

訪、文書、電話等で御回答を申し上げている。これをまず、本年度中にインター

ネットでも回答できる仕組みとする。また、対象年齢については、50 歳以上まで

広げたいという形で考えております。そして、先ほども申し上げました一番下に

書いてございますように、20 年度のポイント制の導入、これがまさにスウェーデ

ンのオレンジペーパーであるとか、アメリカの年金保障省の個人に対する年金見

込額の提示というものにつながる部分だろうと思っておりまして、ここまで最終

的には行きたいというのが考え方でございます。 

あと組織に改革につきましては、社会保険庁としてのコア業務は何なのか、何

が外部委託可能か、ガバナンスを強化するためにはどうしたらよいか、効率の観

点から業務の見直しはどうするかということと同時に、今後の社会保険制度改革

が組織にどのように影響を与えるかも、当然、視点としては見ておく必要はあろ

うかと思っておりまして、これにつきましては、次回の有識者会議のテーマとい

う形で考えてございます。 

あと、社会保険庁という観点で民主党の年金改革法案の関係についてお話を申

し上げますと、前臨時国会で否決されたわけでございますけれども、民主党から

は社会保険庁を廃止して、最低保障年金部分は税とし、社会保険料と一元的に徴

する機関を創設すべきだと、こんな形での提案がなされているというふうに聞い

てございます。 

最後になりますが、社会保険庁最大の危機を迎えておりますけれども、職員の

意識改革も私自身は強いと思っておりますし、逆に改革を進める大きなチャンス

だろうと思っております。この機にやはり民間の皆様方の協力を得て、組織を挙

げて改革に推進していきたいと。国民の信頼を回復できるように全力を尽くす所

存であるということを意思表示させていただきたいというふうに思っております。

以上でございます。 

（竹中議員） それでは、余りお時間が今日はもうないんですけれども、手短にポイ

ントを御議論いただきたいと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） 厚生労働大臣は御存じのように、10 月８日厚生労働省に対して、私ど

も総務省の行政評価局の方から、いわゆる行政評価・監視結果について第一次勧

告というのをさせていただこうと、事務方と話が進んでいるんだと思います。そ

の前にこんなことを言うのはどうかと思いますけれども、少なくとも、最後の２

枚目の資料にも提案されているインターネットによる受付・回答システムが立ち

上がれば、例えば住基カードを用いた本人確認をした上で支払状況などは今どう

なっているのか、支払金額は幾らまでで、これだったら幾ら納められるのか、な

どについてはすぐわかるようになる。また、受給者の現状届を実施しているが、

住基ネットを活用すれば、早い話が逆には現況届を出さなくていい。住基ネット

は一発でわかる。そうするとコストはどんどん下がる。そういったことをやられ

たらどうですか。それから先程も数値目標を決めないといけないというお話でし
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たけれども、保険料納付率等の話で年度別の数値目標を設定されると言われまし

たので、これはぜひしてくださいという話を申し上げておきます。 

もう１つは、一番最後の方に書いてあるんですが、私どもの知っている範囲で

は、社会保険庁の職員１人で受け持っている対象者の数が、社会保険事務局、社

会保険事務所ごとの差が大き過ぎると思う。鳥取県、高知県といったら 2,000 人

台、神奈川県は 5,000 人ぐらい、埼玉県・千葉県で 7,000 人台に乗っております。

7,000 人と 2,000 人ということになると、３倍以上違いますので、これはちょっ

と差が極端過ぎやせんかなという感じがします。そこらのところをきちんとされ

たら、定員の異動ということになりますので、そこで多分、組合が一番問題かな

という感じが率直なところしておりましたので、ちょっとそこのところは簡単に

いく話ではありませんけれども、これはぜひ考えられないといかんかなという感

じがいたします。 

（竹中議員） 後でまとめて。奥田議員。 

（奥田議員） 私も長官とは多数接触しているわけですけれども、この２か月間で今

おっしゃった多岐にわたるプログラムをまとめられたということは、まさに改革

に向けた第一歩だと思っております。麻生大臣からもお話しございましたが、被

保険者とか、国民の利便性というのを第一に考えてこのプログラムの着実な遂行

とその強化に向けて、今お話しがございましたが、課題のできるだけ早い前倒し

といいますか、それが必要だと思います。 

それから資料５の一番下にある「行政側からのアプローチ」について、現状は

58 歳到達者に対して、見込額、年金加入記録とか、年金見込額試算を出すという

話なんですが、その下に「毎年、年金加入者全員に対する保険料納付記録等の通

知を行う仕組みを検討」とある。これは非常にいいことだと思うんですが、相当

な力仕事になると思います。これとこの下にある「ポイントにより保険料納付実

績とそれに基づく年金額の見込額を定期的に通知するポイント制を導入（20 年

度）」と書いてあるのですけれども、これとの関係がちょっとよくわからない。 

もう一つ、これは労働関係の問題ですけど、うちから出ているメンバーに聞い

たのですけれども、労働関係、組合との覚書を出せと言ったら、ものすごい数が

出てきて、それを見たら思わず、ぎょっとして読む気もしなかったという話があ

るんですけど、そこらあたりの実情というのはどうなっておるんですか。 

（竹中議員） 時間の関係がありますので、お答えいただいてまとめたいと思います。 

（村瀬社会保険庁長官） 奥田議員のお話で申し上げますと、まず一つはポイント制

の導入の問題は、先ほど上の方に書いてありますのは、年金の保険料をどうお納

めいただいているかというのが上の部分ですね。それが本人の年金にどう影響し

て、例えば、65 歳以上あなたは幾らの年金が支払われるようになりますというよ

うなポイント制度にマクロ経済スライド方式の金額を足し合わせて幾らという形

で、御本人に年金が行く金額を御報告申し上げるということで連動している話に

なります。 

それからあと、組合の問題でございますが、「ものすごい数」というのは、ちょ
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っとそれはオーバーでございまして、おっしゃるように覚書があることは間違い

ございません。ただ、先ほども組合のお話を申し上げましたけれども、完全に組

合は今変わろうとしておりまして、廃棄したら変わるのか、それとも今の話し合

いの中で変わるのかということから言えば、あえて強引な形で組合へ動くよりは、

彼らが変わろうとしているものをしっかり見て、一緒になって変えてやるという

方策でまだ今の段階では大丈夫ではないのか、こういう形で考えております。 

（小泉議長） どういう覚書なの？ 

（村瀬社会保険庁長官） 一番初めは社会保険庁長官と組合の委員長との間で交換し

ているわけですね。その後、例えばオンライン化をするときに、合理化について

はしないだとか、いろいろな約束事を当時としては課長レベルでやっているんで

すね。現実にどうかといいますと、オンライン化も進んでいますし、総務省から

おしゃっていただくように要員対策でちゃんと減らしていっていますから、そう

いう点では、別に実務上の問題から言えば、決してそれがすんなりいっていない

わけではない。今回私も一番心配しておりますのは、国費評議会自体がどういう

対応をしているかということでございます。 

先ほど申し上げましたように、彼らの本年度の運動案について言えば、まさに

改革に協力をすると、それから、今回の社会保険庁改革に際して、職場改善につ

いて自分たちでどうしていったらいいかということでアンケートをとり、対策を

講じた上でやっていくという動きが出ていますので、ここをしっかりお互いに、

ぎしっとかんで動いていけば、私は変わっていくんだろうというふうに思います。

そのときに、どうしても動き切らない地域が出てきたときにどうするかというの

は、これは英断をしなければいけない部分はあろうかと思いますが、それは話し

合いの中でやっていくべきだろうというふうに考えています。 

それからあと住基ネットの問題でございますけれども、本年度はとりあえず、

書類でもって市町村に協力をお願いするという形になりますが、17 年度以降は住

基ネットを活用して、市町村民税の実際の支払いリストをちょうだいすることに

よって納付対策には使えるというふうに思っています。ただ、こんなことを言う

と怒られますけれども、コストの問題が結構ございまして、１件使う度に相当の

コストを市町村にお支払いしなければいけないという問題がありますので、これ

についてはお知恵を拝借させていただければ、極めてありがたいというふうに思

っております。 

それからあと、国民年金の収納関係でございますけれども、実は収納に当たっ

ていただいている方の相当数が旧市町村時代からも同じなんですけれども、国民

年金推進員ということで非常勤の公務員でございまして、通常の公務員は二千数

百名程度という形で全部ではございません。非常勤公務員の方が極めて多い収納

に当たっていただいているところでございまして、そういう点では国民年金推進

員の配分をどういう形にするかという形で、そこは少し調整できるというふうに

考えております。ただし、それでもやはり地区間におけるアンバランスというも

のが出てきた場合にどうするかということについては、当然のことながら考えて
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いきたいということでやろうとしております。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは時間ですので、最後に大臣よろしくお願いします。 

（尾辻臨時議員） とにかくやるしかない、こういうふうに考えておりますから、ど

うぞよろしく御指導を賜りますようにお願い申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

社会保険庁の改革について３点あると思います。第１点は、緊急対応プログラ

ム、これは中身については的確かつスピード感を持ってぜひ実行に移していただ

きたい。 

第２点は、現場の改革は大変重要である。しかし同時に組織業務の見直し、抜

本改革は重要でありますので、これは 11 月から 12 月の中間とりまとめに向けて

しっかり御尽力をいただきたい。 

３点目は、今日は具体的な意見は出なかったのですけれども、以前、この場で

そうした場合に市場化テストのモデル事業の対象としてはいかがかとか、やはり

税と保険料の一元徴収の問題を正面から議論してもらいたいとか、そういう御要

望が出ておりますので、そこは今の職員団体の問題等々もございましたけれども、

ぜひ正面からしっかりとお答えを賜りたいと思います。総理。 

（小泉議長） しっかりよろしくお願いします。 

（竹中議員） それでは、以上をもちまして終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

（以 上） 
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