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（開催要領） 

1．2009 年 5 月 21 日（木） 17:15～18:02 

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 

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 舛 添   要 一 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1.開 会

2.議 事

安心実現集中審議：その３－安心保障政策の具体化

3.閉 会

（説明資料） 

○社会保障の機能強化に向けた今後の取組～「社会保障の機能強化の工程表」を中心

に～（舛添臨時議員提出資料）

○安心保障政策の具体化と安定財源の確保に向けて（有識者議員提出資料）

（配布資料） 

○社会保障の機能強化に向けた今後の取組～「社会保障の機能強化の工程表」を中心

に～（参考資料）（舛添臨時議員提出資料）

（本文） 

○安心実現集中審議：その３－安心保障政策の具体化

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 21 年第 13 回）
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（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。 

 本日は、舛添厚生労働大臣にも御参加いただき「安心実現集中審議」の第３回目

として「安心保障政策の具体化」について、御審議をいただきます。 

 初めに、舛添臨時議員から御説明をいただきます。 

（舛添臨時議員） それでは、お手元に横長の資料がございます。「社会保障の機能強

化に向けた今後の取組 ～『社会保障の機能強化の工程表』を中心に～」という

ことで、まず１ページ目の上の総論部分ですけれども、19 日の会議では「中期プ

ログラム」の「工程表」に盛り込まれている事項について、平成 20 年度補正、21

年度当初、そして、現在、審議中の補正予算について順次説明を申し上げました。 

それで、社会保障の機能強化に向けましては「工程表」で示された改革の諸課題

を軸に、制度改正の時期も踏まえて検討を進め、制度化に必要な費用について安定

財源を確保した上で、段階的に内容の具体化を図るということでございまして、

2015 年に向けた取組みの方向性及び、その実現に向けた 2011 年ごろまでの当面の

対応について説明をいたします。 

まず、年金制度については、2015 年に向けては基礎年金の最低保障機能の強化

を図るための保険料免除、それから、25 年という受給資格期間の見直し、厚生年

金の適用拡大など、低年金・無年金者対策の推進、在職老齢年金制度の見直し等、

育児期間中の保険料免除などについて、所要の法改正などを行い、順次、実行に移

すことといたします。 

そのため、まずは年金制度の機能強化の第一歩として、今、審議いたします国庫

負担２分の１法案を実現させたいということでありますし、基礎年金の最低保障機

能の強化について検討する。 

それから、少子化対策ですけれども、2015 年に向けては次世代育成支援のため

に新たな制度体系の創設に取り組んで、全国あまねく切れ目のない子育て支援サー

ビスをやる。このことによりまして、育児休業・短時間勤務と保育、またはその組

み合わせでカバーできる仕組みを構築する。それから、休業中の所得保障、就業す

る場合の保育サービスが切れ目なく提供できる。働いていない場合でも月 20 時間

程度の一時預かりができる。それから、放課後児童クラブの拡充というようなこと

で、子育て環境を更に改善する。 

そのためにも、新たな制度設計を進めないといけないので、税制改正の動向も踏

まえつつ、詳細な制度設計をして、必要な法制上の整備を図る。併せて、この新た

な制度創設に向けての準備として、昨年の補正予算で 1,000 億円の「安心こども基

金」を、今回の補正で更に 1,400 億円分拡大するということでサービス拡充をしま

すし、それから、妊婦健診等への 14 回までの公費負担というようなことも含めて

拡充していきたいということでございます。 

資料の次のページで、今度は医療・介護の方で、まず医療については、2015 年

に向けて病床の機能分化、急性期病床への医療資源の集中投入による急性期医療の

充実強化。在宅医療の充実などを通じて、早期退院・社会復帰の実現を図るための

地域連携の強化。それから、この前も話をしましたけれども、医師と看護師等との
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役割分担の推進、つまりチーム医療の推進というようなことです。それから、ジェ

ネリック、後発医薬品の使用。 

そのための主な取組みとして、これは資料右側の青い方ですけれども、地域医療

再生基金を 3,100 億円積んでおりまして、そこに書いているような、地域の医療機

能を強化するとか、大学病院等との連携というようなことをやる。それから、５年

ごとの医療計画改定。２年ごとをめどとする診療報酬の改定の時期をとらえて、急

性期医療の強化へ方向付けるということで、2013 年度から改定時期を迎える。こ

れは都道府県が医療計画をやりますので、新たな指針の作成をする。それから、救

急、産科医療。こういう点を診療報酬の改定において見ていくということでありま

す。 

それから、革新的医薬品等の開発支援。これは経済産業省とも一緒にやっている

ものなのですけれども、今回の新型インフルエンザのワクチンの開発とか、レセプ

トのオンライン化。そういうことも続けていきたいということであります。 

介護ですけれども、2015 年に向けて、地域包括ケアの実現とか、介護サービス

の機能強化ということで、それから、介護従事者の待遇改善をしなければならない

ということであります。 

そのための取組みが右側にありますけれども、介護サービス基盤整備。これは今

回の補正でも 3,300 億円の予算を措置して、老健（介護老人保健施設）とかそうい

う施設の整備をやる。もう１点は介護人材の面で、介護報酬改定により４月から

３％アップですけれども、今回、更に月額１万 5,000 円ぐらいのアップを図るとい

うことで、これは直接賃金に反映させるという仕組みを行っております。 

そして、医療と介護の連携も行うということでありまして、診療報酬改定でも、

この連携サービスがうまくいくように検討していきたいと思っています。 

下の共通のところは社会保障カード（仮称）の実現ということでありますので、

この実現に向けて環境整備を進める。 

３ページ目に行きまして、「安心活力の実現に向けた雇用対策」ですけれども、

雇用は相当頑張って取り組んでいる。平成 21 年度の補正予算案の約 2.5 兆円によ

り、左側に書いているような様々な支援策に取り組んできている。 

具体的には右側ですけれども、人材への投資として、新分野・成長分野を見据え

た職業訓練の充実や、産業間労働移動の促進。 

働き方の改革等で、いわゆるワーク・ライフ・バランスというようなことをきち

んとやりたいと思っていますし、労働関係法令の遵守に向けた監督体制をしっかり

やる。 

今度は下の段で、若者・女性・高齢者・障害者の就業を実現する。景気が悪くな

ると、こういうところにしわ寄せが行きます。 

それから、非正規労働者への総合対策は、本当に様々な支援を行って、訓練中の

生活費の給付まで行っている。自分で言うのもなんですけれども、すごいことをや

っているという、そんな感じであります。 

また、雇用創出をしないといけないので、取り組んでいきたい。 
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ポイントはやはり、そういうことのためにも 2011 年ぐらいまでの「中期プログ

ラム」の「工程表」に関する取組みを申し上げましたけれども、やはり安定財源の

確保は絶対必要だということであります。 

それから、様々な問題がありますけれども、まだまだ、社会保障の機能強化のた

めには、今、相当やったというけれども、まだ改善する余地はある。 

要するに、厚生労働省の分割・改革ということもありますけれども、ただ、今の

新型インフルエンザ体制、これは対策室だけで 200 人張り付けていますけれども、

ギリギリの状態であり、これ以上何か起こると我が省はもうもたないというぐらい

の感じなので、そういう観点も踏まえて、社会保障機能を担う役所としての効率化、

機動力の強化ということもやはり考えなければいけないと思っております。 

そういうことから見て、再編議論をするときに、今、現場で全部を見ている立場

から見ると、そう簡単に分類できないといいますか、分けた方がいい面と、分けな

い方がいい面もいろいろあるのです。この前、申し上げましたけれども、医師の不

足で医療体制の強化をやる時、それでは、働いている宿直の医師の労働問題はどう

するのだという話があったりして、これは一緒にやった方がいい面もあります。た

だ、あまりにも負担が大き過ぎるということは言うまでもないものですから、そう

いうことも付言しておきたいと思います。また後で議論の時にいろいろと申し上げ

ます。 

（与謝野議員） 続いて、吉川議員、お願いします。 

（吉川議員） 民間議員資料「安心保障政策の具体化と安定財源の確保に向けて」に

基づき御説明いたします。 

１ページ目「１．安心保障政策の具体化に向けて」。 

 中期プログラムの別添工程表の具体化に向けて、機能強化する社会保障の全体像

を国民にわかりやすく提示し、必要となる負担について国民の納得を得る必要があ

る。 

 具体的には、2015 年までの医療、介護、少子化対策のサービス整備の具体案に

ついて、税制抜本改革を実施する前に国民に明らかにすべきであると私どもは考え

ております。 

 これは後ほども御説明しますが、今、既に舛添臨時議員からも御説明がありまし

た、国民に中福祉・中負担と言われる社会保障を盤石のものにするために、負担増

を求めるわけですから、これは国民の目からすると、中福祉・中負担と言われる社

会保障のうち、中福祉にほころびが出てきている。ほころびを縫い合わせる、ある

いは機能を強化するということで、そのために応分の負担の求めに応じるというわ

けですから、わかりやすく言えば、社会保障サービスの買い物をするという言い方

もできるだろうと思います。 

しかし、その買い物をする時、その買い物が現状では、例えて言えば福袋になっ

ているということだと思います。最近では、デパートの福袋も中身が見える福袋が

多いと聞いているのですが、やはり買い物をする時には中身が 100％わかることが

納得をして負担に応じる条件ではないでしょうか。 
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 したがって、先ほど舛添臨時議員からも御説明があったように、現在、厚生労働

省を中心にして、できるだけ中身をはっきりさせるよう、機能強化の中身を詰めて

いるわけです。英語でクリスタルクリアという表現がありますけれども、やはり自

分たちが買い物をする中身が 100％わかるように、その機能強化の中身をはっきり

させて、そして応分の負担増を求めていくことが必要だと思います。そのために、

この中身をしっかりと明確化するということは、極めて重要で急を要する作業だと

私どもは考えております。 

 具体論として、機能強化の基礎インフラである安心保障番号・カードの導入につ

いては、2011 年度までに実現すべきです。 

 この点につきまして、先ほど舛添臨時議員に御説明いただいた資料にもあります

が、厚生労働省の公式見解は、社会保障カードはイエス、社会保障番号はノーだと

私どもは理解しています。番号については、技術的な問題が存在するというのは、

我々も認識しております。しかし、番号がノーというのは、少し狭い議論ではない

か。狭い城に立てこもっているのではないかと思っております。 

 やはり、社会保障番号・カードでわかりやすいのは、国民それぞれに１つの番号、

１つのカードが理想ではないでしょうか。そうしたことを実現するために、省庁横

断的に検討すべきテーマであると考えております。内閣で責任を持って検討体制を

構築すべきではないでしょうか。 

 今回の経済危機対策及び関連補正予算においては、工程表に掲げられた社会保障

の機能強化の前倒し的な措置が盛り込まれております。今回の対応が時限措置であ

ることを中期プログラムにおいて明確化するとともに、その後の対応については、

財源確保と併せて検討すべきであると考えます。 

 雇用を軸とした安心保障政策群のうち、子育て・低所得就業者への給付付き税額

控除についても、税制抜本改革と併せて、年度内に具体的な制度設計の論点・方向

性を提示すべきである。 

 いわゆる「幼保制度の一元化」については、総理から明確な御指示をいただいた

と理解しております。幼児教育の無償化についても、財源と併せて総合的に検討す

べきだと思います。 

 修学困難な高校生・大学生等への奨学金の拡充、あるいは単身高齢者支援につい

ても、税制の改革と併せて、必要な財源を確保した上で実現すべきです。 

 ２ページ目「２．施策の裏づけとなる安定的財源の確保」であります。 

 「雇用」を軸とした安心保障政策の構築や社会保障のほころびの是正に向けて、

「中期プログラム」を維持しつつ、以下の考え方に沿って、税制抜本改革に併せて

財源を確保し、施策を具体化すべきである。 

 頭の整理の概念図を用意いたしました。３ページ目、横長の図であります。 

 「中期プログラム」というものを政府が昨年末に閣議決定したわけでありますが、

そこの別添表では、社会保障の機能強化についても工程表という形で明示しており

ます。 

その「中期プログラム」では、もう一つ大切な論点として、持続可能な社会保障
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の構築に向け、将来世代への責任を果たす観点から、現世代の安心確保とバランス

をとって安定財源を確保するべきだとした論点もあるわけであります。これは３ペ

ージ目の図でいいますと、左側の「中期プログラム」であります。 

 それと並んで、今回の補正にも盛り込まれたわけですが、格差の是正・固定化を

防止する様々な政策がございます。３ページの図では、中央に書いてあります。安

心と活力を両立する観点から、これまでの安心実現集中審議を踏まえて、格差の是

正・固定化防止の政策で少子化対策に含まれる重要施策については、財源の在り方

を含めて、中期プログラムの枠内での確立・制度化を検討する必要がある。 

 つまり、３ページ目の図にありますとおり、オーバーラップしているところがあ

るわけで、そのオーバーラップしているところでグレーゾーンというのがあるわけ

ですが、少子化対策については中期プログラムの中で財源の在り方を含めて、確

立・制度化を検討する。 

 また、その他の雇用を軸とした安心保障政策等については、これも税制抜本改革

や歳出歳入改革の中で、そのための所要財源を確保するということが必要である。 

 なお、３ページの図では、教育・雇用は、活力という切り口にももちろん関係す

るわけですが、その点はこの黄色い成長力強化関連の様々な政策とかみ合う部分も

あるということでございます。 

 いずれにしても、頭の整理の図として、３ページ目にこのような図を用意してみ

ました。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言ください。 

（鳩山議員） 今の３ページ目の介護の居住系サービスの拡充というのは、どういう

意味ですか。 

（吉川議員） これは、国民会議の時も介護について、様々な議論をされたのですが、

要するに要介護の高齢者の方や介護施設に入っていただく方と、それから、それ

ぞれの自宅での介護の方と、両方考えるということで、専門家の方々の１つの大

きな見方としては、医療と介護をそれぞれの守備範囲を少し整理する必要がある

というのが１つ。それから、今度は介護の中で、たった今、私が申し上げたとお

り、施設系と、居住系というのは自宅での介護も含めてということですが、そこ

の関連を整理して、できることであれば、少し居住系の介護等も考えていく必要

があるのではないかというのが、国民会議のときに専門家の方々のおっしゃった

ことなのですが、この点については、厚生労働大臣にも補足していただけたらと

思います。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（鳩山議員） 私は、一時グループホームの研究をしたことがあるのです。 

 １つは、特養（特別養護老人ホーム）のような施設へ行って、あれは４人部屋な

のですか、昔は６人部屋、今は４人部屋でしょうか。４人部屋のところでアンケー

トを取って、老人ホームの中で一番好きな人は誰かと聞くと、まず、自分と同じ部

屋の人は書かない。つまり、同じ部屋では人間関係がうまくいかない。 

 したがって、やはりグループホームというのは定員が９人以下で１桁ということ
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だけれども、本当に幸せな老後というのはグループホームではないか。 

 もう１つは、ヘルパーのような人たちにグループホームで面倒を見てもらう方が

はるかに幸せ感に満ちているはずだという、大体その２点ぐらいが結論なのです。 

 ですから、グループホームというのは幾つぐらいあればいいのかというと、仮に

定員が 10 人と考えて、日本に小中学校が３万校あって、それに対してグループホ

ームが５か所ずつあったとして、15 万かける 10 人で 150 万人しか入れない。そこ

のところが問題なのですけれども、先ほどの舛添臨時議員の資料の方にはグループ

ホームが入っている。グループホームというのは、いろいろな種類のグループホー

ムがあるわけですけれども、これは進み具合がすごく悪いのです。要するに、公立、

私立というのが随分ある。グループホームはどんどん増やそうという雰囲気ではな

いのですか。 

（舛添臨時議員） 説明資料「社会保障の機能強化に向けた今度の取組」の２ページ

の右も左も見ていただければわかるように、まさにグループホームが居住系サー

ビスになるわけです。 

それから、小規模多機能型居宅介護というものの現場を見ましたけれども、やっ

ていて、そこは本当に住みながらという感じで、要するに介護のニーズが多様化し

たわけです。やはりずっと一月 30 日間全部自分の家でみるというのは大変なので、

デイサービスも必要だし、いろいろなメニューがあって、今日は在宅だけれども、

明日は預けるとか、次は老健に託す、その自由度がないものだから、みんな老健に

順番待ちする。グループホーム、その他老健など、まず、預けられるところをたく

さん作って、その上での自分の家でということでないといけないのではないか。理

想は在宅で、介護保険というのは在宅のためにやったのですけれども、なかなか介

護する側から見ると、別のところに預けることで助かるところもあるので、そうい

うことで基盤整備をやりたい。どんどんニーズが多様化していますので、グループ

ホームは非常に良いと思います。 

 これは、ユニット型で、個室を推奨しているのですけれども、これは設備投資が

かかり過ぎるなどいろいろある。逆にお年寄りが１人では不安だというのもあって、

相部屋が良いという声もあるので、なかなか難しいところである。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（岩田議員） 舛添臨時議員に２点、質問をしたいのですが、説明資料「社会保障の

機能強化に向けた今後の取組」の２ページ目に「新技術、効率化等への対応」と

いうところがあるのですけれども、その中で経済財政諮問会議でも議論してきた

レセプト原則完全オンライン化が挙がっているが、これは 2011 年度までに完成す

るといいますか、オンライン化するというふうに理解してよろしいのかというの

が１点目。 

２点目は、「2015 年に向けての取組の方向性」の左側の欄なのですが、以前から

医療の新技術や効率化などは非常に大事な問題だと思っているのです。つまり、コ

ストだけが増えていくといいますか、それだけだと、やはりなかなか理解ができに

くいのではないかと言っておりまして、この効率化等への対応で、2015 年までの
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分は、何か具体例がここでは挙がっておらず、これだと 2011 年で終わってしまう

が、そこは何かお考えになっているかどうか。 

（舛添臨時議員） まず、レセプトのオンライン化は、原則やるということなのです

が、例えば特に歯科医師会を含めて、医師会もそうですけれども、小規模でコン

ピュータを使えない人が廃業するなど、ものすごくいろいろな声が上がっていま

すので、例外措置や経過措置、それから医師会が代行していい等、そういう様々

な経過措置を加えております。基本的には、これをやることによって経費もかか

りませんし、それからいろいろなデータの蓄積も可能になる、いろいろなプラス

がありますから、我々はそういう方向でやっていく。 

 行政としては進めていきつつ、今、言った代行とか、いろいろな対応で、本当に

お困りの方々は、これは面倒見ますという形です。 

 ２点目の質問での、2011 年ごろまでの当面の取組みということで、１ページ目

の上に書いていますように、まずは、2011 年ごろまでに以下の取組を積極的に実

施するということで、その先は大体こういう施策の延長線でやる。 

 例えば２ページ目の医師と看護師等の役割分担の推進なんていうことを、この前

の議論のナースプラクティショナーみたいな話になってくると、要するに医師や看

護師、医療サービス提供者の教育をどうするかという話になってくるので、これは、

医師や看護師の養成をどうするかというところまで踏み込めれば、2015 年までそ

ういうことが出ますけれども、今は、やはりスキルミックスというか、そういう形

で積み上げていかざるを得ません。 

 また、例えば今年から 1.5 倍に医師の数を増やすということでやっていきますか

ら、そうすると、当然 2015 年は 10 年計画の中に入ってくるわけです。恐らく 2015

年ぐらいには、今度は増やし過ぎではないかという声が出てくる可能性があるので、

その見直しも必要かもしれません。 

 そういうことで、今は、2011 年から 2012 年ぐらいまでに確実にやれるというこ

とを示して、そこから先は、その延長線で更に考えると、そのように御理解いただ

ければと思います。 

 要するに、やはり安定財源、お金がなければできないということもはっきり言っ

てあるのです。 

（与謝野議員） 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） １つだけ申し上げたいと思いますが、安心保障番号について。 

（舛添臨時議員） 社会保障番号ですか。 

（三村議員） 安心保障番号と民間議員では言っているので、これは社会保障番号と

同じことです。これは是非とも実現すべきだと思います。メリットが相当あると

思います。したがって、やや議論がまだ残っているのは、各種のメリットをまだ

十分認識されてないのではないか。納税の面でもありますし、いろいろな面でメ

リットがありますので、このメリットをきちっと認識し、その上でどういう課題

があるのかということを詰めて、これを推進するということを是非ともお願いし

たいと思います。 
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（鳩山議員） これは住基ネットとはどうなるのですか。 

（三村議員） つなげられると思います。 

（鳩山議員） つなげられると良いですね。今のお話では住民カードでｅ－Ｔａｘと

かみんな出来るのですからね。 

（三村議員） そのとおりです。 

（二階議員） 舛添臨時議員から出された、いわゆる工程表は大変力作といいますか、

よくやっていただいていると思うのですが、これをいよいよ具体化するというこ

とに当たっては、先ほどからお話のとおりですが、医療、介護、保育という面で、

利用者の側に立って、国民の方が受けるサービスはどんなことになるのかという

ことを具体的に示すことが大事だと。ここのところがスタートにおいて大変大事

だと思います。 

 お話にもありましたように、財源について国民の理解を得るためには、今後の取

組について国民の皆さんがわかりやすく実感できる形で、何回も何回も丁寧に説明

する必要があると思います。 

 今日も国会でエコポイントの議論があったのですが、これは全然かみ合ってない

ですね。あの人たちは、また別の考えを主張されているからなのですが、そういう

点ではエコポイントよりも何倍も難しいと思うのです。それだけ丁寧に説明をして

いかねばならないことだと思います。 

 それから、今の安心保障番号、社会保障番号とも言われるのでしょうが、これを

導入すると、一人ひとりにとって、どのようなサービスが受けられるのかというこ

とも国民の皆さんによく示して、「それだったらひとつやりましょう」と積極的に

出てくるようなことに是非していただきたいと思います。 

（麻生議長） レセプトのオンライン化とか社会保障番号を入れた方が、経費は少な

くサービスは良くなるといったこともあるのではないか。 

（舛添臨時議員） だから、初期投資のお金が必要になるので、それを補助するとい

うようなことを言っているのですが、あと数年で医者を辞めるのに、そんな投資

はできないと。それから、患者の数も少ないのでペイしないといった声もある。

だから、大きなところはやっているのです。 

（麻生議長） レセプトをオンライン化しても利益がないじゃないかという人がいる

のです。そこのところはどうでしょう。 

（舛添臨時議員） ただ、国家全体にとっては、紙で何億枚とやることを考えれば、

相当良いですね。 

（与謝野議員） ちょっと質問があるのですが、社会保障国民会議の付表があります

ね。それと今日舛添臨時議員が出されたものとは一致しているのですか。 

（吉川議員） 方向としては一致しています。ただし、特に医療とかそういう分野に

なると、具体的に最後を詰めなければいけないのです。そこが方向としてはもち

ろん一致しているわけですけれども、まだ抽象的なところがあるわけで、そこを

最後のところまで詰めて国民に示す必要があるだろうということですね。 

 また、今お話に出ている社会保障番号でも、先ほどの医療保険でも高額療養費制
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度、月額の自己負担の上限が保険の柱だと思うのですが、こういうものでも、もっ

と合理化できると思います。また、医療保険と介護保険での合算の上限を抑える制

度も昨年度から厚生労働省で導入されて、考え方は大変良いと思うのですが、これ

も名寄せができないですから、年度が終わったところで、申請すると後日差額を還

付というやり方だと思いますが、こういう制度は国民にわかりにくいと思います。

やはりリアルタイムで経済的な負担がしかるべく抑えられる制度が設計されるべ

きだと思いますし、そういうことも社会保障番号・カードで可能になると思います。

雇用の方でもずっと議論してきた、非正規雇用の人たちの雇用の問題でも社会保障

番号・カードというのは、それなりに効果を発揮するのではないでしょうか。 

 ですから、そういうことも含めて、工程表で厚生労働省の方でやられている大き

な方向は同じだと思いますが、負担を求める前に、私の先ほどの例えで言えば、福

袋の中身をできるだけはっきりさせる必要があるのではないかと考えます。 

（麻生議長） こんなにもうかるのですよ、安くなりますよという福袋の中身ですね。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（張議員） 皆様のお話をなぞるような話で恐縮なのですけれども、先ほどのお話で、

社会保障国民会議では医療、介護、年金、少子化対策の４分野を採り上げていた

が、その後で経済財政諮問会議では雇用や教育へといわゆる広義の社会保障とい

うことになると思いますから、これらの政策も全部含めて、実施の判断、必要財

源の見極め、具体的制度設計などを、それぞれ目標時期を明確にして、政策決定

プロセスが国民の目によく見えるように、言ってみれば「見える化」ということ

を是非考えていただきたいと思います。 

（与謝野議員） 最後にプレスを入れまして、総理から御発言いただきますが、今回

で安心実現集中審議として必要な議論を一通り行うことができましたので、次回

はとりまとめを行いたいと思っております。 

 それでは、プレスが入って総理から御発言をいただきます。 

 

（報道関係者入室） 

 

（与謝野議員） それでは、総理からお願いします。 

（麻生議長） これまで、安心保障政策ということに関しまして、主として高齢者中

心の社会保障の話とか、そういった問題ばかりに集中したように思いますけれど

も、若者もしくは子育て世代への支援というのは、官民問わず国を挙げて取り組

むべきもう一つの最重要課題になってきているのだと思います。 

 したがって、若者への投資を拡大して、持てる能力が発揮できるように、また、

子育て過程においても、子育てと就労が両立できるように全力を尽くしたい。こう

いったことは制度の問題もありますし、もちろん財源の話もありますし、いろいろ

な問題を考えなければならないことですが、今この問題は待ったなしに対応しなけ

ればならない時にきていると思っている。そのためには、景気対策というものに勝

るとも劣らないぐらい大胆なことをやらなければいけないと思っておりますので、
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是非、今から、舛添大臣もいらっしゃるが、ここは厚生労働省だけの話ではなくて、

関係閣僚も、相当な覚悟で取り組んで、今回作ります基本方針に是非反映をさせて

いただきますように、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） ありがとうございました。 

 それでは、以上で本日の経済財政諮問会議を閉会させていただきます。 

 

（以 上） 


