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（開催要領） 

1．2009 年 5 月 19 日（火） 18:00～19:44 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 麻 生   太 郎 内閣総理大臣 

議員 河 村   建 夫 内閣官房長官 

同 与謝野     馨 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

 （兼）財務大臣 

同 鳩 山    夫 総務大臣 

 （兼）地方再生担当大臣 

同 二 階   俊 博 経済産業大臣 

同 白 川   方 明 日本銀行総裁 

同 岩 田   一 政 内閣府経済社会総合研究所長 

同 張     富士夫 トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同 三 村   明 夫 新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同 吉 川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 塩 谷 立 文部科学大臣 

同 舛 添   要 一 厚生労働大臣 

同 甘 利 明 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

同 小 渕   優 子 内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

草 刈   隆 郎 規制改革会議議長 

田 中   直 毅 高度人材受入推進会議議長 

（議事次第） 

1.開 会

2.議 事

（１）規制・制度改革

１）規制・制度改革について 

２）高度人材の受入について 

（２）安心実現集中審議：その２－「安心」と「活力」を両立させる具体策 

3.閉 会

（説明資料） 

○各府省をまたがる規制・制度改革の推進に向けて（有識者議員提出資料）

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 21 年第 12 回）
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○規制改革の推進について（甘利臨時議員提出資料）

○規制改革の重点取組課題（草刈規制改革会議議長提出資料）

○「高度人材受入推進会議」～これまでの検討状況について～

（田中高度人材受入推進会議議長提出資料）

○外国高度人材誘致戦略の策定・実行を（有識者議員提出資料）

○「安心」と「活力」を両立させる生活安全保障の確立に向けて～優先的に取り組む

べき政策ターゲットと方針～（有識者議員提出資料）

○社会保障の機能強化に向けた取組について（舛添臨時議員提出資料）

○教育の充実を通じた安心社会の実現について（塩谷臨時議員提出資料）

○今後の少子化対策について＜希望するだけ子どもが持てる社会の実現に向けて、社

会全体で子育てを支えよう＞（小渕臨時議員提出資料）

（配布資料） 

○米国出張報告（岩田議員提出資料）

○第２回エコノミストヒアリング（報告）（岩田議員、吉川議員提出資料）

○「高度人材受入推進会議」～これまでの検討状況について～参考資料

（田中高度人材受入推進会議議長提出資料）

○（別紙）若年層における所得格差等について（有識者議員提出資料）

○社会保障の機能強化に向けた取組について（参考資料）（舛添臨時議員提出資料）

○教育の充実を通じた安心社会の実現について（参考資料）（塩谷臨時議員提出資料）

○今後の少子化対策について＜参考資料＞（小渕臨時議員提出資料）

（本文） 

○議事の紹介

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

岩田議員が米国へ出張されまして、いろいろな米国の事情、あるいは日本での

民間エコノミストのヒアリング、これらの２つのことを短時間ではございますが、

御報告をいただきます。 

（岩田議員） それでは、簡単に御報告いたします。 

まずは米国への出張の報告でございますが、お手元の資料にございますように、

ワシントンとニューヨークに参りまして、バーグステンが所長をしておりますピ

ーターソン国際経済研究所、マンスフィールド財団で議会の関係者に昼食会でス

ピーチをいたしました。それから、コロンビア大学で講演をして、その他、金融

の監督の部署も含めて、政府関係の要人と議論をいたしました。 

そこの主な結果でございますが、ここに書いてありますように、米国の今の金融

情勢をどう考えるか。経済情勢をどう見ているかということが焦点でございました。

特に私が参りました時に、ストレステストの結果はまだ出ていなったのですが、Ｉ

ＭＦの報告でちょうど出るようなタイミングでございました。 
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   配布資料「米国出張報告」の２ページ目に、現在、米国の銀行部門の状態がど

うなっているか、金融機関のストレステストの結果がＩＭＦとの試算との比較で

出ております。一番上の左でご覧いただきますと、今回、米国の大手 19 行が対象

ですが、5,992 億ドルの予想損失額と出ている。一方、ＩＭＦがはじき出しました

のが 5,500 億ドル。実は対象とする金融機関はＩＭＦの方が広いのであります。

ですから、この損失額で見ますと、ほとんど違いがないと言えるかと思います。 

どこが大きく違うかというと、右の方の資本増強額。これからどのくらい資本が

必要になるかということで、右端でございますが、ＩＭＦの方は右の２つですね。

2,750 億ドルないしは 5,000 億ドルくらいが必要になります。こういう試算を実は

出しておりました。 

   ストレステストの結果はどうかというと、その左の方の今年の第１四半期のい

ろいろな資本増強策。これは優先株を変えたり普通株に変えたり、資産を売却し

たりということがございました。そうしますと 746 億ドルでいいということにな

りまして、ＩＭＦの方で考えますと 2,750～5,000 億ドルと言っていたのが、かな

り小さい数字になっているということが言えようかと思います。 

   試算の前提が幾らか違うところがございまして、下にございますが成長率、失

業率、住宅価格というところの比較が出ておりますけれども、成長率、失業率は、

実はＩＭＦは正常なケースとして考えているマクロの数字なのですが、それとあ

まり違いが大きくありません。例えば失業率を取っていただきますと、2009 年

8.9％というのはＩＭＦも 8.9％と見ている。ストレステストというのは通常のシ

ナリオよりももっと下振れするという、ストレスをかけて調べるということなの

ですが、マクロ経済の推定については、実はＩＭＦから見れば正常なケースをテ

ストしたのではないでしょうかということが言えようかと思います。 

   ただ、その下の損失率の方をご覧いただくと、これは決して甘く見積もったと

いうことではないということが見て取れようかと思います。ローン全体でもその

ストレステストで 9.1％、ＩＭＦで 7.9％ということですので、その結果、損失額

そのものは大きい差がない。ところが必要とされる資本の増強額はかなり差があ

る。それはどこで生じるのでしょうかというと、結局、金融機関が持っている収

益力ですね。収益が第１四半期を含めまして、第１四半期は実は良くなったので

す。黒字になったりいたしまして、それ以降も収益が良くなるのだということを

金融機関の方は主張したということかと思います。 

   では、なぜ収益が第１四半期以降、少しでも良くなったかというと、特殊要因

が幾らかあると私は思っています。第１に、会計基準を緩和した。あるいは負債

の評価益ですね。ですから、自分が出している社債に当たる金融債の格付けが下

がったりなどすると、それは価格が下がったので負債の額が減ったので、それは

利益だという、通常はあまり使わない評価益だと思いますが、そういうものも計

上している。第２に、現実に今、ＡＩＧというところに 1,500 億ドルくらいの補

助金に当たるものが財務省の方から出ていたり、あるいは連邦準備の方がローン

を出したりということでやっております。第３に、実はそのＣＤＳの契約の解き
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ほぐしを今やっているわけですが、その解きほぐす時に、言ってみますとカウン

ターパーティー、相手方に少し有利な価格で実は恐らく契約の解除などをやって

いるのではないか。その結果、補助金がＡＩＧを通して金融機関の方に流れる。

こういうことが現実には起こっているのではないでしょうか。第４にあるいは現

在、かなり政策金利がゼロに近いといいますと、利ざやが取りやすい。 

   こういうような４つくらいの要因があって、収益が少しプラスの方向に出てい

るという面がある。ただ、持続的な収益の力がどこまであるかということについ

ては、多くの不確実性があるのではないかと考えられます。加えまして、損失の

引当金も実は十分に積んでいるかどうかということについても、若干の疑念が残

っている段階かと思います。 

   というのが現在の状況でありまして、もう一つの不確実性は官民の投資のパー

トナーシップということで、不良資産の切り離しをするということである。不良

資産の分を売るということになっているのですが、その部分について、実は住宅

ローン、特にローンの部分についてはバランスシート上の評価と、それを売った

場合の評価が恐らくかなり下がるのではないか。証券化商品は既にかなりマーケ

ットで低い価格が付いておりますので、そんなに新たに損失は増えないかもしれ

ない。しかし、ローンの部分は実際にそれを処理しようと思うと、かなりの損失

が出る可能性があるということが言われております。 

もう一つ伺いました話は、投資家の方には実は補助金に当たるものを随分出して、

買いやすいような環境を整えている。債務保証をしたり、６セントあれば１ドル分

買えるとか、そういう仕組みになっております。しかし、同時に法的なリスクがど

うも投資家にも及ぶ可能性があるという報告書が実は議会に提出されました。何か

もうけたら、後で訴追されるかもしれないということを投資家が恐れたりなどする

と、パートナーシップでもって、うまく切り離すことができるかどうか。売る方は

あまり切り離すインセンティブを今は持っていない。 

そのため、私は日本の経験に鑑みると、やはり不良資産をバランスシートからあ

る期間内に半減するとか、そういう目標を同時に添えて公的資金を投入する場合に、

条件付きでもって、不良債権を切り離すこと、インセンティブを与えるということ

がどうしても必要なのではないかと思っております。 

   もう一つのマーケットの不安材料は、今、残っているお金は 1,350 億ドルと言

われているのですが、それが本当に全部使えるのかどうか。むしろいろいろな他

の用途で、ＧＭで使うかもしれない。あるいは連邦準備でもう少しお金が必要に

なるかもしれないというようなことも併せると、実際上は 300 億ドルくらいしか

本当はないのかもしれない。それで果たして今後のあり得べき損失に対して十分

対応できるのかどうかということに疑問が残るというようなことでございました。 

   もう一つ、景気の動きでありますが、米国の景気については２通りの見方がご

ざいまして、例えば１つの例はＩＭＦでありますが、どうも来年の 2010 年の第２

四半期にようやく前期比でプラスになっていく。つまり非常に緩やかに、差し当

たりはまだ前期比はマイナスが続くという見方と、差し当たりむしろ政策の効果
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が早く表れて、その代わり 2010 年の後半には息切れしてしまうという、この２つ

の見方がどうもあるように思えます。 

   いずれにしましても、一番重要な点は自律的な民間需要の回復と消費、設備投

資。これが戻ってくるかどうか。差し当たりは政策の効果でもって更に支えられ

ているところがある。グリーンシュートということがよくあります。若葉が目を

吹いてきたかなということなのですが、しかし、それについてはかなり政策で支

えられている部分があるということを忘れてはならないのではないか。こういう

見方があったかと思います。いずれにしましても景気の回復の全体の姿というの

は、やはり緩やか、回復は緩慢なのではないかというのが全体的な評価であった

ように思います。 

   以上が米国の報告であります。 

   もう一つは、日本でエコノミストの方々にいろいろヒアリングをいたしました。

もう一枚の資料「第２回エコノミストヒアリング（報告）」ということで、私と吉

川議員の名前で出してございます。３点ほど申し上げたいと思います。 

   まず１点目のポイントでありますが、ヒアリングをした結果、経済危機対策の

規模について、今回取った規模が十分だったのか。あるは大き過ぎるのかなとい

う両方の御意見がございました。しかし、全体として景気の底割れ回避について、

あるめどが付いたということについては、ほとんどの方が賛成をしておられまし

た。 

   具体的なＧＤＰの押し上げ効果については、平成 21 年度については 0.8～1.9％

ということで、政府が考えている 1.9％よりもやや低いのですが、もう少し長い目

でみれば1.2～４％。４％という方もいらして、政府は2.9％ということですので、

むしろそれより小さいということなので、少し長い目で見た場合には 1.2～４％と

意見が少し分かれているということかと思います。 

   更に雇用対策については極めて評価が高かった。同時に低炭素革命等について

は一時的なブームでないように設計図を描くべきだというような御指摘がござい

ました。 

   ２点目は、経済危機対策を踏まえた経済の見通しですが、１－３月は恐らく悪

い数字だと。しかしながら、４－６月以降は前期比でプラス成長に転ずる可能性

があるのではないか。第３四半期以降は対策の効果発現が期待できるのではない

か。しかし、本格的に回復するには、これは米国と共通しておりますが、個人消

費ですとか設備投資が自律的な回復軌道に乗っていくのには、少し時間がかかる

のではないか。こういうことであります。 

   ３点目は、財政の健全化目標について、これはしっかりと目標を再構築すべき

だという御意見であります。同時に債務残高ＧＤＰ比率を目標とすべきであると

いう御意見と、更に基礎的財政収支についても目標をはっきりすべきだと。ゼロ

というのが直ちに無理であるとすれば、半減というような目標も重要ではないか。

こういう御指摘がございました。 
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○規制・制度改革 １）規制・制度改革について 

（与謝野議員） それでは、規制・制度改革の議題に移ります。ここで甘利規制改革

担当大臣、草刈規制改革会議議長、舛添厚生労働大臣、田中高度人材受入推進会

議議長にも御参加をいただいております。本日は議題が立て込んでおりますので、

恐縮ですが簡潔な御発言をお願いします。 

   初めに三村議員から御説明をいたします。 

（三村議員） 資料「各府省をまたがる規制・制度改革の推進に向けて」に基づいて

御説明いたします。 

   まず「１．地方による責任ある規制改革の推進」という欄がございます。いろ

いろな制度改革を行っておりますが、国と地方自治体のはざまに陥って、かえっ

て規制改革が進まないケースも見られますので、この原因を分析して、更に進め

るべきだと考えております。 

構造改革特区は非常に役に立っておりますが、下にグラフが書いてありますよう

に、これまで 5,000 件の申請がございました。ただ、 近この申請件数がやや減っ

ております。どんな状況でもやはり社会経済状況は変化いたしますので、その中で

必ず規制改革という要件が出てくるはずでございます。そういう意味では、これに

ついては再活性化することが必要だと考えております。 

   方法としては、例えば省庁別の実現率の公表、地方債の起債の特例、あるいは

「頑張る地方応援プログラム」による交付税措置への追加など、インセンティブ

の拡充ということも有力かと思っております。 

   地方自治体による地方版の規制改革会議の設置をやったらどうかと。ここでい

ろいろな苦情を受け付けるという意味でございます。 

   ２ページに移ります。国が規制改革の実施を要請した事例に対してフォローア

ップをする。例えば容積率の緩和というものも必要かと思っております。この間、

有識者会議で休暇の地域別分散取得という要請も出てまいりました。これもなか

なか大変なことだと思いますけれども、是非とも検討し進めたらどうかと考えて

おります。 

   地方空港については相当弾力がなされているのですが、いろいろな料金がいま

だに全国統一ということになっておりますので、時間帯別に混雑に応じて弾力化

したらどうかと考えております。 

   「２．人材や施設・サービスが不足している分野の規制・制度改革」でござい

ます。 

医療・介護・子育て分野等で専門職間の役割分担を見直すことによって、全体と

してはより効率的な仕事ができるという可能性が極めて高いわけでございまして、

高度専門的な看護師の活用と、それに応じた診療報酬体系上の手当を行ってはどう

か。ＮＰ及びＣＮＳというのはアメリカの制度なのですけれども、日本版制度とい

う形で何らかのガイドラインを作って、これを進めたらどうか。これは有識者会議

で提示された内容でございます。 

介護・保育分野においてはずっと待遇がフラットでございますので、何らかのキ
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ャリアパスを設けて、より熟練度が増した場合には、それについて報酬も増やすと

いうことを考えてはどうか。 

   介護施設等の整備促進では、全国を見渡しますと、老人当たりの介護施設の件

数は東京都が一番少ない。あるいは大阪府、京都府、関東地区、愛知県というも

のが施設の少ない地域として挙げられております。こういうものについては、ど

ういう理由でこうなっているのかよくわからないのですが、何らかの改革が必要

だと考えております。 

   「３．出口戦略を明確化した制度改革」でございます。例のところに書いてあ

りますように、今回の補正予算でもレセプトオンライン化、あるいは地デジ導入

による周波数の有効活用というところには、相当程度の予算が付いております。

是非ともこういうものについは、改革実行のコミットメント、実行プロセスの明

確化あるいは履行しない場合のペナルティ等の緊急対応の先にある出口を明らか

にして、実効性を高めることが不可欠であると考えております。 

「４．ＩＴの利用を阻害している規制の見直し」でございます。インターネット

医薬品販売については、これはむしろ規制が強化されているという状況ですし、遠

隔医療あるいはテレワークについても現在の法制はこれに十分対応できておりま

せんので、これについては整備する必要があるのではないだろうかと考えておりま

す。 

   「５．成長戦略の実行に際して必要となる規制・制度改革」として、今後、成

長戦略を実行している過程において、恐らく新しい制度改革、あるいは規制緩和

が必要となってまいりますので、そういう意味では重要なものはこの場で取り上

げさせていただきたいと思っております。 

   「６．規制改革会議の後継組織に関する検討の開始」ですが、甘利大臣も言わ

れているとおり、規制改革はお金の必要のない成長戦略でございますので、来年

３月までの規制改革会議の後継組織について、今後、具体的な検討を行う必要が

あると考えております。よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） 続いて甘利規制改革担当大臣からお願いします。 

（甘利臨時議員） まず、資料「規制改革の推進について」の１ページ目、「成長力強

化に向けた規制・制度改革の推進」から申し上げます。 

   まず、今後の規制・制度改革についての基本的な考えを申し述べますと、今般

の経済危機を受けまして、外需依存ではなくて、内需振興をという議論もありま

すけれども、資源もない日本が今後とも持続的発展を図るためには、国際競争力

の強化が不可欠でありまして、外需を獲得できる強い産業を育てて、新たな富を

蓄積していくことが不可欠だと思います。 

   このような観点から、イノベーションの発揮や生産性の向上を妨げる規制・制

度については、大胆に見直しをしてまいります。 

   また、内需振興につきましては、少子高齢化の中でこれが単なる過去の資産の

取崩しに終わってしまいますと、持続的発展は望めないわけであります。医療、

介護、保育など、増大する社会的ニーズが現実の需要を雇用として顕在化すると
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ともに、新たなイノベーション、競争力強化につながっていくような規制・制度

改革という視点が重要だと思っております。 

   こういった視点から重要と考える取組テーマについて説明をいたします。  

ライフサイエンスなどの先端産業分野での規制・制度改革であります。まず、イ

ノベーションの発揮を通じた競争力の強化に向けまして、ライフサイエンスなど、

先端産業分野での規制・制度改革に取組む必要があります。 

   昨年の12月に説明をさせていただきましたライフサイエンス分野の規制改革は、

私のイニシアティブの下に医工連携やドクターとエンジニアの連携等、先端医療

の現場が直面する課題に取り組み、今年３月に閣議決定をされた「規制改革推進

のための３か年計画」に盛り込みました。 

   こうしたスーパー特区的な手法による支援は今後も重要であります。例えばイ

ノベーションの具体化に取り組む事業者を対象に、産業革新機構が資金供給を行

うと承知をいたしておりますが、こうした事業者からの規制改革要望があれば、

規制改革会議の協力の下に支援に取り組んでまいりたいと思っております。 

   ２ページ目であります。競争力強化に向けての取組に対しましては、実証実験

等を通じて規制・制度改革の必要性を明らかにしていくことも有効であります。 

   先般、英国のロンドンに出張しましたけれども、電気自動車の充電実証実験を

行っておりまして、それを視察しました。ジュースポイントという充電のための

ポストが市内数十か所に設置されていたわけでありますが、こうしたイノベーシ

ョン実用化に当たっては、思わぬ規制や制度も関係していることがありまして、

また、安全面の確認なども必要となるために、実証実験等を通じて、規制・制度

改革の必要性を明らかにしていくことも有効であります。 

   人材育成分野での規制・制度改革についてであります。資源の少ない日本にと

って、人材こそが 大の資源と言えるわけでありますが、人材育成分野での規制・

制度改革も社会的な要請に応えるとともに、国際的な競争に勝ち抜く観点から重

要なテーマと考えます。 

   例えば、「経済危機克服のための有識者会合」でも医師不足についての提言があ

りました。今もそれに触れてありましたけれども、医師不足に対応するため、よ

り高い専門性を持つ看護師の業務範囲の拡大をし、医療従事者間の役割分担の見

直しに取り組むべきだと考えます。 

   また、世界的な構造調整に柔軟に対応できる人材を育成するためにも、英語教

育は重要でありますから、例えば外国語教育特区は成功事例として、全国に同様

の取組が可能となっているわけであります。 

   このような人材育成分野でも構造改革特区を活用して、大胆な取組を行うこと

も重要であります。 

   ３ページ目、「ＩＴの利用を阻害している規制の見直し」についてであります。 

   生産性を向上し、競争力を強化するとともに、社会のニーズに対応するために

も、ＩＴの利用を阻害している規制の見直しにも取り組む必要があります。これ

までＩＴ戦略会議と規制改革委員会が連携をしまして、規制改革に取り組み、規
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制・制度の整備が一定程度実現をしております。 

   しかしながら、デジタル技術が発達しまして、ブロードバンド環境が普及をし

た現代においても、なお、社会インフラとしてのＩＴの利用を真正面から想定し

ているとは思えない規制・制度が残っているわけであります。 

   例えば、現在問題になっておりますが、一般用医薬品のインターネット販売で

あります。安全の確保を図るということは当然であります。その上でインターネ

ットを通じた医薬品に関する情報提供がどう可能かについてのルール整備がまだ

不十分であります。ＩＴの利用を想定せずに、対面行為を義務づけているという

規制や制度等について、改めて総点検をしまして、ＩＴ時代にふさわしい新たな

ルール整備を進めていくことが必要であります。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   続きまして、草刈規制改革会議議長からお願いします。 

（草刈規制改革会議議長（以下「草刈議長」）） 資料「規制改革の重点取組課題」に

基づいて御説明申し上げます。 

   １ページ目でございます。本年度は規制改革会議の 後の年になりますが、た

またま未曾有の経済危機にあるということで、雇用の促進、内需の拡大、そして

国際競争力強化に資する成長分野の規制改革に重点を絞って、ここにあります８

つの集中テーマを選びました。中でも社会保障関連の医療、保育、介護そして農

林水産業の４テーマに力点を置いて取り組みます。農林水産業については 重要

テーマと認識していますが、現在政府内でいろいろ検討されている諸施策に呼応

して、今後取り組んでいくつもりでございます。 

   したがって、今日は社会保障関係の医療、保育、介護の３テーマについて、人

材育成と制度の両面から規制改革のポイントを御説明したいと思います。 

   まず、１ページ目にあります「医療」でございます。 

   人材育成の面からは、医師不足と診療科の偏在解消の諸対策として、３点を挙

げたいと思います。 

   まず、先ほど来お話が出ておりますが、医師とコメディカルの役割分担の推進。

例えばナースプラクティショナーの創設等、医療行為の一部を医師以外の訓練さ

れた専門家に委ねる道を開くこと。 

   それから、 後のところにありますが、医療クラークの普及促進によって、医

師の事務負担が大幅に軽減できます。これも一種のコメディカルです。また、こ

れによって雇用の推進にも資することになります。補正予算でも、本件クラーク

については、３年以内に２万人規模の創出ということが取り上げられてございま

す。 

   また、左の２、３番目のところに書いてあります医師の供給・育成体制の見直

し、勤務医の勤務環境改善は、医師不足対策としての基本命題でございます。 

   次に右に移っていただきまして、質の医療追求のための制度改革ということで、

まずＩＴ関連が２点でございます。 

   今もお話がございましたが、レセプトのオンライン化というものを平成 23 年度
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から原則完全実施をして、いわゆる標準的医療の確立等を実現して、医療の質と

コストの両面から画期的な効率化を実現できるはずだということです。 

   同時に、ＩＴ時代に即した法整備も必要でございます。先ほど来お話があるよ

うに、遠隔医療の普及・促進のための規制改革、あるいは薬のインターネット販

売が可能になるような法整備を求めたいと思います。 

   この２点については、今、甘利臨時議員からも御指摘のあったところです。 

   産業としての医療の高度化と書いてありますが、再生・細胞医療にふさわしい

適な制度的枠組みの構築については、平成 22 年度までの検討課題として、本年

３月の「規制改革のための３か年計画」の閣議決定がなされていることを付け加

えておきたいと思います。 

   ２ページ目「介護」でございます。 

   人材供給、雇用促進の面から、まず介護資格取得要件の研修内容・時間等をよ

りフレキシブルにして、介護資格取得の機会を拡大する政策を求めたいと思いま

す。 

   一方で、資格取得者は 47 万人おり、そのうち実に 20 万人が介護分野以外で就

業している。待遇改善等のインセンティブを打ち出して、介護分野に回帰させる

手立てを講ずる必要があるのではないか。 

   一方、右の制度面でいいますと、官民に関わらず、一定の基準を満たした介護

施設の増強が介護難民回避の観点から、今後の 重要課題かと思っています。こ

こでこれを阻んでいるのが、2006 年からの「総量規制」というものでございまし

て、特に人口密集都市においては、これが大きなネックになっております。この

見直しが不可欠かと思っております。 

   下の段の「保育」でございます。 

   人材育成の面からは、まず保育従事者の要件緩和が必要ではないか。認可保育

所では、全員が有資格者でなければいけないということになっておりますが、こ

れをせめて東京都の認証保育所の６割ルールまでに緩和することによって、保育

所の拡大につなげたい。 

   また、保育士試験の受験要件として、中卒では５年、高卒では２年の実務経験

が義務づけられていますが、この期間を圧縮したり、受講科目を見直す等によっ

て、保育士の速成が図られるはずだと考えております。 

   次に制度面ですが、これも将来の少子化対策、現下の大量の待機児童対策とし

て、介護同様、施設の増強整備が 大の課題でございます。その際、設備整備費

や運営費の使途範囲面における国のサポートの設置主体間の格差を廃止して、民

間の企業やＮＰＯなどの参入をエンカレッジすることで、施設増強が可能なので

はないかと考えています。 

   また、保育所の 低基準における１人当たりの面積を認証保育所並みにするこ

とや調理室の必置ということも見直しを図っていただきたいと思います。 

   ３ページ目「構造改革特区制度の再活性化に向けて」ということで、これは先

ほどの三村議員と同じ問題意識でございます。 
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   上の方に記載してございますが、この制度は御存じのとおり、「総合規制改革会

議」が提案したものが平成 14 年 12 月に法制化されて、構造改革特区制度ができ

上がりました。言わば我々の分身とも言えるものでございます。当初は大いに活

性化をして、成果も大いに出たが、徐々に形骸化をしてしまいました。再活性化

に向けて、当方としては、ここにございますように、各省の出向者で構成されて

います組織を、民間人から成る評価調査委員会主導として、より前向きな対応が

可能な体制に変えることと、我々の規制改革会議との一層の連携を図るという２

点を提案したいと思います。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   続いて、鳩山議員、お願いします。 

（鳩山議員） 幾つかあるのですけれども、１つは地方自治体の独自政策は、これま

でもかなり国の政策をリードしてきたところもあると思っております。 

   地方自治体が地域の経営主体として積極的に制度改革に取り組めるようにする

ために、その自主性、主体性が規律されるように地方の責任と判断に任せていく

ことが重要でございまして、先ほど地域の規制改革の話もありましたが、国は地

方の創意工夫の障害となる規制は減らしていかなければならないということでご

ざいます。 

   本来、規制緩和の制度改革、地域の実情に応じて地方自治体の判断に委ねるべ

きものが多くございまして、国が一律に特定の組織の設置を要請したり、地方自

治体の財政需要と関わりなく地方債や地方交付税を活用してインセンティブを設

けることには、慎重な検討が必要ではないかと思っております。 

   正直言って、地方交付税を国の政策誘導手段として用いることについては、地

方自治体が非常に反対をいたしております。やはり地方交付税というのは財源調

整という意味だと地方六団体等は考えております。 

   ＩＣＴの話も出ておりまして、これは遠隔医療やテレワークについて、徐々に

テレワーク等はパーセンテージが上がってきておりますけれども、ＩＣＴの利活

用促進のために阻害している規制は点検をしていかなければならないと思ってお

ります。 

   構造改革特区の提案件数や実現件数が減少傾向にありますのは、 初いろいろ

なアイデアが種切れになってくるという傾向はやむを得ないのかもしれませんが、

それでも平成 19 年の、いわゆるトリアージによる救急隊編成の弾力化は法律改正

が必要ありませんでした。また、平成 20 年の果実酒及びリキュールの製造に関す

る規制緩和は法改正が必要でした。 

   先般、国会の内閣委員会で私が通しましたのが、社会教育施設の管理及び整備

に関する権限の移譲、すなわち社会教育施設は教育委員会しか管理できなかった

ものを、市長部局、知事部局が社会教育施設を管理できるようにするということ

で特区を設けました。 

提案が減ってきている、実現が減ってきているということについては、関係省庁

の積極的な協力を促す必要があるのではないだろうか。アイデアを広く募集するこ
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と、あるいは思いついたアイデアがあれば役所から自治体に言うことも意味がある

と思うわけでございます。 

   草刈議長がおっしゃった評価・調査委員会というのがございまして、特区の成

果を評価して、これは全国展開したらいいだとか、いろいろやるわけです。特区

として認められなかったものをもう一回検討するという組織として評価・調査委

員会がございます。今まで評価・調査は、どんなふうに特区の成果が上がりまし

たかということを関係省庁や提案者ばかりに聞いておりましたが、今後は有識者

に意見を聞いて、それを評価・調査に活かすということを考えております。 

   これも草刈議長がおっしゃいましたが、規制改革会議への要望と、特区の提案

は同じものが出ている場合が多いわけですから、これまでもいろいろと調整はし

てまいりましたが、実質的には合同で会議を開催して決めてもいいのではないか、

そのようなことでございます。 

（与謝野議員） それでは、何か追加して御発言のある方はいますか。 

   どうぞ。 

（舛添臨時議員） 医療や介護の分野ですが、基本的に草刈議長がおっしゃったよう

なことは、私の下での厚生労働行政に も批判的な医師達を集めた会議の、安心

と希望の医療分野の中にすべて含まれておりますし、介護も同様です。看護師の

問題もです。 

ただ、１つ申し上げておきたいのは、ナースプラクティショナーについて。これ

が現実的でないと思っているのは、現場で苦労していまして、要するに医師が足り

ないのだから医師を増やす必要があるのです。ですから、ナースプラクティショナ

ーが切り札ではない。 

だから、草刈議長がおっしゃっているようにスキルミックスということで、病院

はチームワークですから、医師がいてその下で働く看護師に少しやってもらうのは

良いのです。だけれども、国民の立場になってみると、ナースプラクティショナー

のところに行きますか。本当の専門の救急医が足りないのです。救急医のところに

行きたいのであって、救急医を増やさないといけないのではないか。これは閣議決

定を 11 年ぶりに変えて医師が足りないということにして、今までで 大の 693 人

の入学定員をこの４月に増やしました。このままいけば 1.5 倍になります。 

   本筋からきっちりいくべきであって、実はアメリカでナースではなくてフィジ

シャン・アシスタントというのがいるのですが、これは別立ての組織になってい

ます。そうすると、これは教育システムから考えないといけない。 

   医療サービス提供者になりたい人がナースプラクティショナーを目指す。それ

ぐらいならば医師になりますというでしょうし、スキルミックスやコメディカル、

メディカルクラークの活用は良いと思います。医師が口で言うのを全部コメディ

カルがやってくれるので、医師は本来の仕事に集中できるようにやるということ

は良いのですけれども、ナースプラクティショナーが切り札ではありません。足

りないのは医者ですから、医者を増やす。これに尽きると思っています。 

（与謝野議員） どうぞ。 
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（甘利臨時議員） 以前、司法制度改革というものを行ったが、その時に弁護士が足

りなくて、弁護士を増やすが間に合わない。隣接司法人材、つまり司法書士や、

弁理士など、士業の力を活用する。弁護士は自分たちの領分に入ってこられるの

で反対だったのですが、ある程度弁護士業務でもここに任せて良いようなところ

とか、裁判外紛争訴訟で、例えばＡＤＲのようなところに周辺司法人材を入れて

いって、弁護士の領分が若干狭くなるけれども、それでカバーしていくという組

み立てをしたことがあるのです。 

医療の分野でも高度スキルを持っている看護師の方が入っていける分野等いろ

いろあると思うのです。これは命に関わることですから、舛添臨時議員の御心配の

とおり、医師が中心なのですけれども、その周辺人材を活用して、ここまでだった

ら高度スキルを持った看護師に任せられるというような、司法制度改革と同じよう

な取組の余地があるのではないかとか思うのです。 

（与謝野議員） この間、関係者に御意見を伺ったら、ナースプラクティショナーま

で行くと、医師の領域を侵すので医師がものすごく反対して現実的でない。しか

し、今のナースの修士の課程をもう一つ学んでもらって、上級のナースになって

もらう制度があると。これをもう少し広げると医師の負担が相当減って、患者の

費用も負担も減る。甘利臨時議員が言われたように、割に看護師会は現実的な考

え方をお持ちのようです。 

（鳩山議員） 制度を広げた場合に具体的にどこまでやらせるのですか。専門家でな

いから全く怖いと思ってしまう。 

（草刈議長） 今の鳩山議員の発言のことはそのとおりだと思うのです。つまり、ア

メリカの制度そのものをまねするというのではなくて、要するに医師が何名かし

ばらく足らない間にどうやってコメディカルを実現していって、その欠落した部

分を補完するかという考え方でやっていくというのがまずは 初だと思うのです。 

（舛添臨時議員） それで結構だと思います。ある病院では薬剤師もチームの中に入

って、医師がやらないといけない部分も薬剤師が相当やって医師が楽になってい

る。そういうことをやる一環だということで、先ほど申したように、ナースプラ

クティショナーが切り札みたいな感じでとらえられると違います。 

（三村議員） ですから、やはり日本版のナースプラクティナー的なもので、そうい

う意味でのガイドラインをみんなで作るということが必要だと思うのです。です

から、例えば特区の要請があっても、これについてはノーと言っているのではし

ようがないわけで、どういう条件だったらこういうものをお受けするのか。こう

いう条件をもう少し整備することが必要なのではないだろうかと私は思うのです。 

あるいは日本版のガイドラインを作り、ここまではできる、ここはだめだという

条件を作り上げるべきではないか。 

（与謝野議員） 規制・制度改革は「基本方針 2009」の柱の一つでございます。甘利

臨時議員、草刈議長には本日の議論を踏まえ、引き続き御検討をお願い申し上げ

たいと思います。 

続きまして、高度人材の受け入れについて、まず初めに田中議長から御説明をお
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願い申し上げます。 

 

○規制・制度改革 ２）高度人材の受入について 

（田中高度人材受入推進会議議長（以下、田中議長）） それでは「高度人材受入推進

会議」の検討状況につきまして御報告をいたします。 

   昨年 12 月から本年５月にかけまして、作業部会で計６回の議論を行い、ほぼ意

見集約ができました。資料「高度人材受入推進会議」をご覧いただきたい。まず、

現状に対する基本認識として、我が国の経済活力と潜在成長力を高めるためには、

海外から高度人材を受け入れる必要がある。それを政府の成長戦略の一環として

位置づける必要があるという認識から、この会議が設置されました。世界では、

今、人材獲得競争が大変熾烈になっておりますけれども、国家戦略として高度人

材を呼び込む制度的なインセンティブが検討されるべきではないかというのが、

この会議の大まかな方向性でございます。 

   基本戦略として４つ挙げてございます。 

   第１は、ポイント制の導入による高度人材優遇制度の創設です。イギリスにも

類似の仕組みがあります。推進会議の意見集約におきましては、日本政府として

トップクラスの優秀な人材を第１階層と位置づけた上で呼び込むことができない

か。その場合に、学歴や年収等によりましてポイントを与えまして、一定の得点

以上の方に在留資格の取得や更新等で手続の簡素化を図る。また、 短５年で永

住権を付与するなどの優遇措置を与える。こうした内容でございます。 

   第２は、高度人材の卵でもあります留学生の就労・生活支援です。既に政府に

おいては、産業界とタイアップされまして、アジア人材資金構想など、様々な取

組を実施されてきておりますが、こうした取組を更に充実・強化させて、アクシ

ョン・プランとしてまとめていただきたい。 

   第３は、外国人の生活環境の整備です。海外からの研究者には、年金の通算等

によって不利益を被っているという者が多いのですけれども、この外国人である

から年金で不都合を被るというのでは、やはり具合が悪いだろうということでご

ざいます。 

   また、外国人医師の相互受入の拡大や、インターナショナル・スクールなど子

弟の教育の充実などを盛り込んだアクション・プログラムを、目標、期限を定め

て策定していただきたいというのが提言の第３でございます。 

   第４は、官民の体制整備の必要性です。官の体制については、各省庁の施策に

横串を刺す形で、高度人材の誘致の戦略を立てていだきたい。そしてまたこれを

推進する組織を内閣に作っていただいたらいかがかということでございます。企

業等民間の受入体制についても、人材マネジメントの強化や官民が連携する形で

の支援措置が必要であると提言しております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   続きまして、張議員からお願いします。 

（張議員） 日本が少子・高齢化、人口減少社会を本格的に迎える中で、優秀な外国
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高度人材をいかに誘致するかは、日本の国際競争力強化と潜在成長力引上げの上

でも極めて重要な課題でございまして、国家として戦略的に取り組む必要がある

と考えております。今般、官房長官の下、「高度人材受入推進会議」において、た

だいま田中議長から御報告がありましたように、政策の基本的な方向性や基本戦

略をとりまとめるベく、精力的に御審議されていることは高く評価しておりまし

て、また内容としてもこうした方向で是非とりまとめをお願いしたいと考えてお

ります。と同時に、経済財政諮問会議の民間議員として、以下のことを提言申し

上げます。 

   第１に、国家戦略としての推進でございますが、推進会議で取りまとめられる

外国高度人材誘致政策の方向性を確実に具体化し、多岐にわたる関係省庁を束ね

て、政府を挙げて強力に推進するためには、推進組織を早急に設置して、総理が

リーダーシップを発揮されることを是非お願いしたいと思います。そして、総合

的な誘致戦略をできるだけ早く本年度中に策定すべきと考えます。 

   第２に、高度人材に対しましては、在留資格の更新や永住権付与など、在留資

格に関する優遇措置を創設することは大変有効でございまして、また高度人材を

重視した制度運営の明確化、透明性の確保の面でも極めて重要でございます。法

務省を中心に関係各省庁は、英国など諸外国のポイント制をしっかりと評価した

上で、具体的な検討に着手すべきであると考えます。また、その内容につきまし

ては、諸外国対比で優位性を築くためにも、同等以上のものにすべきであると考

えております。 

   第３に、景気回復後の日本経済は、人口減少が本格化する中で、ものづくり分

野や介護分野などを中心に、業種・職種によっては、国内人材だけでは人手不足

問題が深刻化するおそれがございます。法務省、厚生労働省など関係各省におか

れましては、将来を見据えた議論を行う場を早急に設け、検討を今のうちから精

力的に行っていく必要があると考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   それでは、厚生労働大臣はじめ、関係各大臣には、高度人材の受入促進に関し、

引き続き御協力をお願い申し上げます。 

   総理から御発言がございます。 

（麻生議長） 先ほどから御議論をいただきましたが、看護師の役割の拡大は、「経済

危機克服のための有識者会合」や「社会保障国民会議」の提言でもありました。

厚生労働省において、専門家を集めて、日本の実情に即して、どの範囲の業務を、

どういう条件で看護師に認めるか、具体的に検討していただきたい。 

   休暇の取得、分散化の促進についてはなかなか面白いアイデアだと思います。

関係省庁、労働界、教育界、いろいろあると思いますが、観光庁と内閣官房にお

いて具体的に検討を進めてほしいと思うので、よろしくお願いします。 

   甘利大臣と草刈議長におかれては、「基本方針 2009」に向けて、本日の議論を踏

まえ、調整・検討をよろしくお願い申し上げておきます。 

   高度人材の受入については、少子・高齢化の日本においては避け難い問題と思
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っております。人材獲得のグル―バルな競争に遅れを取ることのないよう、推進

組織を作り、外国高度人材の受入れを国家戦力として位置づけ、しっかり取り組

んでほしいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   それでは、甘利大臣、草刈議長、田中議長、どうもありがとうございました。 

 

（甘利臨時議員・草刈規制改革会議議長・田中高度人材受入推進会議議長退室） 

 

（与謝野議員） 塩谷臨時議員、小渕臨時議員が入室されます。 

 

（塩谷臨時議員、小渕臨時議員入室） 

 

（与謝野議員） 次に、安心実現集中審議の第２回目を行います。今回は、舛添厚生

労働大臣、塩谷文部科学大臣、小渕少子化対策担当大臣にも御参加いただき、安

心と活力を両立させる具体策について御議論をいただきます。 

   時間に限りがありますので、簡潔な御発言をお願いいたします。 

   まず、吉川議員から御説明をいただきます。 

 

○安心実現集中審議：その２－「安心」と「活力」を両立させる具体策 

（吉川議員） それでは、私から、お手元の「『安心』と『活力』を両立させる生活安

全保障の確立に向けて～優先的に取り組むべき政策ターゲットと方針～」という

民間議員資料を御説明いたします。もう一つ、別紙として「若年層における所得

格差等について」というＡ３横長の大きな資料集がございますので、適宜御参照

ください。なお、この別紙は全体で 11 ページございますが、８ページまでは前回

も議論いたしました所得格差等についての実態について、総理からもこうした問

題を更に調査するようにというお話がございましたので、我々が調べた結果があ

りますが、本日は時間の関係もありますので、適宜御参照いただければと思いま

す。 

   説明資料では優先的に取り組むべき政策ターゲットと方針について述べていま

す。 

   大きな考え方でございますが、「安心」と「活力」が両立する社会は、健全な自

助努力が尊重され、努力するほど報われることが基礎となる社会である。これが

大原則であります。こうした考え方に立ちますと、とりわけ現役世代につきまし

ては、雇用というものが大変大きなポイントになると思います。そこで、雇用を

軸とした安心保障政策を構築する必要がある。併せて、単身高齢者支援なども問

題になる。なお、必要な財源については、税制抜本改革に合わせて確保すべき。

これは言うまでもないことであります。 

   １ページ目、まず「１．雇用を軸とした『安全保障政策群』の再構築」という

ことでありますが、高度成長期においては、年功序列的な賃金、あるいは長期雇
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用、終身雇用とすらいわれた体系の下で、特に大企業を中心にそれなりのシステ

ムがあったわけでありますが、現在はそれが変容しております。雇用形態が多様

化する中で、若年世代に対する人材投資が低下している。同時に雇用の不安定性

が増している。いわゆる非正規雇用の人たちが増えている。「公」が役割を果たす

ことにより、多様で柔軟な労働市場の構築と若年世代への人材投資の抜本的強化

を両立する必要があるということでございます。 

   先ほどから人口減少の問題が出ておりますが、人口が減って、働き手の数も減

ってまいります。そうした中で、経済学の言葉で言いますと、人的資本、ヒュー

マンキャピタル、要するに「量も重要だけれども、働く人の質も大事である」と

いうことを言っているわけですが、それは言い換えれば人材育成ということなの

ですが、人的資本の蓄積といっても、多くの人は生涯教育といっても、やはり比

較的若いときに蓄積することになるだろうと思うのですが、しかし、残念ながら

現在若年世代で非正規雇用といったようなことで、先ほども申し上げました、人

材育成の場が失われているのではないか。 

   そこで何が必要かということで、「（１）経済危機の荒波を も受けている『非

正規等の失業者』」であるが、これまで十分でなかったセーフティネットを高めつ

つ、訓練や就業へのインセンティブを高めるアクティベーション、要するに失業

者を積極的に労働市場に戻すような措置を強化する必要がある。具体策も書いて

ございます。時間の関係もありますので、２ページ目にまいります。 

   ２ページ目、「（２）働けど働けど暮らしが楽に成らない『子育て・低所得の就

業者』」。残念ながら働いてもなかなか暮らしが楽にならない人たちがいる。子

育て・低所得者の就業者、そうした家庭を支援する必要があるということですが、

それにつきましては、お手元の別紙、横長のＡ３の紙ですが、10 ページにグラフ

がございます。これを見ていただきますと、何を言っているかというと、横軸に

所得があるわけですが、一言でいいますと所得水準が低くても、社会保障の保険

料等の負担というのはかなり重い。したがって、例えばこの図でちょうど真ん中

辺りでしょうか。223 万円というところを見ていただきますと、税負担は非常に小

さいのですが、社会保険料は 25 万円を超えるぐらいの負担がある。結果、社会保

険料を負担すると手取りは生活保護ラインぐらいになってしまう。こういう問題

があるということがございます。 

   したがって、子育て・低所得就業者など、ターゲットを絞った負担軽減の仕組

みを検討する必要がある。具体策として、税制抜本改革の中で、例えば給付付き

税額控除ということも検討に値するのではないか。 

   続いて「（３）子育てと就業が両立しない『子育て家庭』」。子育てと就業が両

立しないという問題があるわけですが、就業支援及び少子化対策の両面から、子

育て支援対策を抜本的に強化する必要がある。具体的には、育児休業の拡充、保

育サービスの整備といったこともございます。 

   後に「（４）『修学困難な高校生・大学生』」。これは親の所得によって教育

格差が生まれてはいけない。そうしたことが放置されると、希望喪失社会につな
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がってしまう。こうした問題を解決するために、授業料の免除や奨学金制度の充

実、拡大ということも必要であろう。 

   以上、主として若年者、子育てをしているような現役世代に対する政策につい

て御説明しました。 

１枚めくっていただきますと３ページ「２．すまい・まちづくりに連動した『単

身高齢者支援』」。これはこの経済財政諮問会議でも既に問題にしたわけですが、高

齢化が進んでいる。また、家族の在り方が変わってきている。そうした中で、単身

あるいは高齢者夫婦のみの世帯が増加している。そうした中で、介護や日常生活に

対する不安が高まっている。地域における介護体制や生活支援機能の強化、また住

まいや住み替えの問題、こうしたことも視野に置いて政策対応を考え、社会保障機

能のほころびを是正する必要があるということでございます。 

   後に「３．安心インフラとしての『安心保障番号・カード』の導入加速化」、

これをしなければいけない。目的は、社会保障全体に横串を入れて、きめ細かな

制度設計を行う。そのために、こうした番号・カードは不可欠である。横長の大

きな資料、別紙ですが、 後の 11 ページにメリットが書いてございます。こうし

た番号・カードの早急な導入に向けて、関係機関が一体となって取組を加速しな

ければいけない。税と社会保障を一体的に設計して、先ほど御説明した、いわゆ

る「給付付き税額控除」、こうしたことを効果的に導入する。そうした目的のため

にも、「安心保障番号・カード」というものは拡張可能なものとして考えておく必

要があるだろうと、私どもは考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   続きまして、舛添厚生労働大臣からお願いします。 

（舛添臨時議員） お手元の資料「社会保障の機能強化に向けた取組について」に基

づき説明いたします。 

   まず、１ページ目、総論部分ですけれども、昨年６月の社会保障国民会議の中

間報告を受けて策定した「５つの安心プラン」というものがございまして、昨年

10 月には「生活対策」、先月とりまとめた「経済危機対策」においても、医療や介

護等の施策をここにすべて盛り込んでいるわけでありまして、これら施策につき

ましては、中期プログラムの工程表も踏まえつつ、平成 20 年度補正予算、平成 21

年度予算、そして、現在、審議中の補正予算案に反映しているところでございま

す。 

   まず、年金制度については、基礎年金の国庫負担割合を２分の１にするための

改正案を、今、御審議いただいております。このことによって、基礎年金の 低

保障機能の強化を図ることも含めて、年金については対応する。 

   次に、少子化対策ですけれども、安心子ども基金の創設をする。これは平成 20

年度補正予算で 1,000 億円分を創設しておりますし、妊婦健診の公費負担の拡充

なども図っております。また、平成 21 年度補正予算案では、安心子ども基金の拡

充ということを考えております。予算額は 1,400 円強になって、保育所の設置促

進やひとり親家庭の支援など、きめ細かい子育て応援をする。 
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   続いて、次世代育成支援のための新たな制度設計につきましては、本年２月に、

例外のない保育保障、質を確保された保育サービス量の拡充等を内容とする新た

な保育の仕組みを中心に第１次報告をまとめたところでございます。 

   次に医療の取組について説明します。説明資料の２ページ、医療につきまして

は、平成 20 年度補正予算では、産科、救急の体制強化、医師不足対策。平成 21

年度予算におきましては、勤務医の勤務環境の改善や救急、産科、へき地に対す

る医師の手当への財政支援、救急患者の受入体制の整備。そして、現在、審議し

ている補正予算案では、地域医療再生計画、で 3,100 億円を積んでおります。ま

た、医療機関の機能強化、医師確保の推進などの地域医療対策強化、医療新技術

に対応するための革新的医薬品等の開発支援などを通じて、この地域医療の再生、

そして、先端技術の対応強化を図るようにしております。 

   介護については、これは高齢者が地域で安心して暮らすための公的賃貸住宅の

再整備や、ケア付き住宅の整備など、介護基盤の拡充。それからプラス３％の介

護報酬改定による介護従事者の待遇改善。それに加えて、平成 21 年度には、例え

ば、更に１人１万 5,000 円分ぐらいの介護職員の賃金のアップ。その他、介護基

盤の整備を挙げております。 

   一番下に「社会保障カード（仮称）導入に向けての検討」と書いていますけれ

ども、これは、今、吉川議員からご指摘がありましたような社会保障カード、こ

れは平成 23 年度から導入に向けて実証、実験を行うということであります。 

   以上、申し上げた年金、少子化対策、医療、介護に関する取組が中期プログラ

ムの工程表のどの辺りに該当するのかというのは、参考資料の方にありますので、

これを後ほどご覧いただきたいと思います。 

   次に雇用の方ですが、３ページでございます。雇用については、相当力を入れ

て取り組んでおりますし、雇用調整助成金、これは二百数十万件利用していただ

いております。３月に受理したのは 280 万人に上っていますし、 大 186 万円の

就職安定資金についても約 7,800 件の融資決定がなされているわけであります。

これは非常に評価していただいております。 

   さらに 21 年度の補正予算案では、日本型ワークシェアリングの実現に向けて、

更に雇調金を拡充する。 

   また、生活保護と雇用の間のセーフティーネットとして、「緊急人材育成・就職

支援基金（仮称）」、これを現在、審議していただいております。 

   それから、ハローワークの拡充や、育児休業、先ほど吉川議員からの御説明も

ありましたが、この取得などを利用とする解雇への取組というようなことを行っ

ております。 

   人口減社会におきまして、国民が将来希望を持って安心して働けるようにする。

そのためには、中期的視点からの雇用対策、構造的な雇用対策というのは、是非

必要だと考えておりますので、官民一体となってこの問題に取り組みたいと思っ

ております。 

   これまで、社会保障の機能強化のために、今まで申しました医療、介護、雇用、



 
平成 21 年第 12 回 議事録 

 

 20

その他さまざまな問題に、今、対応してきているので、相当頑張って、この分野

はやってきたと思っております。 

   ただ、現在、新型インフルエンザがこういう状況でありますので、こういう国

民の健康ということから見たときの危機管理、これも非常に重要だということで

ありますので、 終的には、やはり安定財源の確保ということをやらないといけ

ないと思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。続きまして、塩谷文部科学大臣からお願い

します。 

（塩谷臨時議員） それでは、説明資料「教育の充実を通じた安心社会の実現につい

て」に基づいて説明をいたします。 

   １ページ目、「安心社会の実現に向けた教育投資について（１）」。教育につきま

しては、人生前半の社会保障と社会の活力増進の原動力ということで、これは将

来への先行投資ということで、２つの役割を持っているわけでございます。 

しかしながら、現在の教育費負担の重さが家計における不安の要素の一つとなっ

ておりまして、次代を担う子ども・若者を育む上での不安の解消に向けた取組が不

可欠になっております。 

現状、そこに掲げてございますように、まずは教育費の国際比較で、よくＯＥＣ

Ｄの中での比較がありますが、そこに掲げてあるのは、教育費支出の政府支出の占

める割合は 28 か国中 27 位でございます。また、特に 近よく使われるＧＤＰにお

ける教育支出については 28 位と 下位でございまして、いずれも一番下位に属し

て、他の国々は上位の方で入れ替わりがありますが、政府全体の支出における教育

支出あるいはＧＤＰにおける教育支出は大変低いということでございます。 

右には、教育投資における一人当たりの公財政支出ということで、これは特に就

学前と高等教育の段階で比較しておりますが、いずれも大変日本は低いということ

でございます。 

そして、一番右が教育支出に占める公財政支出と私費負担の割合ということであ

りますが、これも就学前については、ＯＥＣＤ諸国では公財政支出が多くて日本が

少ないということ。逆に私費負担が日本は多くなっている、高等教育も同じような

状況であります。 

２ページ、「安心社会実現に向けた教育投資について（２）」。まず、家計の負担

の状況でありますが、これはご覧のとおり、200 万円～400 万円未満の収入の世帯

においては、教育費が当然比率として高くなりまして、55.6％になっているという

ことで、当然ながら低所得者の教育費負担の比率は高くなっております。その下の

大学の授業料につきましては、過去 30 年で物価指数と比べると大きく上昇してお

るわけでございまして、消費者物価指数は２倍でございますが、国立大学の授業料

は 15 倍、私立大学の授業は 4.5 倍ということで、授業料が大変上がっているとい

うことであります。その分、教育費に負担がかかっている。 

それから、格差の固定への懸念ということで、義務教育段階での就学援助の受給

人数が急増しております。平成９年が 78 万人だったのが、平成 19 年が 142 万人と
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約２倍になっておるわけでございまして、私立高校における授業料滞納状況が更に

悪化して、平成 19 年度末から平成 20 年 12 月までの間で滞納者の割合が３倍に増

えているというデータもあります。右下ですが、さらに、親の収入が多いほど、大

学の進学率が高い傾向が出ておりまして、いわゆる４年制大学においては、1,000

万超の収入の人が 62％の進学率ということで、そういう結果が出ております。 

そういう現状を踏まえて、安心社会実現のためには、公教育の再生とともに、教

育投資の充実が必要であるわけでございます。下の方に書いてある当面の経済状況

への対応としまして、格差固定の解消に向けた教育費負担の軽減が必要であります。

現在審議中の平成 21 年度補正予算については、臨時交付金の活用により幼稚園の

就園、義務教育就学の支援の充実。あるいは授業料減免等に関する緊急支援。さら

には奨学金事業の充実。こういった授業料減免や奨学金事業の充実で、幼児教育か

ら高等教育にわたる教育費負担の軽減のための施策を更に充実していく必要があ

りますが、やはり安定財源を確保の上で、国民が実感できる少子化対策としての幼

児教育の無償化や高等教育段階での教育費負担の軽減など、教育費の在り方につい

て抜本的な改善を図り、保護者の所得に左右されない教育の機会を保障することが

必要でありまして、文部科学省としましても、有識者懇談会をスタートさせて、こ

ういった教育費の中長期的な方向で、いわゆる大局的な観点で教育費の在り方をま

とめてまいりたいと思っております。 

今日お話しさせていただいた内容の他に、やはり教育の充実という観点から考え

ると、日ごろの教員の定数の問題、あるいは高等教育における基盤的経費の問題等

の充実も考えていかなければならないということで、トータル的に教育費の抜本的

な在り方を検討することが安心社会につながると思っております。 

（与謝野議員） では、小渕臨時議員。 

（小渕臨時議員） 少子化対策担当大臣の小渕でございます。お手元に２つ資料をお

配りさせていただいています。２つ目の方は参考資料ですので、後ほどごらんく

ださい。 

   初にあります３枚組みの資料「今後の少子化対策について」に基づき御説明

をさせていただきます。 

   本日は、表紙のサブタイトルにありますとおり「希望するだけ子どもが持てる

社会の実現に向けて、社会全体で子育てを支えよう」ということを御説明させて

いただきます。 

   我が国の少子化の現状は、決して出産、子育て世代が子どもを持ちたくないと

いうわけではありません。子どもを持ちたいけれども持てない。さらには結婚し

たいけれどもできない。経済社会環境の変化がもたらした現象と言えると思いま

す。 

   世界第２位の経済大国と言われて久しい我が国ですが、子どもを持ちたいとい

うとても自然な国民の希望さえ実現できていないとなると、真の意味で豊かな国

とは言えないのではないかと思います。 

   合計特殊出生率の低迷は、もう少し社会全体で子育てを支えてほしいという出
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産、子育て世代の声なき叫びです。今、私たちは、この声に謙虚に耳を傾けて、

直ちに行動に移すことが求められています。 

   １ページ目、少子化対策を考える上で大切な３つの視点です。１つ目は「待っ

たなし」ということです。今の若いお母さん方は、まさに清水の舞台から飛び降

りる覚悟で出産をし、綱渡りで子育てをしています。これは決して大げさな表現

ではありません。私自身もそう思っております。私自身を含む第２次ベビーブー

ムの世代、昭和 46 年～49 年に生まれた方々、この人たちはあと２年～５年で 30

歳代も終わります。それ以降は、母親となる女性の数が急激に減少していくこと

になります。そうなってからではどのような対策を講じても、まさに焼け石に水

の状況になってしまいます。 

   ２つ目のポイントは、国民の「希望」をかなえることが国の責務であるという

ことです。未婚者の９割は、いずれは結婚したいと考えており、また、男女とも

に２人以上子どもが欲しいと言っています。こうした希望がすべて実現したと仮

定すると、合計特殊出生率は 1.75 まで上昇すると言われています。この国民の希

望と現実の差を埋めていくことが大切であると考えます。 

   後に少子化対策は、未来（人）への投資だということです。少子化対策は、

子育て世帯のみならず、あらゆる世代に関する課題であります。安定財源を確保

し、しっかりと対策を講じる必要が求められています。 

   ２ページ目、左側の図をご覧ください。真ん中の子育てのブラックホールは、

かつて家庭、地域、職域、社会的サービスがそれぞれ果たしていた子育てのセー

フティーネットとしての機能が低下して、ぽっかりと穴が空いてしまっているこ

とを表わしています。 

   このブラックホールは、じわじわと拡大を続けておりまして、余力のない人々

を飲み込んで、子どもを持つことを断念させています。 

   このままでは子どもは増えません。子ども、子育てを取り巻く社会環境は、以

前とは完全に変わってしまったと言えると思います。 

   例えば第２次ベビーブームのピークだった 1973 年、この頃はどんな時代だった

かと申しますと、例えば一生懸命勉強すれば国立大学に入れ、年間の授業料は３

万 6,000 円、卒業すれば就職先は引く手あまた、初任給は月５万 7,000 円ですが、

終身雇用、年功序列で給料は右肩上がりで保証されていた。結婚相手は黙ってい

ても上司が見つけてくれて、結婚した奥さんは専業主婦が多く、親と同居、近居

で子どもも産み育てやすく、御近所は皆顔見知り、子どもたちだけで安心して遊

ばせる環境も整っていた。これが当時のライフスタイルでありました。当時の出

生率はちなみに 2.14 であります。 

   これに対して現在でありますけれども、頑張って国立大学に入っても授業料は

年間 54 万円、当時の 15 倍であります。大学を卒業しても就職は超氷河期、約２

割は非正規雇用、派遣社員の不安定な職にしか就けず、将来賃金が上昇するとい

う見込みもない。それでも何とか頑張って相手を見つけて結婚はしてみても、非

正規従業員同士のカップルでは２人合わせても年収が 400 万円に満たない。頑張
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って子どもを産んでみたものの、母親は仕事と育児の両立に疲れ果て、親の手も

借りられず、近所に知り合いもいない、安心して子どもたちを遊ばせる場所もな

いというのも決して珍しい状況ではなくなっています。 

   今後、社会的サービスの拡充を中心としつつ、社会全体で子育てを支えていく

ことが求められています。 

   後に３ページ目、そのため、私はかねてより消費税率１％分を子どもたちの

ためにと主張してきました。私が消費税に着目しているのは、単に安定財源を確

保したいということだけでなく、消費税というおおよそすべての国民の皆さんが

その負担を日々実感できる方法を取ることで、当事者だけでなく、社会全体で、

国民みんなで子どもを支えているという意識がされ、また、その気運が更に高ま

っていくことを望んでいるからであります。 

   私は、国民の皆さんに買い物をするたびに、この１％分ですべての子どもたち

が健やかに育ってほしいという思いをはせてほしいと思っています。そのような

思いが単にお金の面だけでなく、子育てを取り巻く社会の雰囲気を変えて、真に

子育てしやすい社会を実現できると信じています。 

   説明資料には、例えば消費税率１％分、2.5～３兆円でどのような少子化対策を

目指すのか、その重要な政策課題を掲げております。このような課題を具体的に

どう実現していくかについては、制度の効率化や運用改善を図りつつ、優先順位

を決めて、国民的な議論を経ながら実施していくべきものであると考えています。 

   少子化対策は、まさに待ったなしです。「骨太の方針 2009」において、少子化対

策を抜本的に拡充するという基本方針をしっかり位置づけていただきたいと思い

ます。 

   思いが強過ぎまして、多少長くなりましたが、どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。 

   ありがとうございました。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言をいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

（吉川議員） 今、塩谷臨時議員、小渕臨時議員からも御説明をいただきましたけれ

ども、私ももちろん、少子化対策、それから、幼児教育が大変大切だという思い

は全く同じなのですが、２つコメントをさせていただければと思います。 

   １つ目は、お二人の臨時議員から幼児教育の一律無償化というようなお話があ

ったのですが、先ほど我々が説明しました給付つきの税額控除の背後にある考え

方では、やはり社会で支援するのは、とりわけお金での支援については所得水準

が低い人、困った人を支えようということです。しかも、そうした点から一律の

無償化が本当にいいのかどうか。これは検討の余地がございます。 

   ２つ目は、私も関係しました社会保障国民会議でも、３つの分科会のうち第３

分科会で少子化対策を大いに議論したわけですけれども、そこで関係したエキス

パートの皆様方、委員の方々が一様におっしゃったのは、「お金の問題も確かにあ

るけれども、とりわけ大事なのはサービスの方だ」という御意見だったのです。
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もちろん、所得水準が低い家庭、あるいは低い方々は、お金の問題は大変緊急の

問題だというのは言うまでもないのですが、ある程度以上の人たちになると、と

にかくサービスの充実というものが困っているところなのです。具体的には保育

所の在り方、あるいは幼稚園の在り方とか、そういうことなのですが、そういう

点で、これはお二人の臨時議員がよく御存じのとおり、長く言われてきたのが保

育所等に関する規制の問題。それから、幼稚園と保育所のいわゆる「幼保一元化」

というふうに言われることです。 

保育所の規制に関しては、本日の会議でも先ほど規制改革との関係で少し議論に

出たわけですけれども、厚生労働大臣もいらっしゃるので、こうした「幼保一元化」

は久しく議論されてきたのですが、なかなか進まない。是非とも、今日、お二人の

臨時議員から少子化対策、幼児教育について、これを充実する必要があるというお

話が出たので、私もそのとおりだと思うので、是非とも、この「幼保一元化」につ

いても、今までとは少し次元が違うようなスピードで進めていただく必要があるの

ではないかと思います。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（三村議員） 私も中央教育審議会の会長なものですから、少し言いにくい点はある

のですけれども、実は中央教育審議会で教育振興基本計画を私がヘッドとなり作

らせていただきました。その中で各委員からいろいろな意見が出たのですが、そ

のうちの一つは幼稚園と保育所の件なのです。今のことと同じことなのですが、

要するにサービスを受ける者にとっては、幼稚園か保育所というのは関係ない。

自分の近くにあるところに入りたいのだということなのです。それは率直な話、

そうだと思います。したがって、これについてはお金をかけることも必要かもし

れませんけれども、それ以上にこれを一体運営するということを考えれば、もう

少しより効率的に全体の運営ができるのではないだろうかと思いますので、せっ

かく両臨時議員がおられますので、是非ともこれはお願いしたいと思っておりま

す。 

   もう一つ申し上げたいのは、今回、民間議員から提示した中で、恐らく安心社

会の実現というと、高齢者をターゲットとした社会政策が今までの主な内容だっ

たと思います。しかし、ここで若年層、子育て低所得者、あるいは子育て家庭へ

の支援を取り上げたということが、やはり私は時宜にかなったことだと思います。

こういうもの自体は将来の労働力不足時代に対応できるものであり、需要を増や

すことにもつながり、あるいは少子化対策、日本の安定成長のボトルネックを解

決するような大事な件だと思いますので、是非とも、こういう若者に対策を一つ

重点化するという話を進めていただきたい。 

（与謝野議員） 他に御発言はございますか。 

   河村議員、お願いします。 

（麻生議長） ここは文部科学大臣経験者がやたら多いのです。４人もいらっしゃる。 

（河村議員） 今の「幼保一元化」の話は本当に古くて新しい問題で、絶えず言われ

続けてきて、なかなか進んでいません。厚生労働大臣、文部科学大臣、両方おら
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れますけれども、小泉内閣のときに、厚生労働省の保育担当の課長を文部科学省

に出して、文部科学省の幼児教育担当の課長を厚生労働省に出して、今、こうや

っていますね。これの成果というものはどこかに出ているかどうか。 

あのとき、小泉総理は局長を入れ替えろと言われたけれども、局長では範囲が広

過ぎる。それではというので担当課長を入れ替えたわけです。それを私は布石だと

思って、あれから何年も経ちますね。これはマンネリズム化して出しているだけで

は意味がないので、私はこれは一つの方向を示唆していると思っていますが、こう

いうことを現実に両省が話し合って、今、御指摘があったようなことについてやっ

ているのかどうか。これはどうなのでしょうか。 

   認定こども園という一つの成果が出ましたね。これが成果といえば成果かもし

れませんが、これはまだ余り進んでいない。これをもっと進めようというのが今

の方針ですが、こんなゆっくりしたことでいいのかという思いはしているのです

けれども、この辺はどうなのでしょうか。 

（舛添臨時議員） 成果は出ているのですか。 

（厚生労働省事務方） 今、まさに官房長官からもお話がございましたように、課長

交流を行いました。それで、今、お話にありましたような認定こども園も御指摘

のようになかなか進まなかったのですが、これは局長クラスで、文部科学省と厚

生労働省のチームをつくりまして、どうしても片方は市町村、片方は県というこ

とでばらばらで、非常に手続が煩瑣であったところをワンストップでできるよう

な形に県の組織も改めまして、これから是非、普及を図っていきたいと考えてい

ます。 

（麻生議長） まだ、そのレベルです。 

（河村議員） それを進めていけば、この幼児教育、子育て支援が一体となって、少

子化も含め、子ども省なり子ども庁をつくれという話は前からあるのです。これ

に向けて、本格的に議論をしてくださいと言っているのですが、そろそろ、本気

でそういうことを考えるときに来ているのではないでしょうか。 

これも先ほど言われた団塊の世代は、これをしっかりやっておかなければいけな

いのは、ここ 10 年と言われているのでしょう。それなら少し急ぐ必要があるので

はないか。 

（鳩山議員） 認定こども園の説明を受けたが、何だか中途半端で、結局、中途半端

な３パターンありますなどと、認定こども園をつくって、その上、パターンが幾

つもあるというのはどういうことだ。保育園的な認定こども園と、幼稚園的なも

のと、折半的なものとで３つある。私は、直感的には今の認定こども園の延長で

はだめなのではないかという気がします。 

（小渕臨時議員） 認定こども園について、これまで検討会を何度かやってまいりま

した。その中で現場の方々からの御意見として出たのは、「どうしても厚生労働省

と文部科学省ということになるので、監査を２回受けなければいけない」、「書類

を２回出して２つのところから受け取らなければいけない」、といった本当に面倒

なことがたくさんあって、やりたいけれども、なかなか手が出ないという声が多
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かったように思います。ですから、そうした事務的な手続などは今後必ず一緒に

していって、もちろん、１回で済むようにやっていこうということでありました。 

   ただ、私も母親として思いますのは、ニーズとしては物すごくあります。私の

子どもも保育園に預けていますが、３歳になったら気持ちとしては幼稚園に入れ

たいけれども、お迎えをしなければいけないから、ある時間は保育園にお願いし

たいというような思いがある中で、やはり幼稚園の良さと保育園の良さを両方兼

ね備えたものを親としては期待している部分はとても多いです。 

ですから、今後、増えてほしいという希望がありつつも、なかなか正直進んでい

ないということは確かですが、その検討会の中では、色々な進み方があるかと思い

ますけれども、将来的にはこれを１つにしてやっていく方向がいいのではないか、

という答えも出ておりますし、今後、2,000 か所を目標に増やしていこうという結

論は出ております。 

（鳩山議員） まだパターンはあるのですか。 

（小渕臨時議員） 相変わらず、パターンはあります。 

（塩谷臨時議員） 鳩山大臣がおっしゃったように、実際は少し中途半端な形で始ま

ったと思います。したがって、ある程度、機関の話と目指すところを明確にする

ことが必要だと思いますので、その辺をしっかりと設定して、国としてそちらへ

誘導していくようなことをやらないと、なかなか幼稚園と保育園は歴史的経緯が

あって、支給額も全然違うような形態になっていますから、もう少し明確に方向

性を出していかないと、なかなか誘導できないような状態になっています。 

したがって、その辺のところをどのようにやるかということで、設置者の方はた

だでさえ手続が面倒だと、やりたくても躊躇してしまうというのが現実だと思いま

すので、幼保の課長をうまくクロスしていろいろ努力していただいておりますが、

そういった状況が現状だと思いますので、もう少し明確な方向性を出すことが今は

必要ではないかと感じております。 

（麻生議長） 先日の、安心社会実現会議の時に、厚生労働省の話が出ましたでしょ

う。あの時に私が言ったのは、単なる「厚生労働省を分割しましょう」という次

元の話ではなくて、この際国民生活関係省と医療関係に分けるという話をしたの

ですが、内閣府でやっている少子化部門なども含めて、きちんともう一回、全体

の枠を考えたい。ただ、２つに分割すれば良いという次元で話をしない方がいい

ですという話をした記憶があるのですが、タイミングとしてはそろそろ時期に来

ています。 

   こういった 100 年に一遍の非常に大きな変革の時期でもありますし、民間議員

の方々も皆、ほぼ同様の意見を言っておられますので、これは何らかの形で効率

よくしないといけません。少なくとも少子化というのが国の将来を考えるときに

一番の問題というのであれば、これはきちんと立て直す意味でも、与謝野大臣の

ところで１回、整理してみてください。 

これは結構大変なのです。みんなで一生懸命やらなければいけません。 

（与謝野議員） それでは、総理が言われたように、厚生労働省の機能を分けるとい
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う話と「幼保一元化」というのは、国民は要望しているのですけれども、実現で

きていないということなので、これに関する提言をつくりたい。どこでつくるか

というのは総理と御相談をさせていただきますが、いずれにしても行政改革全体

で、省庁再編などと話を大きくすると２年も３年も５年もかかりますので、ピン

ポイントでこの２つの問題を経済財政諮問会議でお諮りするということにいたし

たいと思います。やはり厚生労働省と文部科学省も、また小渕少子化担当大臣も

覚悟を決めていただいて、そういう方向で物事を進めていきたいと思います。 

   それから、幼児教育の無償化とかいろいろな話が出ていますけれども、これも

やはり安定財源の確保という問題と一つのパッケージだと思いますので、取り運

びは経済財諮問会議で早急にやることにして、案を官邸と少し御相談をして、諮

問会議として議論を進めさせていただきたいと思います。 

よろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

 

（与謝野議員） 有意義な御意見、ありがとうございました。 

   それでは、安心実現のための取組として、３大臣から御提案をいただきました。

厚労省の今後の組織の問題、「幼保一元化」の問題は、官邸と御相談しながら、日

を改めまして詳細な議論をさせていただきます。 

   それでは、総理から御発言をいただきます。 

 

（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） 本日は、熱心に御議論をいただきましてありがとうございました。 

具体策として、政策の対象、政策の内容、いずれを見ましても、安心社会実現のた

めには極めて重要な課題だと思っております。 

   「基本方針 2009」に、いわゆる施策の基本方針を盛り込んでいくわけですが、

これは更に議論を詰めていただかねばいけないところがたくさんあろうと思いま

す。 

   本日、現状を御報告いただき、色々な御意見を述べていただきましたが、次回

の経済財政諮問会議では「今後に向けた考え方」を示していただきたいと思って

おります。 

特に、2015 年までの機能強化の具体的内容と、スケジュール。それと、2011 年

までに実現する重要事項につきまして、是非、具体案の提示をお願いしておきたい

と存じます。 

   よろしくお願い申し上げます。 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして経済財政諮問会議を終了いたします。 

（以 上） 


