
 

平成 16 年第 25 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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     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 

 

     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） 
 
（配付資料） 
○ 郵政民営化への最近の取組み状況（資料）（内閣官房郵政民営化準備室） 
 

（概要）          

（竹中議員） 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る。 

   まず、諮問会議での今後の課題について御審議いただきたいと思う。続いて郵政

民営化。私は、郵政民営化担当大臣としても参加をさせていただく。その次に、予

算制度改革（政策評価）について御審議いただく。その後、尾辻臨時議員、村瀬社
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会保険庁長官に御参加いただき、社会保険庁改革について御審議いただく。 

   なお、福井総裁は御欠席で、武藤副総裁にお出でいただいている。 

 

○経済財政諮問会議の今後の課題について 

（吉川議員） 「経済財政諮問会議の今後の課題」という提出資料について説明する。 

   新しい内閣は、2005 年～2006 年度の「重点強化期間」、この２年度の政策を担う

内閣であり、構造改革の明確な成果を上げることが期待されている。具体的には、

「骨太の方針 2004」で閣議決定された事項について進捗状況を点検して実行する

ことが何よりも大切である。「骨太の方針」には良いことがたくさん書いてあるが、

これを内閣として閣議決定しているのだから、年度内にきちんとめどをつけて実行

に移す必要がある。そのためのフォローアップをきちんとする。 

    以下、重要な政策課題、目標が列挙してあるが、時間の関係で簡潔に説明させて

いただく。 

第１番目は、郵政の民営化。本日の議題でもある。 

２番目は、社会保障制度の改革について、年金・医療・介護を一体的に見直す。

また、基礎年金の負担の一元化が大きな問題である。以前の諮問会議で申し上げた

とおり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。懇談会とも連携

をとりつつ、諮問会議の場で検討を進める必要がある。さらに、これも本日の議題

であるが、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・景

気と財政再建、２つとも重要な政策目標であるという考えに立ち、小泉議長も、経

済が大事であると同時に財政再建も１つ大変重要な課題であると言ってこられた。

当然であるが、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、社会保障も大きなテーマであるので、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。 

税政改革については、包括的あるいは抜本的な税政改革案を、2006 年度末を目

途に結論を得ることになっており、来年の諮問会議で議論を本格化する必要がある。

具体的に言えば、来年の「骨太の方針」を一里塚として本格的な議論を進めていく

必要がある。 

具体的な提案をさせて戴きたい。今申し上げたとおり、財政再建のためには、歳

出・歳入を一体的に改革を行う必要があり、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、あるいは税政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ことを提案している。 

５番目のテーマは持続的な成長に向けた取組みである。具体的には、１番目に規

制改革・構造改革特区・地域再生である。これは前回の諮問会議で、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総理の御指示もあった。また、特区につ

いては、総点検を今年度中に行うということもある。 

このほか（２）雇用・人間力、（３）に『日本２１世紀ビジョン』の策定につい

て、これも現在専門調査会が立ち上がり、12 月までに中間とりまとめ、年度内に

最終とりまとめが行われるが、きちんとやってもらう。 

（谷垣議員）  歳入・歳出一体の見直しを触れられていたが、17 年度の予算編成につい

て一言申し上げたい。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
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ないと思っている。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、こ

の際、あえてこれを掲げることにより、その流れを変えていくきっかけにしたいと

考えている。先ほどこの目標について、小泉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指示をいただいたので、まだ予算編成は緒についたばかりであ

るが、これに向けて鋭意努力をしていきたいと思っている。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提言であるが、歳出・歳入両面からバラン

スをとらないと、なかなか進まなくなってきているので、そうするよう税調や財制

審の両方でお願いをしているところであるが、骨太で御議論することは大変ありが

たいことだと思っている。 

   その際に議論を有効に効率的に進めるためには、財制審等の検討課題とか、議論

の状況、これを共有して、財政当局とも十分な連携を保って進めていただきたいと

思っている。 

（麻生議員） 吉川議員の３、二つ目の「・」で「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する。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、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

とめられたことだけ忘れないでいただきたい。事実そのとおり、昨年の公立保育所

のときもそうやったという実績があるから、「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でやって

いるが、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」とな

っているので、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、最も大事なところであり、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るので、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いる。 

    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、「どれが

なる、何がなる」と明らかになるのは多分 12 月になると思うので、そうなった段

階で総務省としては、この前も竹中議員に申し上げたとおり、私からきちんとした

対案を提出させていただきたいと申し上げている。 

    もう１点は、この前の８月 31 日に申し上げたが、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、これは本間議員にも既に説明を申し

上げたと思うが、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説明申し上げたとおり。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

きている。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

でここまで来ているが、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るので、そこ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いう点も御理解いただいておければと

思う。 

（中川議員） 今の吉川議員の基本方針を踏まえて私もやりたいと思うが、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だ。一段上とあえて言うが、次元が高

いというか、別の次元で非常に重要だと思う。何も産業だけではなく、公務員であ
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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

は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思うので、人材の育成、人間力ということを殊更、私として

は強調させていただきたい。 

    それからもう一点は、競争力、競争というものを私はあえて意識したいと思う。

競争なくして前進はないと私は思う。あえて競争を望むという余裕はないが、むし

ろ、アジアの我々の周りの国々、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

のではなく、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

てあることを、自分の仕事の立場からも今の吉川議員の話を聞きながら大事なポイ

ントではないかと思い発言をした。 

（奥田議員） 日本経団連の立場で少し申し上げる。私ども日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、改革を放置したケースに比べておよそ 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。

これは日本経団連のシミュレーションである。 

    ２割以上削減する歳出であるが、具体的に言うと、社会保障はもちろんであるが、

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

がないが、全体で２割以上の抑制をしなくてはならないのではないかと理解してい

る。 

（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

の設定を提案しているのは、３つのポイントがある。１つ目は、マクロ経済との整

合性の問題。これは経済と財政、プライマリーバランスとの関係で、今、話があっ

たが、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いる。その点で、これまで十分にその点につ

いて踏み込んだ議論がなかったので、前広に制度改革の点を織り込みながら議論を

すべきであると考える。 

   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、あるいは疑問が出てくると思

う。諮問会議以外では、その議論を全体に束ねる、あるいは整合的に議論する場が

ないわけなので、その点、先ほど谷垣議員が発言されたとおり、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ると思う。 

   ３つ目は、金融政策との整合性の問題。歳入面の問題は、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う。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なので、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、メッセージとして、マーケットに対して何を出

すかということをしっかりと管理していかなければならない。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していきたいと思う。 

（牛尾議員） 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、
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ＦＴＡを締結されて非常によかったと思うが、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ある。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うが、い

ろんなことを聞く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。そこで開放されて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

らない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けないと思う。そういう点では、今、中川議員がおっしゃった

競争力というものを歓迎するという精神を持たないと、何となく受け身の経済政策

になる。やはり競争力を歓迎すること、ＡＳＥＡＮ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。外国人の労働を押し開く問題でも端緒が出ているが、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。どう考えても、

これは遅すぎる。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

定することが必要。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

ないかと思う。 

（竹中議員） 基本的に民間議員からお出しいただいたペーパーは、「骨太の方針」を

踏まえて、今年８月、９月に行っ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いただいていると思う。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

というお話があったので、それはぜひそのような形でお進めをいただきたいと思う。 

   また、「骨太の方針」全体については、今内閣府に、今月末を目途にフォローア

ップの確認をさせているので、次々回ぐらいになると思うが、その状況について御

報告をさせていただこうと思っている。谷垣議員からは、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あったので、ぜひ

いろいろ御努力を賜りたい。麻生議員からは、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ころ、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う。中川議員か

らは、「人間力」の重要性について、そして競争力の重要性、同じ御指摘は、牛尾

議員からもいただいたが、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う。最後に本間議員が言われたように、「改革と

展望」の議論は大変重要であるので、政府としての一体性を確保するという意味か

らも民間議員の歳出・歳入一体改革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う。 

 

○ 郵政民営化について 

（竹中議員） 郵政民営化について、最近の取組みについて３点報告をしたい。 

    第１点は、郵政民営化推進本部について、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る。この任務は、配付

資料にあるように３つある。①郵政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
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取組みの推進、の３点。これは基本方針に定めたものである。今日閣議後に第１回

目を開催した。今日の会合では私の方から、今後の取組みに当たり、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、との指針を示させていただき、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る。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る幹事の設置を決めたところである。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る。 

    第２の報告は、「郵政民営化に関する有識者会議」について。これまでは郵政民

営化準備室に対する提言・助言であったが、今回、郵政民営化担当大臣が新設され

たことを受け、担当大臣に助言する機関と改めたところである。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う。 

    第３番目は、「郵政民営化情報システム検討会議」について。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、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るようなメンバーに決定をさせ

ていただいた。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

思っている。 

    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いるので、ぜひよろ

しくお願いしたい。 

 

○予算制度改革（政策評価）について 

（本間議員） 「政策評価の充実に向けて」というペーパーを紹介する。 

   ９月 10 日の諮問会議において、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

で問題提起が竹中議員の方からなされた。2002 年に政策評価法というものが施行

されたが、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ない。

３枚目のところに図を付けてあるが、評価の枠組みということで、総務省、財務省、

各府省、さらには事後的な会計検査院の関係図をまとめたものであるが、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ない。2005 年は評価法の見直しの時期になっているので、

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、2005 年に備えていくことが重要であろうということでペーパー

としてまとめてみた。我々、評価制度の問題点については形としては、総務省に十

分対応していただきつつあると思っているが、今申し上げたとおり、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る。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あっ

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状況があった。

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った。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

くかということだろうと思う。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不可欠の前提である。その
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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く説明し、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ると考えている。 

評価改革で取り組むべき課題について、これは総務省と財務省にお願いをしてい

るが、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。今年度中に中間的

なとりまとめをお願いしたい。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ると思う。それから

達成目標の定量化を徹底する。定性的な目標を羅列して資料が膨大になるだけの無

駄な作業があると我々は認識している。どのデータ、物差しで評価を行うかもきち

んとあらかじめ明示させていくということが重要であると思う。それから科学技術

関係の予算にはＳＡＢＣというようなものであるが、これはそれぞれの役所におい

て、優先度、プライオリティを明らかにして、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。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あるが、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である。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必要で

あり、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。 

また、財務省においては、我々、以下のような評価と予算の連携について、今年

度中に諮問会議で御報告をいただきたい。まず、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いうことである。参考１に書いてあるように、米国のＰＡＲ

Ｔのような、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る。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するということである。参考の２につけてあるが、豪

州では、Charter of Budget Honesty Act というような形で、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、我が国もこのよ

うな動きを勘案しながら、より効率的で透明な予算編成に向けて努力をお願いする。 

それから各府省に対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、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

いる。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いる作業の中でも勉強しているし、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いる。 

（麻生議員） お手元に３枚紙の資料が出ていると思うので、それを見ていただきたい。

政策評価結果を平成17年度予算要求に反映した件数は、昨年に比べて約100 増え、

1,490 件まで増えている。事後評価の結果を予算に反映したもののうち、38.1％、

405 件については評価対象政策を改善するとか、見直すとか、やめるとかと決めた

ものである。こうやって見ると、少なくとも政策評価制度というのは、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する。今、

本間議員から御指摘があったように、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いるので、今後本日の議論等々を踏まえて、しかるべき時期

に具体的な取組みについて諮問会議に報告させていただきたいと思っている。 

（谷垣議員）  私どもは予算査定当局であるので、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。提出資料の１ページをご参照願いたい。 
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    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」を提出していただき、

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

いるわけだが、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

性等を判断している、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、平成 16 年度予算については、72 の活用事例を公表した。 

    ２ページをご覧願いたい。平成 17 年度予算に向けた取組みについて、概算要求

に当たっては、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して「基本方針 2004」等を踏まえてやっているところであ

り、資料に①、②、③、④とあるが、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あり、またこれらに加え、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ある。 

   続いて３ページをご覧願いたい。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ある。下の（注）に書いてあるように、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、今後異動があり得ると

いうことを前提にご覧いただきたい。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 件と大宗を占めているが、定量的な

成果目標が示されているものは、822 件にとどまっている。 

    次に、４ページ。今後の取組みについてであるが、平成 17 年度予算編成におい

ても、同調書を参考として、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いる。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。また具体的な方法等については今後検討するが、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いたい。 

    それから民間議員が提出された「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い

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、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い

る。予算書の見直しについても、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いたいと考えている。 

また御指摘のあった政策評価制度の問題点については、財政当局としても、同じ

ような認識を持っている。今日の議題を受けて、総務省におかれても検討が行われ

ることとなると思うが、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いるとともに、よく連携を図っていきたい。 

（奥田議員） 二、三回申し上げたことがあるが、評価の問題の時に、政府関係のチェ

ックの仕方を見ていると「Plan－Do－See」で終わっている。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」とな

っている。「P－D－C－A」のサイクルを回しながら、絶えず改善し向上していくと

いう考え方を持っているが、この「See」の中には「Check ＆ Action」というのは

入っているのか。そこが良く分からない。「See」というのは何か見るだけで「Action」

が何もない。 

（麻生議員）政策評価が始まって「See」のところで公共工事などが止まっている。中

止というのはアクションとして止めたということ。工場建設を途中で止める話だか
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ら、一応アクションにはなっていると思う。 

（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） そうです。 

（奥田議員） 「See」の中を「Check－Action」という考え方で書いてあるレポートも

時々あり、「See」と書いて括弧して「（Check ＆ Action）」と書いたのもあるが、

わかりにくい。 

（麻生議員） 亀井静香建設大臣の時に、ダムなどの公共工事 232 件が止まり大騒ぎに

なったことがあった。あの頃からだと思うが、調査費が付いたけれども、用地買収

が全然進まないまま 10 年経ったものをばさっと無くしたり、評価をしてみても何

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、止まったというものもあった。あの頃から色々な動きが出てきたのだと

思う。この種のことは以前から進んでいたような感じがする。そういう時代なのだ

と思う。 

（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

すい評価の仕組みにしてくれという趣旨からの御提案だと思う。 

（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あり、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

時に、悪い事例については、ペナルティを課して、シンボリックな意味でも、減額

を予算の中に反映していくということである。奥田議員が仰ったとおり、我々とし

ては「Check ＆ Action」という両方を入れているということである。 

（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

議論が出たことがある。「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。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潜在的な目的がある。ある時期に

は、評価して、本当に良いものだけに推進的に予算を付けようという時期もあるが、

現段階では、殆どが減らすための評価だと思う。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のだが、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。評価書を書き、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する評価の形骸化は非常に注意しないといけない。良い

例もあるけれども、形骸化する例が非常に多い。特に財務当局では、形骸化した評

価だったら２枚の紙で十分だ。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い。評価がしにくい時には、今、本間議員が説

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」は減らすというような分かりやすい、幹部による評価が良

い。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集まって評価するのだ

が、こういうのは割と当たる率が高いわけで、そういうことも評価の形骸化を避け

るために行う必要がある。また、組織そのものを評価することも大事である。形骸

化を避ける意識というのは、非常に強く持つ必要があると思う。 

（吉川議員） 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
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減する、これはもちろん当然のことであって、先ほど麻生議員からもそういうこと

が行われているとのお話があった。これは確かに Action の一部だと思う。それに

加えて、事後評価結果が非常に低いような提案を繰り返して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思う。事後評

価が悪くて廃止・縮減というのは、車のスピード違反に例えて言えば、見つかった

時に法律の速度まで落としなさいと言われるだけだが、それを繰り返していれば、

免許を取り上げられることになるから抑止力が働いて初めから違反をしなくなる。

事後評価で悪いことを繰り返すような部局があるとき、そこにペナルティがあれば、

事前にお手盛りの評価をするということも無くなっていく。責任を持って良い予算

つくる。悪い予算要求を出した時に、それがゼロになるだけでは、まだまだ不十分

だということも将来考えていただければと思う。 

（尾辻臨時議員 村瀬社会保険庁長官 入室） 

（谷垣議員） 牛尾議員から、減らすための評価だという話があったが、何も減らすた

めという意味ではないが、できるだけ活用させていただきたいと思っている。なか

なか機械的に反映させていくには難しいこともあり、諸外国の例も色々研究してい

るが、ペナルティとなると、逆にペナルティを課すと目標が保守的になって、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ある。できるだけ評価を活かす

ということを考えながら、やっていきたいと思っているが、幅広く考えなければい

けない点もあると思う。 

（麻生議員） 例えば、今年は過去最高の８つの台風が上陸ということになった。１時

間に 55 ミリ、基本的に 40 ミリの雨が降るとワイパーが使えないほどだが、普通に

走るには、降雨量が 55 ミリまでが限度だ。今年は 110 ミリとか、100 ミリという

雨が、１か所で降り、その基準でつくってないからポーンと。１回ならまだいいの

だが、それが３回も似たようなものが来ると、もう山が普通の雨でもドーンと流れ

るところまで来ている。今日、村田大臣が説明しておられるが、三重県では、そう

いう事態になっている。結論、その基準はどうだと言われると、完璧にやろうとい

うと、膨大な金がかかることになるので、どの程度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言ったら、とても難しい

だろうなという感じがする。おっしゃることは分かるが、それを完璧に守ろうとす

ると、膨大な金がかかることになりはしないかなという感じはする。 

（細田議員） 私の地元で中海干拓事業というのがあり、368 億円も支出して、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。あと 300 億円ぐらいで出来

るのだが、それで農地を作っても使いようがないわけである。農地は余っているが、

それだけ注ぎ込んで来たからやめられない。しかし、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。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だ。その時にどうしたかというと、

事情変更があったということで分担を弾力的に見直した。その方が絶対に良い。な

ぜなら、永遠の赤字が続いて、巨額の赤字が出るだろう。やめるということはそこ

が一番大変だ。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。見直した時に「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

要だ。そこをひとつ配慮頂きたい。 

（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、できるだけや

っています」と答えるつもりだったが、実はあまり私自身ピンと来なかった。さっ

きのペナルティ論とか、今の中海干拓という話で何となく分かって来た。それから
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牛尾議員が仰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た。 

１つだけ我が省で申し上げると、例えばＩＣタグ。麻生議員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。総理

も御承知のとおり、ＩＳＯ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

る。例えとして良いか悪いかよく分からないが、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、正に、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のか。私は、先進的な研究

開発、あるいは行政が関与する先進的な事業というのは、どういうふうに評価をす

るのかというのが、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のだが、ＩＣタグとか次世代Ｄ

ＶＤというものを日本がデファクトでやっていくときに、βでいうと、性能は良い

のだけれども、仲間がついて来なかったとか、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、よろしければ御解説をいただきたい。 

（竹中議員） 目標そのものの評価ということ。 

（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ければいけない。

我々が先ほど言ったのは、マスコミ等を賑わすような非常に極端なケースについて、

なぜ事前にチェックできなかったのだと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ある。ところが、政策的リスクが非常に大きい問題につ

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、これは政治家がこの国をどうするのだと

いうような見地でリスクを取らなければいけない。これは民間などではリスクは取

れない。それは時代的な変化の流れの中で、間違うケースだってあり得る話だと思

う。そこの判断を、政治家が今の状況の中でやるのだということを事前に国民に説

明して、そして理解の中で進めていくということが必要だと思う。事前の説明が十

分でないから、後になってくると一体どういう形でそれを議論したんだというよう

なことになる。この国を左右するような科学技術の問題であるとか、あるいは社会

保障制度の問題でも、ある時点でそういう問題が出てくると思うので、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、

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ことを、フィードバックシステムの中に入れて行かないとい

けない。臆病なコンサバティブな話だけでやると、本当に政治家がこの国をどうす

るんだというところに、お金が行かないことになるので、実務的な評価の部分と将

来への布石の部分とは、予算の中では区別する必要があると思う。 

（中川議員） 今の本間議員のお話は、まず政治の話と行政の話とで違いがあるという

前提のお話だと思う。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、事務方や技術の専門家が評価のしようがないというものがあるが、万が一、逃

した魚は大きかったということになると、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課すとか、そうい

う話になってしまう。 

（本間議員） 科学技術のリスクの問題は、小柴先生のカミオカンデなどもその１つの

事例だと思う。あれは成果が出て、ノーベル賞につながったから非常に良かったと

いうことだが、拾い上げられなくて予算が付けられなかったケースも恐らく星の数

ほどあるのだろうと思う。その確率をどういう形で上げていくかという問題は、こ
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れは総合科学技術会議等で目利きの人達をどういう具合に養成して、その分野の中

でどのようなプライオリティ付けしていくか、ここもまた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思っている。 

（吉川議員） 研究開発投資だけではなく将来は分からない。だから、事後的に見れば

失敗するものがある。これは致し方ない。それに関してすべてペナルティをという

ことを申し上げているわけではない。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分かるということはよくある。

先ほどの細田議員のお話もそうだが、分かった時には、なるべく早くストップする。

こういうことを政府としても、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。人知は将来には及ばないわけだから、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。駄目だと分かったところで、なるべく

早くやめればよい。 

   もう１つは、必ずしもそういう高級なことではなく、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来るようなことに対しては、ペナルティがあっても良

いのでないか。誰が見てもおかしいような、例えば、道路などでもよくマスコミ等

で取り上げられるものがあるが、そうしたものは、事前の評価においても、その善

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あり、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

えである。 

（小泉議長） ＩＣタグの問題は、予算ではなくて規制の問題ではないか。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、しゃべる大根などは、予算ではなくて、民間がやりたいのだから規

制を緩和してくれということではないか。 

（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であるた

め、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する、と

いう努力をしている。 

（麻生議員） 基本的に、総理が指摘されるように、今ＩＣタグが普及しない１つの理

由は、何と言っても、まだ１個が７～８円ということ。10 円から８円程度まで下

がってきた。これを、すべての商品に貼れる１円程度にしたいということがターゲ

ットなのだが、そこまでまだ行っていない。 

   もう１つは、アメリカ等の場合は、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、小売を通して外へ出るまでに、大体２割盗まれる。トラックの中

で盗られる。どこで盗まれたかトレーサビリティをつけるためには、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。もっと発信を大きくしてやるよ

うにしようという方向だ。日本では途中で盗まれるなどとは考えていないし、向こ

うの場合はそういう目的と合わないからもっと大きくするというような話である

ため、向こうは小さくたって出来ないのだから、こちらしか小さく出来ないのだか

ら構うことはあるか、どんどんこちらへ行こう、という話で、今どんどん事は進ん

でいる。 

（竹中議員） 若干整理させていただく。 

評価の問題には非常に難しい技術的な問題はあるが、しかし、ベストエフォー

ト・ベイシス、つまり、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
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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ことが、

議論の重要な出発点だと思う。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う。 

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

う要望が出された。 

麻生議員からは、しかるべき時期に自分としての意見も、という旨の回答がなさ

れたので、民間議員の提案にも今年度中に何らかの中間とりまとめが必要とあるよ

うに、そういうタイムスケジュールでぜひ御検討をお願いする。 

財務省に対しては、評価調書の改善と予算書の見直しについての要望が出された

が、これも谷垣議員から、民間議員の議論を踏まえて検討するという回答がなされ

たため、同じようなタイムスケジュールでよろしくお願いする。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う。 

 

○社会保険庁改革について 

（尾辻臨時議員） 社会保険庁の問題については、先の年金制度改革の国会審議等にお

いて、実に様々な御指摘をいただいた。一口で言うと、今、国民の年金に対する信

頼が揺らいでいる。これを今一度国民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ある。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いく覚悟だ。 

   社会保険庁改革の問題については、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」が設置され、「緊急にやるべきこと」と「抜本的にやること」

に分けて二段構えの御議論をいただいている。９月の第３回目になる会合で、緊急

対応プログラムとして、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がとりまとめられた。その概要について

は、この後、社会保険庁長官が説明をするが、とにかく、スピード感に乏しいとい

う御指摘もあるため、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いる。今後については、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ある。 

   実は、厚生労働大臣に就任して一番最初に行ったことは、深々と頭を下げること

だった。就任初日に、社会保険庁の幹部職員が収賄容疑で逮捕された。私も大変大

きな衝撃を受け、とにかく直ぐにやらなければと思い、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いるところであり、これは本当に省を挙げて取り組む

覚悟である。 

   今後とも、議員の方々の御支援、御協力をよろしくお願いする。 

（村瀬社会保険庁長官） 尾辻大臣からも御説明があったように、実施庁の長官として

誠に残念な結果が出た先ほどの収賄の問題については、深くお詫びを申し上げる。

今後の対策については、尾辻大臣からの指示で、随意契約については全件チェック

をしろということを命ぜられており、現在実施中である。 

   社会保険庁改革について、御報告を申し上げる。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

組みを進めていくことをお約束する。 
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今回御報告をするのは、官房長官の下に設けられた有識者会議で９月 17 日にま

とめられた緊急対応プログラムであり、その中身は５点の柱になっている。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いるが、その中身が

分かり易いものとして、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た。資料左側にある通り、

保険料徴収の徹底、国民サービスの向上、予算執行の透明性の確保等、個人情報保

護の徹底、組織の改革、の５点の柱である。中身を見ていただくと、今までなぜ出

来なかったのか、また、スケジュール感が少し遅いのではないのか、と感じるよう

な項目が幾つか含まれていると思う。しかしながら、社会保険庁の現状は、これが

現実。早くこれを実施し、順回転にするように、スピードアップしていきたいと考

えている。 

   ただ、１つ御理解をいただきたいのは、いろいろなことをやっていくにしても、

今回の年金制度の改定のスケジュールが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くる。加えて、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ため、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、と考えている。これらの部分がいろいろな意味での非常な制約要件になって

いるということをご認識願いたい。 

次に、以前から申し上げているように、１万 6,500 名の事務局・事務所の職員の

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思っており、

現在、鋭意取り組んでいるところである。昨日までに、13 の事務局を訪問して対

話を続けてきているが、私は、現場と話し合った上で改革の息吹はあると肌感覚で

感じている。 

   次に、職員団体については、自治労の傘下にある１万 2,400 名からなる国費評議

会も危機感を持っており、８月 24 日の全国会議で改革に協力するための活動方針

を採択している。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いる。まさに社会

保険庁の改革との方向感は一緒であると考えている。 

   民間からのお力添えという観点から申し上げると、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いるとともに、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た。

また、さわやか福祉財団の堀田理事長にも同様に就任いただいている。また、９月

27 日に、プロジェクトリーダーとして、これも日本経団連の御協力により、３名

の方をお迎えすることができた。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、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、と考えている。 

   緊急対応プログラムのポイントを、先ほどの資料２に基づいてご説明する。 

   まず１点目は、保険料徴収の徹底の問題。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点と見ている。１つは、「16 年度中に着手」欄に記載してい

る所得情報の問題であり、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。これが収納率に影響してくるだろうと思っている。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）」欄に記載してあるが、保険料

追納の機会を付与する納付猶予制度を 17 年４月に導入する。また、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考えている。17 年４月の納付猶予制度、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。この分母対策をしっ
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かり強化するとともに、いかに未納者を少なくするかが重要なポイントだろうと思

う。その中で極めて重要なものは何かと言えば、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というこ

と。これが残念ながら今まで社会保険庁では出来ていなかった。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、その進捗管理をする仕組みを構築したと

ころ。この件については、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考えている。 

   現時点での概算だが、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り８％ほどの効果が効いてくる。これによ

り、80％の線が見える形までいけるのかどうか、という形だと思う。従って、いろ

いろな検討項目の中では他省庁に御協力を願う点等も一部挙げさせていただいて

いるが、まず、自庁でやることをしっかり実行した上で、他の省庁にどうしてもお

願いをしなければいけない部分については政治的決断を含めてお願いをする、とい

う段取りを取らせていただきたいと考えている。 

   ２点目は、国民サービスの向上の問題。最終の目的は、わかりやすい年金制度を

創設していただき、保険料の納付と年金給付が常に本人にわかるようにすることだ

と考えている。残念ながら、現在、制度面の問題、加えてシステム面でそれができ

ない形になっている。平成 20 年度に、ポイント制度を導入することが決定してい

る。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することが可

能になるため、それまでにシステムを含めてしっかり構築するということが一つの

流れだろうと思っている。 

   それまでどうするのか、ということについては、現在、アクセスルートとして、

いろいろなものがある。ホームページ、電話、相談コーナー。特に電話については

分散をしており、本庁のそばにある中央相談センターや、事務局、事務所、各々が

行っている。また、相談コーナーも、総合相談を行っている部分と年金相談を行っ

ている部分とに分かれている。実は現在、件数をトータルすると延べ 2,500 万件も

の年金に関する相談を受けている。その理由を調べていくと、保険料の納付や保険

金の支給等を含めると非常にわ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、逆に相談が増えている、

という悪循環になっていた。そのため、現在、それらのことを抜本的に見直そうと

いうことで動いている。例えば、保険料の納付状況についても、本来電話で十分対

応できるものを、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をおか

けしている。そういう点では、今後受給者が増えて、いろいろな形での相談が増え

る中で、このアクセスルートを意識的に変え、国民に御迷惑をかけないという形を

取りながら対応していくことが課題だと考えている。また、インターネットの問題

についても、24 時間対応すべく現在システム開発をしている。 

   年金個人情報の提供の充実については、資料５に基づいて御説明する。年金の個

人情報は現在どのような形になっているかという観点から、「現状」と「今後」と

いう区分けをして記載している。国民からのアプローチについては、現状は全年齢

を対象に、いろいろな形で来訪、文書、電話でお答えをしている。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あるが、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いては、加入記録について

は、現状は 58 歳到達者に対してだが、今後は、毎年、年金加入者に全員に保険料

納付記録等の通知を行うべく、現在仕組みを検討中である。 

一方、年金見込額の試算については、現状は、55 歳以上に対して、来訪、文書、
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電話等で御回答をしている。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、当面 50 歳以上まで広げることとし

ており、更には早期に全年齢に広げていきたいと考えている。そして、先ほども申

し上げたが、20 年度におけるポイント制の導入。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

示につながる部分だと思っており、ここまで最終的には行きたいと考えている。 

組織の改革の問題については、社会保険庁としてのコア業務は何か、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、今後の社会保障制度改革が組織にど

のように影響を与えるかも、当然、視点として見ておく必要があると考えている。

これについては、次回の有識者会議のテーマとして考えている。 

   最後に、社会保険庁は最大の危機を迎えているが、私は、職員の改革意識も強く、

逆に改革を進める大きなチャンスだろうと思っている。この機に、民間の方々の協

力を得て、組織を挙げて改革に推進していきたい。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。 

（麻生議員） 10 月８日に厚生労働省に対して、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をさせていただこうと、話が進んでいる。

その前に申しあげるが、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、受給者の現況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もいい。住基ネットによって一発でわかる。そうするとコスト

はどんどん下がる。そのようなことをやられたらどうか。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あったが、保険料納付率等の話で年度別の数値

目標を設定するとおっしゃったので、これはぜひ実現してほしい。 

   もう１つは、私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、高知県では 2,000 人台、神奈川は 5,000 人ぐらい、埼玉県・千葉県で 7,000 

人台に乗っている。7,000 人台 と 2,000 人台 だと、３倍以上違うので、これはち

ょっと差が極端過ぎないかなという感じがする。そこをきちんとするには、定員の

異動ということになるので、そこでは多分、組合関係が一番問題かなという感じが

しているので、そこのところは簡単にいく話ではないが、これはぜひ考えていただ

かないといけないという感じがする。 

（奥田議員） この２カ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いる。麻生議員からもお話し

があったが、被保険者である国民の利便性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、課題のできるだけ早い前倒し、それが必要だと思う。 

   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だが、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が、相当な力仕事になると思う。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）」との関係がちょっとよくわからな

い。 
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もう１つ、これは労働関係の問題だが、うちから出ているメンバーに聞いたが、

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。そこらあたりの実情と

いうのはどうなっているのか。 

（村瀬社会保険庁長官） 奥田議員のお話でポイント制の導入の問題は、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。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るというよう

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る。 

   それから組合の問題について、「ものすごい数」というのは、ちょっとそれはオ

ーバーだが、おっしゃるように覚書があることは間違いない。ただ、先ほども労働

関係のお話を申し上げたけれども、完全に組合は今変わろうとしており、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今の段階では大丈夫ではないのかと考えて

いる。 

（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。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、

いろんな約束事を当時としては課長レベルでやっている。現実にどうかというと、

オンライン化も進んでいるし、要員対策でちゃんと減らしていっているから、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いるのは、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ある。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

たちでどうしたらいいかとアンケートをとり、対策を講じた上でやっていくという

動きが出ているので、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

は変わっていくだろうと思う。そのときに、どうしても動ききらない地域が出てき

たときにどうするかというのは、これは英断を必要とする部分はあろうかと思うが、

それは話し合いの中でやっていくべきだろうと考えている。 

   それから住基ネットの問題について、その活用について十分意識しており、当面

現況届の廃止に向けた検討を進めているが、コストの問題があり、１件使う度に相

当のコストを支払わないといけないという問題があるので、それについてはお知恵

を拝借させていただければ、ありがたいと思っている。 

   それから、国民年金の収納関係について、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で、国民年金推進員という非常勤の公務員であ

り、通常の公務員は二千数百名程度。非常勤公務員の方が極めて多く収納に当たっ

ていただいている。国民年金推進員の配分をどういう形にするかについては、調整

できると考えている。ただし、それでも地区間におけるアンバランスが出てきた場

合には、当然のことながら考えていきたい。 

（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いるので、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） 社会保険庁の改革について３点ある。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。 
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第２点は、現場の改革は大変重要である。同時に組織業務の見直し、抜本改革は

重要なので、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が、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、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いた。職員団体の

問題等々もあった。ぜひ正面からしっかりとお答えを賜りたいと思う。 

（小泉議長） しっかりよろしくお願いする。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

 

（以 上） 

 


