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第 2 回 経済活性化戦略会合 議事要旨 

１．日  時：平成 14 年 2 月 15 日(金) 13:30～15:00 

２．場  所：内閣府共用第 3 特別会議室（226 会議室） 

３．出 席 者    ：牛尾治朗経済財政諮問会議議員、吉川洋同議員、伊藤客員主任研究官、 

松下副大臣、亀井大臣政務官、小平政策統括官、坂政策統括官、薦田内閣

官房審議官、中城審議官、竹内審議官、磯部審議官、岡本審議官、大村審

議官、谷内審議官、宮城参事官、田中参事官、二川参事官、塩澤参事官、

田和企画官 他 

４．議  題：有識者ヒアリング「高齢化、介護」 

（１）小倉 昌男氏 

  （財団法人ヤマト福祉財団 理事長） 

（２）竹中 ナミ氏 

  （社会福祉法人プロップ・ステーション 理事長） 

（３）福武 總一郎氏 

    （(株)ベネッセコーポレーション 代表取締役社長） 

５．議事内容： 

（１） 小倉昌男氏による説明 

○ 障害者の雇用は問題が多い。実際に障害者が働いているかというと、「障害者の雇用

の促進に関する法律」があり、企業は常用労働者の 1.8％障害者を雇わなければいけな

いが、厚生労働省の発表によると、1.47％となっている。理由の一つは罰則がないこと。

また、障害者雇用調整金があり、雇っていないところから罰金をとり、たくさん雇用

しているところには助成金を出すという飴と鞭のやり方では、企業は 5 万円払えば済

む。また、そのお金のやりとりを厚生労働省所管の日本障害者雇用促進協会に委託し

ているが、「行政産業」化している。 

○ 障害者は、働けないというのは、企業で雇っていないから。公的には、通所授産施設

という社会福祉法人の認可をもらっているものが、約 940 ある。そこには、措置費と

いうことで税金が使われ、施設の費用や職員の人件費に使われている。その概算は、

身体障害者の施設で 3,500 万円、知的障害者の施設で 5,000 万円、精神障害者の施設で

2,400 万円出ており、職員は地方公務員並みの給料をもらう一方、障害者の給料は約 1

万円。 

○ 基本的に障害者は保護されるべきというのは間違い。障害者の自立を助ける施策、ノ

ーマライゼーションが中心になるべき。障害者年金は大雑把に言って一人年間約 100

万円。１ヵ月約 8 万円。それでは生活できないので、せめて７万円くらい収入を得る

手段として、今、スワン・ベーカリーの運動を進めている。広島のあるベーカリーか

ら指導を受けて、パンを店頭で焼いて売っており、小泉総理他、ベーカー駐日米国大

使等にも来て頂き好評だった。障害者は約 20 人働いており、給料は 10 万円だが、こ

れは健常者に比べて半分くらいの労働時間であることからそうなっている。社会福祉
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法人にしていないのは、措置費をもらうかわりに制約が多いから。措置費のせいで障

害者に対して社会福祉法人で払える月給が１万円というのはおかしいからこのような

試みをしている。 

○ 都会ではパン屋を、地方ではスワン・ネットで炭焼きをしている。障害者が働く意欲

があるにもかかわらず、働く場がない。障害者に働く生きがいを与えることを目標に

している。和歌山市のある社会福祉法人の施設長の伊藤さんは、障害者が税金を払い、

結婚して自立するように薦めている。また、群馬県太田市長は、スワン・ベーカリー

を市役所の中に作る計画を進めている。 

○ 結局、社会福祉法人は駄目。国のお金が出るので、職員はいいが、働く人の月給は１

万円。社会福祉法人はやめて、何でも好きなようにできる株式会社を薦めている。 

 

（２） 竹中ナミ氏による説明 

○ プロップステーションは、コンピュータのネットワークを使って、障害者の方々が仕

事をできるようにサポートしており、建物もなくバーチャルな活動で、措置費を受け

ないＮＰO 的な第２種社会福祉法人。私自身も現時点で給料はないが、この活動を 10

年続けている。活動を始めたきっかけは、重症心身障害者の娘を授かったことだった

が、30 年前は、まだ障害者を持つ親が子を殺して死ぬ、あるいは医者のアドバイスも

ないような時代だった。 

○ 障害をもつ人々の世界は、日本では法律に基づく障害の種別の縦割りになっており、

小さなパイを取り合っているというのが現状。また、障害者を隔離して保護すること

によって、障害者の意欲、知恵や能力を生かしきっていない日本の福祉に納得できな

かった。障害を持つ娘を通した体験から、介護の手立てやお金がかかることを認識し、

少子高齢化が進む中で、障害者の比率が高まってくれば、このままの福祉や教育の状

況ではいけないという危機感を持っている。 

○ 10 年前にプロップステーションでコンピュータ通信を始めたが、インターネットなど

を使う仕事は障害の有無に拘わらずできる。プロップステーションに登録して仕事を

されている方は、現在全国で 100 名程度に達している。コンピュータはビジネスツー

ルというより、人間のコミュニケーションや「学び」、「働く」という流れに大きな力

を発揮している。 

○ しかし、日本では法定雇用率の規定により、正規雇用の形で、しかも雇用率にまつわ

る納付金の流れが情報公開されていない中で、自宅から、あるいは介護を受けながら

というような身の丈にあった、多様で新しい働き方を支援する制度がないのが残念。

○ 法定雇用率の制度は、人間が数字としてやりとりされているのが悲しい。一人一人の

障害者のスキルを発揮して誇り高い納税者になっていただくのが政策として重要なポ

イント。また、税制そのものも根幹から見直して、働けないといわれている人たちの

中にかなりの働ける人々がいることから、いかに働ける人を増やすかということが少

子高齢化社会を乗り切る道だと考える。 

○ プロップステーションでは、障害者と呼ばずに、「チャレンジド」という米語で呼ん
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でいる。これは、アメリカで、ハンディキャップとかディサビリティと言う言葉が、

マイナス部分を強調しているので、神から「使命」や「挑戦」を与えられた人たちを

納税者にという、ケネディ大統領の 1962 年の教書で語られたことに端を発した言葉。

ブッシュ元大統領の時に、アメリカン・ディサビリティ・アクトによって、すべての

障害を持つ人が働き、学ぶ、機会の平等を得て、納税者になっていくという国の法律

が固まった。 

○ 米国防総省の中に「ＣＡＰ」(Computer/Electronic Accommodations Program: 電子調整プ

ログラム)という組織があり、最高の科学技術を最重度の障害者の方に提供して、政府

機関で働けるように取り組んでいるが、プロップステーションはこの組織と連携をし

ながら、諸外国の手法を取り入れつつも、日本にあった手法の確立に取り組んでいる。

○ IT は、コンピュータソフトの開発が進み、さまざまな障害を持つ人なりの勉強の仕方

が可能になっている。画一的な、マイナスを埋めていく福祉ではなく、残っている可

能性を引き出す福祉にしていかなければならない。これは、新しい予算が必要なこと

ではない。 

○ 現在の労働行政における障害者の能力開発事業は、障害者に月 10 万円くらいお金を

支給して勉強してもらっている。一方、プロップでは、障害者が年金の中からパソコ

ンを買い、受講費を払っても元を取るという意識で努力をされている。全て差し上げ

るということで、勉強にまで保護をすることで逆効果になっている。助成の制度が不

明瞭な点も多く、費用対効果をはっきり出せば、予算の割り振りで相当の方が働ける

チャレンジドになっていけると思っている。 

 

（３） 福武總一郎氏による説明 

○ ベネッセの方向は、自分や自分の家族がしてもらいたいサービスを事業化する。例え

ば、岡山の女子高の再建を頼まれ、将来の人口動態の情報をもとに、看護・介護の専

門学校に変えたところ、求人倍率の非常に高い学校になった。高齢化社会の中で、大

きな産業になるという意味で、介護の分野に大きな期待を持っている。 

○ 介護サービス利用者の選択の自由が保証され、サービス提供者の参入機会が平等であ

ることが重要。現状は、平成 12 年の社会福祉事業法の社会福祉法への改定により、利

用者利益の保護、地域における社会福祉の増進を目的として定義し、民間企業の在宅

サービスの提供が可能となった。また、特定施設やグループホームへの参入も可能と

なったのは大きな前進。 

○ 今年４月から、「新型ケアハウス」に民間参入できるようになったことで、制度とし

ての整備はされつつあるが、従来、介護分野では厚生労働省は施設型より在宅型を進

めていたが、高齢者の残存能力を生かしながら共同生活をしていく形のサービスの満

足度、効率性が高いことが分かってきており、民間としては施設型の方向に重点的に

取り組んでいただきたい。 

○ 産業育成のために求められる制度について、まず、介護が高齢化社会において社会的

なインフラと考えると、施設型をベースにして、公設民営型がもっと可能になるよう
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にしてほしい。遊休資産や、既存の施設を有効活用し、施設保有者とサービス提供者

を分けて、サービスの内容を情報開示することで、質の確保が可能となる。 

○ そのためには、地方自治法で、行政財産の目的振替ができないか、また、行政財産か

ら普通財産への転換を容易にすることが出来ないか。この点で、新型ケアハウスの考

え方は画期的な発想。国としてもこの新しいスキームを地方自治体に積極的に働きか

けてほしい。 

○ サービス提供者の参入機会の平等について、民間企業の参入なくしては、多様なサー

ビスの提供や福祉予算の増大への歯止めがかからない。イコールフッティング化と市

場原理に基づくサービス提供の環境整備が必要。 

○ 資料にあるとおり、施設入所者と居宅生活者の負担構造について、社会福祉法人の特

養、有料老人ホーム等の特定施設、自宅の在宅サービスを比べると、特養はホテルコ

スト(住居費用)を含め、全体費用の大体 4 分の３の補助がでるのに対して、民間の特定

施設は明らかに保険給付が少なく、イコールフッティングからは程遠い。特養の施設

整備費を無くすとか、特定施設にその分をまわすなどの工夫が必要。 

○ 現在、厚生労働省が個室型のグループケア方式がいいということで、個室型の新型特

養を認めたが、将来歪みを生じないために民間とのイコールフッティングができてか

ら、新型特養を推進すべき。 

○ 公設民営の「民」について、解釈として社会福祉法人が民と捉えられて、コンペに社

会福祉法人しか参加できない例がありこれは許されない。民間企業のコンペへの参加

を確保してほしい。 

○ 介護は、雇用吸収力の大きな魅力的な職場になると考えられるが、現在の介護保険の

報酬額は上限であり、働いても努力が認められない仕組みであり、介護報酬額を下限

とし上乗せサービスを認める方向に早く持っていってほしい。 

○ 利用者の選択の自由を推進するために、バウチャー制度の導入をお願いしたい。内閣

府の政策統括官の論文にもバウチャー制度について書かれているが、保育だけでなく、

教育や介護の分野にも導入してほしい。 

○ 雇用面で、社会保障・人口問題研究所によると、1997 年当時の推計で、施設介護希望

の要介護者が 2015 年で 147 万人、施設定員が 75 万ということで、70 数万人のギャッ

プをどう埋めるのか考えなければならない。厚生労働省も、ゴールドプラン21の中で、

2004 年に、介護労働力の需要が 100 万人になるという試算を出していることからよく

考えていただきたい。 

○ 介護を産業化する意味で、社会福祉法第 2 条で規定されている、第 1 種事業(養護老人

ホーム、特養等)、第 2 種事業(老人居宅介護事業、デイサービス等)について、産業と

して育成していくのならば、例えば第 1 種事業を弱者救済のセーフティネットととし

て整備して、第２種をイコールフットと市場原理に基づく介護サービスにして、民間

企業、NPO 等多様な主体が参加できるように新しい区分けをしてほしい。更に産業と

して支援するならば、新第 1 種は厚生労働省の所管に残し、新第２種事業を厚生労働

省から経済産業省の所管に変えるくらいの大胆さがほしい。 
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○ 公設民営や PFI のような、ミニ公共事業を介護の分野でどんどん行うことで、景気の

浮揚にもつながるのではないか。また、地域がいろいろな知恵を出すことも出来るよ

うになる。 

 

（４） 牛尾議員による挨拶 

○ 3 人の方々の問題提起の中で、福武さんの介護の問題における思想と、障害者の問題

における小倉さん、竹中さんの思想には非常に共通点がある。これらの分野は、高度

成長期の古いタイプの社会福祉の考え方が邪魔になっており、また障害者に関しては、

保護の段階から一歩も進んでいない。 

○ ほとんどの健常者も健常でない部分を持っており、障害者も健常部分があり、健常者

の多くは障害者に対して平等だという意識が欠如している。行政部分にも、障害者を

助けるという意識では、民営化はできない。介護の問題でも、基本的には、自由な参

入を認めて、民間で出来ない部分だけを国がするという、21 世紀型の福祉のあり方が

必要。福祉産業の既得権者は行政で、これを開放しなければいけない。 

○ 経済産業の活性化について、21 世紀の社会が活性化することで、経済が活性化すると

いう順番で考えることが必要。従来、経済と考えていなかった、福祉、介護、文化等

のあらゆる分野が社会活性の源泉になって、それに経済が結びついて、新しい経済の

活性化を考えるというのが数回にわたるヒアリングの我々の構想。 

 

（５） 自由討議 

（伊藤研究官） 

○ 小倉さんのお話では、民間が参加することに意義があるが、そのような参加の機会を

拡大するため、規制緩和かもしれないが、何か方法があるか。 

（小倉氏） 

○ 障害者は能力が劣ると経営者は思いがちだが、実際に雇ってみると、少々効率は落ち

るが、健常の社員に思いやりが生まれ、職場の雰囲気が良くなるなど、本業にもいい

影響が出たという話がある。そういう意味では、雇用促進法の罰則規定を作ってはど

うか。1.8％の法定雇用率は、5%のドイツ等と比べると低い。障害者を差別すれば、法

的に制裁を受けるようにすべき。例えば、精神障害者のための施設や、授産施設を作

ることに対して、施設ができると子供が危ないからとＰＴＡ等の反対を受ける。要す

るに心のバリアフリーがない。議員立法で、障害者基本法に差別に対する罰則を盛り

込んでほしい。 

(伊藤研究官) 

○ 竹中さんにお伺いしたいが、多様な働き方を大事にするということに非常に共感を覚

えるが、例えば、竹中さんの仕事の分野ではどのようなことが必要か。 

（竹中氏） 

○ いちばん簡単なのは、法定雇用率は正規雇用に限って、職安を通じてやりとりをしな

ければいけないという規制がある。プロップステーションは、厚生労働省から重度障
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害者の在宅雇用と就労の支援機関という認定を頂いている。施設のベッドの上で会社

を起こしたという例もあり、アルバイト、請負、SOHO、自営などの多様な働き方を後

押しできるような制度が必要。雇用率だけを企業に課すのではなく、罰則の話もあっ

たが、むしろ、企業や自治体が仕事のあるパーセンテージを、正規雇用に限らずアウ

トソースすることを導入しただけで、何千人の人がいっきに雇用されるだろう。それ

に加えて、アウトソースした仕事ができるように、教育の分野に企業が援助した場合

には、社会的に支援をしたという位置付けにするなど、罰則よりも奨励できるような

後押しの制度がいいのではないか。罰則であるがゆえに、企業が抜け道探しをしがち

である。国際労働機関でも雇用率一辺倒を見直すことを進めているし、特段の予算が

なくても企業は動き始めるのは間違いない。 

（亀井政務官） 

○ 竹中さんと福武さんにお伺いしたい。日本の場合、高齢者福祉には熱心だが、障害者

に対する福祉への取組みがまだまだ少ない。親が若い場合は、在宅型でいいだろうが、

先を考えると、施設型で障害者が働ける場が必要だと思うが、親の立場ではどう考え

られるか。 

○ 福武さんにお伺いしたいのは、公設民営で、社会福祉法人だけではなく、もっと民に

というお話があったが、特養などではこれまで社会福祉法人がやっており、国から半

分、県から 4 分の１の補助を受けているが、規格が高いものを求められるためにお金

がかかり、実際半分以上を借金して、それを返すために困っているのが実態。かつて

は、診療報酬請求ができて、利益を出せたが、今は出来ないので理事長が納入品の値

段を全部決めて、寄付金をもらってやっている。私の地元では、施設を町に作らせて、

運営を社会福祉法人にさせることによって措置費を全部使えるので良い介護ができる

ようになった。民間に全部任せると利益追求型になってしまって困るので、社会福祉

法人でいいのではという考え方があるがいかがか。 

（福武氏） 

○ 今の先生の考え方は間違っているので、全面的に改めていただきたい。社会福祉法人

であろうと民間企業であろうと、良いサービスをしていくという上で差をつけてはい

けない。選ぶのは利用者。参入主体は平等であるべき。三鷹市において、保育の分野

で公設民営でさせていただいたが、コンペを行い、委託の形だが従来、1 億 8 千万円か

かっていたのが、8 千万円弱で前よりいいサービスを提供できるようになった。こうい

う実績が民間企業にあることを理解いただきたい。 

(竹中氏) 

○ 親やチャレンジドも十人十色。30 年前に、障害を持つ子供を殺して自分も死にたいと

いっていた親が、30 年経ってもこの子より後に死にたいといっているのを見て、これ

で経済大国日本なのかと悲しく思う。親として、できる限り保護し、少しでも社会に

守られて最後は自分の方が 1 日後に死にたいという論調が定着しすぎている。本当に

子供に力があっても、作業所や授産所が本当の働き場所になっていかないという事の

方が問題なのに問題のすり替えが起きている。日本では、障害者基礎年金制度によっ
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て、障害１級、2 級の方々が月 7~10 万円くらいの年金を受け取っているが、これだけ

ではもちろん生活できない。世界中をみたときに、手帳をもらって一律にこれだけの

お金がでている国はない。その上に自力で積むことがない、あるいはできないのが悲

惨。スウェーデンやデンマークでは、例えばコンピュータを使って在宅で 10 万円稼い

でいる人が、その人からも 28%の税金を徴収し、本人も税金を払うのが権利だと言っ

ている。アメリカでも、国の政策として障害者を納税者にするという政策をとってき

た。何故日本でできないのか。 

○ 資料にあるように、女性の議員さんたちが立ち上がってくれて、ユニバーサル社会を

形成し、すべての人が力を発揮できて、いわゆる世間が勝手に決めた弱者ではなく、

本当に保護の必要な人を守れる国を作るための法律を打ち立てていこうとしている。

先進諸国すべてで少子高齢化が大きな問題になっており、日本が世界に先駆けて、少

子高齢社会をこういう風に乗り切るというモデルになれたら、これは最も大きな世界

に向けて輸出できる産業になると思っている。プロップはその実験プロジェクトのつ

もりでやっている。 

（牛尾議員） 

○ 自由に参入できて、障害者は自分で働きたい人が働けるという環境整備に政府はお金

を使うべきであって、この論理がいわゆる第１世代の社会福祉論と第２世代の大きな

違いであるが、なかなか乗り越えられていない。アメリカだと障害者が一人で住める

のに、日本ではそうなっていない。そのような環境整備、体制作りをアメリカから学

べばよい。 

(松下副大臣) 

○ 鹿児島から出てきている衆議院議員だが、自分も地元に帰る度に、特養の施設等をみ

ている。授産所に行くと破魔矢を作っており、その報酬は何円単位ではなく何銭とい

うようなやり取りの世界である。これはあまり知られていないことで、もう少しサポ

ートする必要がある。法も必要だが、むしろ自立していくようにするのが大事なこと

である。国のお金をどれだけどこに入れるべきかということについて、地元で議論に

なっている例を紹介しよう。公的資金を使って温泉プールにレストランや体を鍛える

機械のついた施設整備を行っている。会社は第３セクターで、社長は町長、役員は役

場の人たちで、作るときに 3,000 万くらいのお金を使っている上、毎年赤字だから 800

万のお金がかかる。鹿児島に帰る度に、その施設付近の旅館や商店街からお客をとら

れると責められる。町長としては、作ってしまったから原価割れでも値引きして客を

呼んでいる。まさに、民業圧迫の例。そういうものはやめて、新型のケアハウスなど

にお金を使うように知恵を出す仕組みを作る必要がある。新過疎法が２年前に制定さ

れ、過疎脱却のチャンスが出てきたが、町村長の中には、過疎に指定されたことを喜

ぶところもあり、こういう文化の根っこを変えなければならない。 

(竹中氏) 

○ 日本の福祉は、結果として「しゃがんでぼたもちが落ちてくるのを待っている」よう

ないびつな人を生み出している。自分でやっていこうという気概よりも、福祉を差し
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上げることでかたを付けてきたつけがまわっている。ニーズを感じている人自身に自

覚をさせて、できるように後押しし、変なことをすれば市場から脱退するような制度・

仕組みを作るだけでいい。 

(福武氏) 

○ 社会福祉法人は慈善とか博愛という福祉の純粋な気持ちでされているのがほとんど

だと思うが、これからの高齢化社会を支えるにはそういう方たちだけでは問題。では

その方々を市場原理に放り込んでいいのかという問題もあり、先ほど申し上げた新１

種という考え方で、在宅であれ施設であれ、純然たる福祉でやっていく。これは、市

場原理で行き過ぎるという風潮もあるので、そこの区分けを明確にしていく。 

(牛尾議員) 

○ そういうものが共存すると、イコールフッティングが崩れる場合があるのではないか。 

(福武氏) 

○ イコールフッティングはこれからのテーマ。例えば施設整備費をなくすとか、特養の

場合は利用者の自己負担額が 5 万円前後だが、今、5 万円で生活できるのは恵まれすぎ

ているのではないか。自己負担額を上げて、その分を施設整備に回せばいいのではな

いか。 

(坂統括官) 

○ 規制改革を担当しているが、福武さんの話にもあったが、教育とか慈善とか博愛には

憲法 89 条の問題で、国が金を出してはいけないことになっている。国が金を出せるの

は、何らかの支配をしている時だけになっている。しかし、現在では、保育とか介護

は、必ずしも慈善や博愛という区分けをする必要がないのではないか。例えば、税金

について、福武さんのところは税金を払う、社会福祉法人は払わなくていいというよ

うに区別すればいいのではないか。 

(小倉氏) 

○ 基本的な考え方として、福祉は尊い、金儲けは汚いという考え方が間違っている。社

会的就労、福祉的就労という言葉は１万円の給料を正当化するためのロジックになっ

ている。社会的に 1 万円でやっている崇高な仕事と、金儲けで 10 万円払っているのと、

どちらが障害者のためになるのか、どちらが障害者は幸せかはっきりしている。市場

原理を導入した方がよい。空き缶つぶしや牛乳パックを切り刻むなど、はじめからな

りたたず、リサイクルと福祉就労が結びついてやっとなりたっていること。消費者が

求めることは何か。焼き芋屋になって金儲けしたほうがいいよと言っている。 

(磯部審議官) 

○ 福武さんから、バウチャーの話が出ましたが、バウチャーをやる場合、在宅の人にも

出さないと公平にならないのではないか、またそうすれば財政的な負担が大きくなる

と思うが、その辺はどうか。 

(福武氏) 

○ 在宅でも当然バウチャーはよい。財政的負担がかかると言う意味がわからない。例え

ば、今の介護保険だと使ったか使わないかわかりにくい。一方、バウチャーは渡した
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ままでよいので、ＩＣカード等を活用すればあとの事務処理が楽で財政管理はしやす

くなる。 

(磯部審議官) 

○ 小倉さんに伺いたい。ヤマト財団でお金があったので銀座や赤坂に店を出し、経営が

できたのではないかと思うが、今後の方向として、第２、第３のヤマト財団のような

形でやっていくのがいいのか、あるいは、授産施設のようなものでやっていくのがい

いのか。 

（小倉氏） 

○ スワンベーカリーは、一切お金は渡さない、独立採算。払えなくなったらつぶれる、

フランチャイズ。原材料の仕入れや技術指導などは共同で行う。 

（伊藤研究官） 

○ 銀座の店を取得した資金はどこから出ているか。 

（小倉氏） 

○ 主体は、社会福祉法人もあるし、無認可法人もあり、一軒一軒違うが、事業計画を見

て、それが確かかどうか、設備投資はやっていけるか、給料はいくら払う予定か、な

どをチェックする。10 万円給料を払わないと認めていない。市場原理であり、つぶれ

るかもしれない。 

 

以上 

 

 なお、本議事概要は、速報のため事務局の責任において作成したものであり、事後修正

の可能性があります。 

 

(連絡先) 

内閣府 政策統括官(経済財政-経済社会システム担当)付 

参事官(経済社会システム総括担当)付  TEL：03-3581-0783 

 


