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（開催要領） 

1．開催日時：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） 

 
（概要） 

（与謝野議員） 本日は、舛添大臣にも参加いただき「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」について審議をいただく。 

（舛添臨時議員） 資料「社会保障の機能強化に向けた今後の取組」を基に説明する。１

ページ目。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

次説明を申し上げた。 

 それで、社会保障の機能強化に向けては「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あり、2015 年に向けた取組みの方
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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する。 

 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、実行に移すこととする。 

 そのため、まずは年金制度の機能強化の第一歩として、今、審議する国庫負担２分の

１法案を実現させたいということであり、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、少子化対策だが、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、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、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。 

 資料の次のページ、医療・介護。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、

医師と看護師等との役割分担の推進、つまりチーム医療の推進というようなこと。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、資料右側の青い方で、地域医療再生基金を 3,100 億円

積んでおり、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年ごとを目途

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づけるということで、

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るので、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。 

 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

だが、今回の新型インフルエンザのワクチンの開発や、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。 

 介護だが、2015 年に向けて、地域包括ケアの実現、介護サービスの機能強化、また、

介護従事者の待遇改善をしなければならない。 

 そのための取組みが介護サービス基盤整備。今回の補正でも 3,300 億円の予算を措置

して、老健等の施設整備を行う。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％アップだが、更に月額約１万 5,000 円のアップを図るということで、直接賃金

に反映させるという仕組みを行っている。 

 医療と介護の連携も行い、診療報酬改定でも、連携したサービスがうまくいくように

検討していきたいと思う。 

 社会保障カード（仮称）の実現に向けて環境整備を進める。 

 ３ページ目、「安心活力の実現に向けた雇用対策」。雇用に対しては相当頑張って取り

組んでいる。21 年度補正予算案の約 2.5 兆円により、さまざまな支援策に取り組んで
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きている。 

 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、産業間労働移動

の促進。 

 働き方の改革等で、ワークライフバランスといったことをきちんとやりたいと思って

いる。労働関係法令の遵守に向けた監督体制をしっかりやる。 

 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

にしわ寄せが行く。 

 非正規労働者への総合対策は、さまざまな支援を行い、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だが、すごいことをやっているという感じである。 

 また、雇用創出をしないといけないので、取り組んで行きたい。 

 このような取り組みを行うためにも、ポイントは、2011 年ぐらいまでの「中期プロ

グラム」の「工程表」に関する取組みであり、安定財源の確保は絶対必要だということ。 

 さまざまな問題があるが、社会保障の機能強化のためには、相当やってはいるが、ま

だ改善する余地はある。 

 厚生労働省の分割・改革ということもあるが、新型インフルエンザ体制は、対策室だ

けで 200 人張り付けているが、ギリギリの状態であり、そのような観点も踏まえて、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考えねばならないと

思っている。 

 再編議論をするときに、現場で全部を見ている立場からすると、そう簡単に分類でき

ない側面もあり、分けた方がいい面と、分けない方がいい面といろいろある。医者不足

で医療体制の強化をやるとき、働いている宿直の医者の労働問題はどうするのかという

話があったりして、一緒にやった方がいい面もある。ただ、余りにも負担が大き過ぎる

ということは言うまでもないので、付言しておきたいと思う。 

（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

き説明する。 

 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考えている。 

 後ほども説明するが、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。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、中福祉のほころびを縫い合わせる、あるいは機能を強化するために応分の負担の

求めに応じるというわけだから、社会保障サービスの買い物をするという言い方もでき

るだろうと思う。 

 しかし、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う。

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が、買い物をすると

きには中身が 100％わかることが納得し負担に応じる条件ではないだろうか。 

 したがって、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ある。英語でクリスタルクリアという表現があるが、

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

応分の負担増を求めていくことが必要だと思う。機能強化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考えている。 

 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。 
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 この点について、厚生労働省は、社会保障カードはイエス、社会保障番号はノーだと

理解している。番号については、技術的な問題が存在するというのは、認識しているが、

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

いかと思っている。 

 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

ドが理想ではないだろうか。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いる。内閣で責任を持って検討体制を構築すべきではないだろう

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いる。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る。 

 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。 

 「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い

る。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と考える。 

 修学困難な高校生・大学生等への奨学金の拡充や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。 

 ２ページ目「２．施策の裏づけとなる安定的財源の確保」。 

 「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。 

 ３ページ目、横長の図は整理の概念図である。 

 「中期プログラム」を政府が昨年末に閣議決定したわけであるが、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いる。 

 「中期プログラム」では、もう１つ大切な論点として、持続可能な社会保障の構築に

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。 

 それと並んで、今回の補正にも盛り込まれたわけだが、格差の是正・固定化を防止す

るさまざまな政策がある。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。 

 ３ページ目の図にあるとおり、オーバーラップしているところがあり、オーバーラッ

プしているところでグレーゾーンがあるわけだが、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。 

 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。 

 ３ページの図では、教育・雇用は、活力という切り口にも勿論関係するわけだが、そ

の点は成長力強化関連のさまざまな政策とかみ合う部分もある。 

（鳩山議員） ３ページ目の図の介護の居住系サービスの拡充というのは、どのような意

味なのか。 

（吉川議員） 国民会議のときも介護について、さまざまな議論をされたが、要介護の高

齢者の方や介護施設に入っていただく方と、自宅での介護の方と、両方考えるというこ

平成 21 年第 13 回経済財政諮問会議 

4



と。専門家の方々の大きな見方としては、医療と介護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、介護の中で、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だが、その関連を整理して、できれば、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。この点については、厚労大臣にも補足していただけたらと思う。 

（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。 

 １つは、特養のような施設へ行き、４人部屋で、一番好きな人はだれかというアンケ

ートを取ったが、自分の部屋の人は書かない。同じ部屋では人間関係がうまくいかない。 

 したがって、グループホームというのは定員が９人以下で１桁であり、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

かに幸福感に満ちているはずだということが結論である。 

 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３万校あり、その地域に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。そこが問題。グループホームには、いろいろな種

類のグループホームがあるわけだが、進み具合が悪い。グループホームは増やそうとい

う雰囲気ではないのか。 

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

覧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あ

る。 

 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た。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ある。一月 30 日間ずっと

自分のうちで見るというのは大変なので、デイサービスも必要となる。色々なメニュー

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つくって、その上での自分の家でということでないと。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だが、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るので、グループホームは非常にいいと思

う。 

 これは、ユニット型で、個室を推奨しているが、これは設備投資がかかり過ぎるなど

色々ある。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、そこはなかなか難しいところである。 

（岩田議員） 舛添臨時議員に２点質問する。１点目は、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」とあり、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 年度までに完全にオンライン化すると理解して良いのか。 

 ２点目は、「2015 年に向けての取組の方向性」という左側の欄だが、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。つまり、コストだけが増えて

いくだけというのは、やはりなかなか理解が得にくい。この効率化等への対応で、2015

年までの分は、ここでは具体例が挙がっておらず、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のか。 

（舛添臨時議員） レセプトのオンライン化は、原則やるということだが、小規模でコン

ピュータを使えない人が廃業するなど、色々な声が上がっているので、例外措置や経過

措置、それから代行など、さまざまな経過措置を加えている。基本的には、レセプトの
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オンライン化をやることによって経費もかからないし、それから色々なデータの蓄積も

可能になる、いろんなプラスがあるので、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、申し上げた代行などの対応で、本当にお困りの方々

は面倒を見るという形。 

 ２点目の質問についてだが、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るように、2011 年ごろまでに以下の取組み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は、この前の議論のナースプラ

クティショナーのような話になってくると、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った、そういう形で積み上げていかざるを得ない。 

 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。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、それの見直しも必

要かもしれない。 

 そういうことで、今は、11 年から 12 年ぐらいまでに確実にやれるよということを示

して、そこから先は、その延長線で更に考えると、そういうふうに御理解いただければ

と思う。 

 要するに、やはり安定財源がなければできないということもはっきり言ってある。 

（三村議員） 安心保障番号、これは社会保障番号と同じことだが、これは是非とも実現

すべきである。メリットが相当あると思う。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。納税の面でもあるし、いろんな面でメ

リットがあるので、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。 

（二階議員） 舛添大臣から提出された工程表は、大変力作で、よく取り組んでいただい

ていると思うが、これをいよいよ具体化するということに当たっては、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である。ここのところがスタートにおいて大変

大事だと思う。 

 お話にもあったように、財源について国民の理解を得るためには、今後の取組みにつ

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。 

 エコポイントよりも何倍も難しいと思う。それだけ丁寧に説明をしていかねばならな

いことだと思う。 

 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だろうが、これを導入す

ると、一人一人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。 

（麻生議長） 社会保障番号を入れた方が、経費は少なくサービスはよくなるといったこ

ともあるのではないか。 

（舛添臨時議員） 初期投資の金が要るので、それを補助すると言っているが、患者の数

が少ないのに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。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。 

（与謝野議員） 社会保障国民会議の付表があるが、本日、舛添大臣が提出されたものと
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は一致しているのか。 

（吉川議員） 方向としては一致している。ただし、特に医療などの分野になると、具体

的に最後詰めなければいけない。方向としては勿論一致しているが、まだ抽象的なとこ

ろがあるので、そこを詰めて、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

思う。 

 また、今お話に出ている社会保障番号でも、医療保険でも高額療養費制度、月額の自

己負担の上限が保険の柱だと思うが、こういうものでももっと合理化できると思う。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導入されて、考え方は大変

良いと思うが、これも名寄せができないので、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になると思うが、こういう制度は国民にわかりにくいと思う。

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

と思うし、そういうことも社保番号・カードで可能になると思う。雇用の方でもずっと

議論してきた、非正規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だろうか。 

 だから、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

は同じだと思うが、負担を求める前に、私が先ほど申し上げた例えで言えば、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ている。 

（張議員） 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も議論してきた。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。 

（与謝野議員） 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たの

で、次回はとりまとめを行いたい。 

（麻生議長） これまで、安心保障政策に関して、主として高齢者中心の社会保障の問題

ばかりに集中したように思うが、若者もしくは子育て世代への支援は、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と思う。 

 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

ての過程においても、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、勿論財源の話もあるし、色々な問題を考えなければならない

ことだが、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いるので、舛添大臣もいらっしゃるが、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、基本方針に是非反映をさせていただ

くように、よろしくお願い申し上げる。 

 

（以 上） 


