
161-参・厚生労働委員会 平成 16年 11月 16日 

※生活保護、年金課税、年金問題、兵庫労働局問題など 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 まず、今の議論ですけれども、結局、大臣おっしゃったとおり、その生活保

護のその補助率引下げの部分、税源移譲で賄うというのはまあそのとおりだと、

おっしゃっているのはそういうことだと思うんですね。それは、具体的には住

民税の税率を三段階になっているのを一〇％に一律課税すると、こういうよう

な考え方の下に税源移譲するということなんでしょうけれども、しかしそんな

に、今の大阪の話でしたけど、そこにぴったりそれが自主財源としてのるのか

と、この部分があるわけですよね。その部分が足らざれば交付税で賄うよと、

こういう説明になっているのかもしれませんけれども、そういうことまでしな

きゃいけないのと。 

 そもそも、生活保護というものが、国が憲法で定めたものからきている、あ

の健康で文化的な最低限の生活を保障するという、その国の本来の責務を果た

すということを財政的にどうやっていくかということで、中を見直すのは、そ

れはあり得ると思うんですよ、いろいろ運用の、運用といいますか、実際うま

く機能しているのかとか不正受給がないかとか自立支援をしようとかですね、

それはあると思うんですが、しかし根本的に国が保障するという、そこに一番

根源があったはずなわけですね。そのことをこういうような形で何か非常に変

則的なことをしていくことがどうなのかと、この部分だと思うんですね。私、

予算委員会でも聞きましたけれどもね。だからその部分だと思うんですよ。そ

こが問われていると思うんですね。 

 まあ、これ予定外ですけど、そこの部分だけ、ちょっと御見解をお示しくだ

さい。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） 国と地方との、どういう負担をするか、協力し合

うかというのは、その都度その都度のいろんな状況の中でそれなりに変化もす

るものだろうと思っております。したがいまして、生活保護についても十分の

七のときもありましたし、まあいろいろ変化をしておる。その中で今回、私ど

もが補助率を下げるということを御提案申し上げたということでありまして、

補助率が変わることが、今おっしゃるように憲法二十五条の話だろうと思いま

すが、その辺との絡みで、何というんでしょうか、おかしいという話ではない

と私は考えております。 



○辻泰弘君 私はおかしいと思いますけれども、まあこれはまたの議論にいた

しまして、元々のところに入っていきたいと思いますが。 

 まず最初に、大臣、先般十一月九日にこの委員会でこういうことをおっしゃ

っていました。「大臣になりまして本当に自分が無力なことに腹が立つときがあ

ります。」と、このようにおっしゃったわけでございます。私のようなまだ一年

生の平の野党議員であれば、そういう無力さを痛感するというのももちろんあ

り得るんでございますけれども、大臣におなりになった方が、大臣になりまし

て本当に自分が無力だというふうに思われるというのは、私は率直に言って情

けないと思うんです。 

 やはり、大臣はしかるべき権限もお持ちなわけでございますし、やはり、も

っと本当に時間を掛けて一生懸命やられた結果としてそうだというなら分から

なくはないんですが、一か月しかたっていないのに大臣になって自分が無力で

腹が立つというのは、私は率直に言って御見識として情けなく思っているんで

すけど、しっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、いかがですか。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） これまた誤解を与えたかなと思いますが、あのと

き申し上げたことは、難病の皆さんが来られますと、で、本当に寝たきりの方

が大臣室に来られるんです。そのときの思いを言ったものですから、今みたい

なふうに誤解されて申し訳ないと、こういうふうに思います。 

 

○辻泰弘君 まあ私も専門じゃありませんけど、医療の部分でしてあげられな

いというのは、それはそういう部分は分からなくはないんですが、しかし、そ

れにしたって、大臣の立場でですよ、その方々に対しての医療に対する給付の

部分だとか、あるいは福祉的な部分でやろうと思ったらできることがあるわけ

じゃないですか。だからそれも一緒にして無力であるというのは、私は違うと

思うんですよ。 

 このことで議論をするつもりありませんけれども、やはり大臣は、一つの日

本の政府の極めて重要な一閣僚でいらっしゃるわけですから、当然のことです

けれども、権限もお持ちなわけですから、自ら無力だなどと言わないで、力の

限りやっていただいて、必ずできることがあるはずですから、そういうことで

取り組んでいただきたいということを冒頭申し上げておきたいと思うわけでご

ざいます。 

 それで、さっき山本委員がおっしゃったことで、大事なことが幾つかあった

ので、ちょっと関連してお聞きしたいと思うんですよ。 

 それで、一つ、マクロ経済スライドのことをおっしゃって、その経済成長率

との関係のことをおっしゃって、マクロ経済と付いているから経済成長率と関



係あるような感じで最後ちょっとおっしゃったように思うんだけど、基本的に

はそれは違う話ですよね。年金局長、基本的に違いますよね。 

 

○政府参考人（渡辺芳樹君） マクロ経済スライドに用います指標は、まあ大

臣もよく御承知でございますし…… 

 

○辻泰弘君 もう分かっているから。 

 

○政府参考人（渡辺芳樹君） 先生も御承知ですが、公的年金の被保険者数総

体とそれから六十五歳以上の方々の平均余命の伸びということでございます。 

 もとより、それに基づきます財政再計算をやる上で関連の経済指標とのどの

ぐらいの関係にあるのか、可能な範囲でいろんな比較をしながら企画を進めて

いくわけでございますけれども、制度的には、御指摘のとおり、そうした二つ

のファクターを法律に明記しているところであります。 

 

○辻泰弘君 まあ、もっと端的に答えたらいいと思いますけれども。 

 はっきり言いまして、だから、そういうことで物価上昇率、賃金上昇率から、

今のその被保険者数の減少率とそれから平均余命の伸びと、〇・六と〇・三足

した〇・九を差っ引くと、こういうことでスライドさせていくということであ

って、だから、経済成長率とは直接的な連動性はないということだと思うんで

すよ。 

 ただ、大きな意味においての賃金上昇だとか物価上昇というものが経済成長

率ともある程度リンクしてくるんじゃないかということは言えるかもしれませ

んが、先ほどの議論というのは経済成長率ということとほぼ限定したようなこ

とだったと思いますから、そういう意味においては連動性はないということだ

と私は思うんです。それはまあそれでいいです。 

 それともう一つ、先ほど後でフォローされたんですけれども、潜在的国民負

担率五〇％のことの御議論ございました。それで、大臣はその閣議で決定して

いる骨太の方針の中にそれが入っているから、そういう意味においてはそれを

一つ尊重されるというお立場であることは、それは分かるんですけれども、し

かし、これまでの坂口大臣のときの御見解では、経済財政諮問会議にも出され

ていたわけですけれども、そもそも指標としてどうなのかと。 

 すなわち、国民所得分のその租税負担と社会保障負担になるわけですけれど

も、その分母の方のその要素費用表示の国民所得というものがその間接税を除

外するということで統計作っていますから、ヨーロッパなんかの間接税が中心

のところは分母が小さくなるわけですよね。だから、そういう状況の中で比較



すること自体いかがかということを示しておられたわけですよね。だから、そ

ういう意味ではＧＤＰ比にすべきじゃないかというのを文書でも出しておられ

たわけです。そのことが一つある。また、五〇％という数値自体が、なぜ五〇％

でなきゃならぬのかという根本的な議論も、議論というか疑問もあると。 

 こういうことから、これらの両面から、厚生労働省としてはその潜在的国民

負担率五〇％論には一線を画すといいますか、まあ私自身、ある程度その政府

の大きさを見るよすがとしてはそれしかないというふうに私も思っているんで

すけれども、しかし、それがすべてではない。それであらゆるものを縛ること

は、それは政策論としてはおかしいし、また社会保障を語る上ではなおおかし

いといいますか、そういう位置付けだったと思うんですけれども、そこを変え

るということになるのかどうか、そこを聞きたいんです。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） 先ほど来お答えしておりますように、骨太の方針

に「例えば」が付いておりますが、書いてあることは事実でありますから、そ

のことを否定はできません。そのことは一つの事実として申し上げたわけであ

ります。 

 ただ、私どもの立場というのは、立場というか思いというのは先ほど来また

申し上げておるところでありますし、坂口大臣の御発言も言っていただきまし

たが、そうした思いがあるということも、また当然の私どもの立場からすれば

思いでございます。 

 

○辻泰弘君 その辺、次とは言いませんけれども、一度しっかりとその整合性

といいますか、まあ坂口さんの線を変えるというのは、それはそれで一つの見

識かもしれません。ただ、その部分は私は坂口さんの論に私個人は賛成でござ

いますけれども、その辺、大臣も今までの御主張はどちらかといえば政府の閣

議決定に合わせるというお考えだったと思う、御意見だったように私は受け止

めましたので、そこは少ししっかりとまあ研究をしていただいて、まあ政府決

定に沿わないということはおっしゃることはできないでしょうけれども、その

部分の基本的な認識はやはりしっかりとお持ちいただきたいということを申し

上げておきたいと思うんです。 

 それで、もう一つありましたのは、先ほど山本委員の質問の例の社会保障給

付と経済成長の伸びという部分についてなんですね。これは実は経済財政諮問

会議でも、その四人の民間学者、実業家の方々の御意見というのがあって、例

えば十月二十二日のそのときには意見書を出していて、経済規模の伸びに合わ

せた社会保障給付にすると、それから全体の給付費を経済成長の伸びに見合っ

たものにする必要があると、あるいは公的医療と介護を合わせて給付費をＧＤ



Ｐの伸び率以下に抑制することが考えられると、こういうような考え方を出し

ておられるのがあるわけなんです。 

 それで、先ほど山本委員がおっしゃったように、大臣のこの間のあの答弁で

は、年金はそういう考え方に沿ってうまくいったんだと、全体の社会保障の伸

び率を抑制しながら年金みたいなやり方で抑えていけば何とか収まるじゃない

かというふうにおっしゃっていて、これをつなげてみると、民間のその四者の

方々がおっしゃっているトーンに大臣の見解が符合するんじゃないかと思うん

ですけれども、それは違うんですか。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） 繰り返しこれも申し上げておりますように、私ど

もは、社会保障を担当する立場から必要なものを積み立てていくと、いくべき

だということを繰り返し主張しておるところでありまして、そうしたいと思っ

ております。 

 ただ、そうしたことが、そうしたキャップをはめようという財政を重視する

立場の皆さんの思いと一致すればこれ以上いいことはないわけでありますから、

何とかそういうふうに我々も抑制、無駄遣いはしないように努力をしていかな

きゃいかぬということを申し上げておるつもりであります。 

 

○辻泰弘君 より具体的に聞きますと、例えば坂口大臣は平成十四年七月四日

の本委員会で、医療というのは経済の動向とかなり独立したものだと思うと、

経済の動向と医療の動向とが余り乖離がないようにしてほしいという話がある

けれども、それは無理だと私は率直に申し上げていると、こういう御意見がご

ざいました。このことについてどう思っていらっしゃるかです、大臣。 

 

○委員長（岸宏一君） 大臣ですか。 

 

○辻泰弘君 医療と経済の関係ですね。今は年金は成長率とリンクされてうま

くいったとおっしゃっているわけですけれども、しからば医療とか介護につい

てはどうなのかと。経済成長と連動させるという考え方を持つのかどうかとい

うその部分です。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） まずは保険局長に答えさせます。 

 

○委員長（岸宏一君） いいですか、保険局長が答えて。 

 

○辻泰弘君 いや、余り好ましくないというか、時間がないからね。結論だけ



でいいです。結論だけでいいです。 

 

○政府参考人（水田邦雄君） 医療費と経済の伸びの関係でございますけれど

も、医療費につきましては、端的に申し上げまして、老人医療の、老人の、高

齢者の人口増という要因がございます。単純に人口の要因だけでなくて、医療

費の需要が高い老人が伸びるという要素がございますんで、単純に経済と、そ

れだけの要素ではございませんけれども、単純に経済との連動ということは認

められないように思います。 

 

○辻泰弘君 大臣、今のを受けて、そういうことを私御質問したんです。すな

わち、医療というものの伸びと経済成長率との連動性ということについて、坂

口大臣は、それは根本的にないんだと、連動性はないんだと、そういうことを

おっしゃっているんですよ。独立していると、それぞれの動きはね。まあ、あ

る意味当然な話なんですけれども、そこのことをどうお考えかということです。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） そういう意味で、医療と経済が、伸びがとか、結

び付くものではないと考えます。 

 

○辻泰弘君 ないことはないと……。 

 

○委員長（岸宏一君） ない、ないと考えますと。 

 

○辻泰弘君 ないことはないと、ないことと、ないと考えるというのは、まあ

えらい違いでございますけれども。 

 そこで、ここは実は大変なことで、先ほどの民間四委員の意見は、公的医療、

介護を合わせて、年金も合わせてＧＤＰの伸び率に抑えるんだと、こういうこ

とを言っているわけなんですよ。それで、私は率直に言って、大臣のこの間の

答弁は、年金についてはそうだと、しかし医療と介護はまた違うんだよと。だ

って、景気がいいから医者に行く、行かないって関係ない話ですからね。介護

だって、要介護になるかどうかというのはその景気とは関係ない話ですから。

ただ、年金は、さっきの話じゃないですけれども、大きくとらえたら、経済の

成長とある程度リンクするということは言えるということはあるわけです。 

 だから、そういう意味で、私は何も事務方を務めているわけじゃありません

けれども、その大臣のあれをそういうふうにとらえるならば理解できると、こ

ういうふうに持っていってあげる必要が私はないんですけれども、そういうふ

うなことだというふうになさいますか。 



○国務大臣（尾辻秀久君） 大変有り難い解釈していただきまして、私が申し

上げたかったのもそういうことであります。何か表現がちょっとまずかったか

なというふうには思っております。 

 

○辻泰弘君 じゃ、ちょっと年金とかかかわってきたんで、そこで年金課税の

ことで前回の委員会で、予算委員会でしたけれどもね、御質問し切れなかった

部分があって、その部分をちょっと簡単でいいからお答えいただきたいんです。 

 と申しますのは、今年度の税制改正で老年者控除が廃止され公的年金等控除

が縮小されたということがあって、それが国税においては来年一月から掛かる、

地方税についてはその一年後から掛かると。そのことは、結局、その課税対象

が増えるということは、その国保の保険料と介護の保険料の賦課対象も広がる

ということですから、そういう意味では、これまで払ってなかった人が払わな

いかぬ、又は、これまで払っていた人がより払わなきゃいけないと、こういう

ふうな負担になるということがありましたもんですから、それが前国会で議論

になって、私も三月十二日に予算委員会で聞いたときに、坂口大臣から、介護

についても国保についてもそれなりに、今後の改革の中でその負担の在り方に

ついて配慮したいと、こういう答弁をいただいていたわけです。それを踏まえ

てこの間、十月二十一日の予算委員会で私がお聞きしましたときに、「私もそれ

を後退させることはいたしません」と、「具体的な答えはもう少しお待ちいただ

きますようにお願いを申し上げます。」と、こういうことになっているわけなん

です。 

 それの具体的な中身を問おうと思ったらちょっとそこで終わっちゃったんで

すけれども、その部分について方針をお示しいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） あのときの御答弁で私の数字が混乱いたしました

ことは、改めておわびを申し上げたいと思います。 

 そこで、この問題は平成十八年度からの保険料の取扱いに関するものでござ

いますが、この前もお答え申しましたように、私といたしましても、坂口前大

臣の御答弁を踏まえながら、年金課税の見直しの考え方、介護保険及び国民健

康保険における保険料徴収の考え方などを総合的に勘案しつつ検討しなければ

ならないと考えておるところでございます。 

 介護保険制度に関しましては、平成十八年までの間に制度全般の見直しを予

定をいたしております。保険料につきましては、年金課税の見直しも踏まえま

して、市町村が被保険者の所得状況に応じ、きめ細かな保険料段階を設定する

など、弾力的な設定を可能にすることで被保険者の負担能力を適切に反映した

ものとなるよう検討をしているところでございます。 



 国民健康保険制度に関しましては、緩和措置を講じるべきかどうかについて、

負担能力に応じた適切な負担という観点から、年金受給者の保険料負担への具

体的な影響のみならず、緩和措置を講ずることにより生じる年金受給者以外の

被保険者の保険料負担増等についても考慮しつつ検討することが必要であると

考えております。 

 

○辻泰弘君 ちょっと順序が逆になりましたけれども、これによっての影響に

ついて、財務省、総務省、それぞれちょっと簡単に教えていただけますでしょ

うか。どれぐらいの対象者にかかわってくるかということです。 

 

○政府参考人（加藤治彦君） 所得税についてお答え申し上げます。 

 今回の見直しによりまして、現在年金の受給を受けておられる方約二千五百

万人のうち、その五分の一に当たる五百万人程度の方が今回の見直しによって

課税の変動があると考えております。 

 

○政府参考人（小室裕一君） 地方税、個人住民税の方でございますけれども、

今回の年金課税の見直しによって影響を受ける者ですけれども、年金受給人員

約二千五百万人のうち、約六分の一に当たる四百万人程度と見込んでおります。 

 

○辻泰弘君 国保も介護も基本的には市町村の主体になっているわけですから、

国が言ってそれですぐ動くというものじゃないですけれども、そのことも承知

の上で私は坂口さんにお聞きをして、坂口さんはその上で、その分も地方と調

整をしたいと、こういうふうにおっしゃったわけなんです。 

 ですから、国がある程度決めたのに沿ってもらうという部分が残るとは思い

ますけれども、介護の場合はもうそんなに時間があるわけじゃないわけですね。

あっ、保険料の設定はその後になるんですね。今度の連動はその先になります

から、十八年度になりますからね、少しあるけれども。しかし、保険料のこと

を今度の改革の中でお決めになることになるんでしょうから、そういう意味に

おいては近く決めにゃいかぬ。国保の場合はもう一年後になるかもしれません

ね。 

 だから、そういう意味において、いずれにしても、坂口さんのおっしゃった

精神を踏襲していただくということがやはり大事だと思いますので、その世代

間格差の解消という意味での高齢者の方に負担してもらおうということから出

発したということは理解していますけれども、しかし、それに予期せぬ連動の

部分は遮断しておこうというのもそれは一つあったわけですから、その部分に

ついてはやはり対応していただくというお約束でございますので、しっかりと



お取り組みいただくようにお願いしておきたいと思うわけでございます。 

 それで、前回の質問のことでちょっと確認をしておきたいんですけれども、

私が前回の十一月四日の質問のときに、日本が持っている雇用対策基本計画、

これが余りにも古ぼけてしまっていて現実にそぐわなくなっているじゃないか

と、このように申し上げました。一例としては、もう既に日本にない法律に基

づきこうするんだということを書いていると、そういうことを申し上げたとき

に大臣は、その計画について承知していなかった不明を恥じたいとおっしゃっ

ていただいて、今日帰りまして直ちにもう一回読み直してみますと。それから、

今指摘のようなことがあったなら、それは放置できないことでありますから、

直ちにしかるべく手を打つつもりでと、こういうふうに言っていただいたんで

すけれども、どのように御対処いただくでしょうか。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） お約束をいたしましたから、あの後帰りまして、

御指摘の点について確認をいたしました。 

 地域改善対策特別措置法や緊急地域雇用特別交付金といった施策については、

計画の策定当初から失効することを前提として記述されていると、こういうこ

とでございました。もう一回申し上げますと、最初から、計画作ったときから

失効することを前提にして書いてあるものであるから、当然失効するのである

と、失効したのであると。だから、これをもって現行計画を変えるという理由

にはならない、こういう説明でございました。 

 そこで、それはそれであるかもしれないけれども、この計画、何年からだと

聞きましたら、一九九九年にできておるわけでありますから、そして何年もた

すつもりかと言うと、十二年もたすつもりだと、こう言いますので、そこはこ

んな日進月歩の時代に十二年もたすというのはどうかねと、実は私率直に申し

たところでございます。 

 そうしましたら、今、雇用政策研究会などで新しい検討を始めたところであ

るから、そうしたものの検討結果次第でまたこの問題を考えたいと、こういう

ふうに言っておりまして、今省内で議論をいたしておりますので、しばらくそ

の議論をお待ちいただければと、こういうふうに思います。 

 

○辻泰弘君 今、大臣がお示しになった見解は、実はもう平成十四年八月八日

の決算委員会で私が坂口さんに聞いたときにそのことの答弁がありまして、こ

れも論理的におかしな話なんです。 

 というのは、その作った当初に失効することが分かっていたならば、なぜそ

の法律をそこに入れたのかと。十年、十二年先を、近々失効する法律が分かっ

ていたら逆に書かないのが見識というものじゃないかと。しかも、二〇〇一年



度に終わるようなそんな施策ものせていてですね。それは根本的に私は常識的

におかしいと思っているんですよ、はっきり言いまして。だから、それは、大

臣もだんだんやられる中で、役所に取り囲まれてだんだん役所の論理に染まっ

てきていらっしゃるんですけれども、しかし、この部分はやはり常識で考えて

いただきたいと思うんですよ。 

 日本が唯一持っている雇用に関する基本計画が、その中にもう既になくなっ

ている法律に基づくって書いていること自体が恥ずかしくてたまらないと私は

思うんですよ。一つが、一番象徴的なことですよ。 

 それ以外も状況が変わっているわけです。前も言いました、経済計画と雇用

計画が調和あるものにするというのが雇用対策法の規定になっているわけです

よね。だから、本来であれば、この間の平成十四年一月の「改革と展望」に変

わったときに変えているべきことだし、それまで高度成長のころはいつもそう

やってきたわけですよ、一回だけ例外ありますけどね。だけど、基本的にはそ

れでやってきたわけですよ。だから、それなのになぜやらないのか。 

 しかも、経済計画の方はローリングプランになって毎年、年度を変えること

になっているのに、こっち側の方はもう一九九九年ですから、五年以上前に作

ったものをずっと固定的で変えないと。これから、今のお話だと、七年も変え

ないって話になるわけですよね。だから、そのこと自体が私は本当に考えられ

ないというか、これはほかの行政全般に通じるものがあると思うんですよ。 

 だから、どうか大臣、余り染まらないで、常識、やっぱり私はある意味では

官僚機構に対置する政治家の存在といいますか、政治の存在のゆえんは、ある

意味では国民の代表であり、そこはある意味で常識だとか、そういう部分が機

能するということのプロセスだとも思うんですよね。だから、それはもちろん

専門的なことも必要なんですけれども、そういう部分もあるわけで、この部分

なんていうのは私はその象徴だと思うんですよ。 

 ですから、どうかこの部分ですね、今おっしゃったような研究会というのを

結論待つとかというんじゃなくて、是非大臣主導でこれはやっぱりちょっと変

えたらどうかと。大臣が、先ほど、無力かどうか、それで確認していただいた

らいいと思うんですよ。おっしゃったように、それで駄目だったら無力だと思

っていただいていいかもしれませんから。 

 ですから、是非、これで試していただいて、是非無力でないところを示して

いただいて、是非やれと言っていただきたいと、このように御要望申し上げて

おきたいと思います。 

 それで、ちょっと時間がなくなってきておりますんで、労働局のことでちょ

っとお聞きしておきます。 

 先般、十一月九日に会計検査院が決算の会計検査を発表されまして、その中



に広島労働局の平成七年から九年にかけて、年度にかけて四千万円の裏金が判

明したと、こういうことが出たわけです。 

 ただ、これは帳簿とかはもうなくなっているということだったはずなんです

けれども、それでも出てきたということで、それはそれで結構なことなんです

が、結構というか、調査として機能したという意味ではいいわけですけれども、

どうやってお調べになったかと、この部分をちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○説明員（増田峯明君） お答えを申し上げます。 

 今御指摘がありましたように、広島労働局におきまして、物品を購入したよ

うに書類を偽装するなどして庁費、委託費等から支出をし、これを別途に経理

して目的外の用途に使用するなどしていたものが、平成七年度から十四年度ま

で合計約一億七千三百二万円ございました。これを不当事項として、平成十五

年度決算検査報告に掲記しているところでございます。 

 このうち、平成九年度以前の分につきましては、今御指摘がございましたよ

うに、支出決議等に関する証拠書類等が保存期間五年ということで既に廃棄さ

れていたわけでございますが、本院といたしましては、九年度以前についても

不正支出が継続して行われていた可能性が高いと判断いたしまして、金融機関

の協力を得て、広島労働局から公金が振り込まれている架空名義の預金口座へ

の振り込み内容を支出簿等と突合するなどいたしまして検査した結果、約四千

八十三万円の不正支出が判明したものでございます。 

 

○辻泰弘君 今後も、前回の私に対する答弁でもそれぞれ調べていただくと、

毎年三十件ぐらいやっていらっしゃるんだというお話もあったと思いますけれ

ども、そういうことで、そういうことも含めて是非お取り組みいただいて、役

所に残っている帳簿以外のことでもいろいろお調べいただきたいということを

申し上げておきたいと思います。 

 それで、そもそも私、この件を追っ掛けていて、会計検査院の権限がある程

度限られてしまっているんだなというように思ったのが率直なところで、これ

はまた別の議論としてやらなきゃいけないと思っているんですけれども、現時

点で、会計検査院には押収とか処罰とか強制力というのがないように聞いてい

るんです。その辺確認をしたいと思うんですが、お願いします。 

 

○説明員（増田峯明君） お答えを申し上げます。 

 会計検査院の検査につきましては、お尋ねのような押収あるいは要求に従わ

ない場合の刑罰といった強制権限は付与されていないところでございます。 

 



○辻泰弘君 私は、今日こういうようないろいろな状況に当たると余計にそう

ですけれども、そもそもやはり会計検査院にはそういった権限も与えられてし

かるべきものじゃないかというふうに思うわけでございまして、今後そういう

問題意識を持って取り組んでいきたいと思うわけでございます。 

 それで、一つ厚生労働省にお聞きしますけれども、今回のこの不正経理事件

があったわけですが、これに類する書類の保存期間、求められている期間は何

年なんでしょうか。 

 

○政府参考人（鈴木直和君） 会計文書等の保存年限でございますが、これは

種類によって年限が違うものがございます。ほとんどが五年ということになっ

ております。それ以外では、例えば旅行命令簿等については三年あるいは支出

簿については十年という規定がございますが、その二つ以外はほとんどが五年

ということになっております。 

 

○辻泰弘君 そこで、大臣に私は御要請申し上げたいんですけれども、先ほど

の広島のときも、これは時限的なこともあってなくなっていたということもあ

るかもしれません。あるいは、兵庫の場合はなかったから見付かったという、

なかったから問題視されて広がっていったと、こういうこともあったというこ

とですが、いずれにいたしましても、その帳簿の破棄というものをないように

すると。すなわち、今の時点で持っているものは、帳簿については保存すべし

ということで、これは労働局にも各、省内いろんな機関にもですけれども、そ

の指示を出していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょう。 

 

○政府参考人（鈴木直和君） 書類自体は保存年限がございますので、それに

基本的には従うということでございます。ただ、問題等が発生した場合には、

そういった保存年限にかかわらず、そういった書類等を保存するように、そう

いった指示は出しております。 

 

○辻泰弘君 これは大事なところだと思いますので、そもそもそのルールがあ

るわけですから、それを破棄する方がおかしいわけですけれども、しかし、現

実にあるとすれば、そのことについて明示的に指示を出していただきたいと思

うんですけれども、官房長でいいですから、どうですか。 

 

○政府参考人（鈴木直和君） まず、保存年限ございますので、保存年限どお

り保存しておくべきことが基本でございます。それから同時に、その問題が生

じた場合には、それから調査するわけでございますから、それに関するものに



ついては、それ以降も調査が終わるまで保存していただくと、そういうのが基

本であろうというふうに考えておりまして、その点は地方局にも指示をしてお

ります。 

 

○辻泰弘君 指示をしているというのは、今回のことがあって指示したという

ことですか。 

 

○政府参考人（鈴木直和君） これは、文書の保存規程どおり保存しろという

のは従来から指示をしております。 

 

○辻泰弘君 だから、従来からということじゃなくて、私が、今日的にこうい

う事件があった以上、やはりそういう意味でも当然のことではあるんですけれ

ども、しかし当然のことであるならばこういうことは起こっていないわけです

から、だからこういう、ある意味では非常事態といいますか、ある意味では厚

生労働省の本当に命運を懸けるといいますか、国民の信頼にこたえるかどうか

瀬戸際みたいところで、私は本当は役所が一遍解散した方がいいんじゃないか

と思っているぐらいですけれども。 

 そういうような状況にあるわけですから、やはりそれは私は、本来元々そう

だけれども、とりわけこの時点でこういったものはしっかり保存せいというこ

とを指示を出していただきたいと思うんですけれども、いかがですか。 

 

○政府参考人（鈴木直和君） 先ほど指摘もありましたように、文書等が保存

年限にかかわらず廃棄されるということがあってはならないことでございます

ので、これについては改めて私の方から指示をしたいと考えております。 

 

○辻泰弘君 是非そういうことでお願いいたしたいと思います。 

 それで、用紙を配ってありまして、労働局に対する会計検査に際してチェッ

クポイントということで、私、ペーパーを出しております。それで、読んでい

ただいたらいいという、それまでですが、やはり議事録にとどめたいと思いま

すんで、ちょっと簡単に読ませていただきます。すなわち私が、こういうポイ

ントはやっぱりしっかりと踏まえて会計検査をしていただきたいということな

んですね。 

 一つ、帳簿書類の残存状況。一つ、厚生労働省の内部監査の状況。一つ、局

内における組織的資金のプール及び個人の任意拠出による資金のプールの状況。

一つ、架空経理・水増し経理などの不正経理の有無。一つ、不正経理が見られ

た場合、その手法、組織的関与の状況、責任者・実行行為者の特定。一つ、不



正経理により形成した金銭の管理状況、使途・支出状況。一つ、厚生労働省本

省からの出向者、訪問者に対する贈答及び接待の状況。一つ、厚生労働省本省

職員に対する金品の提供の状況。一つ、広島労働局、兵庫労働局の事案が発生

した後に本省から受けた指示の状況。一つ、広島労働局、兵庫労働局の事案が

発生した後に講じた対応策。 

 こういった、私として十ポイント挙げておりますけれども、こういったもの

を踏まえた上でしっかりと会計検査院として調査に当たっていただきたいと思

うんですけれども、まあ委員会として御要請するということを私は委員長にも

お願いしている過程ではございますけれども、前回の質問にも調べるというこ

とは答えていただいているんで、そういった意味でこの点を求めておきたいと

思うんですけれども、いかがでしょうか、会計検査院。 

 

○説明員（増田峯明君） お答えをいたします。 

 今後の検査の過程の中で、今お示しになったような点も念頭に置きながら、

私どもとして与えられた検査の権限の範囲内でしっかりと検査を実施していき

たいというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 権限がある意味では限られている中でありますけれども、やはり

会計検査院に求められている、ある意味では期待といいますか、そういった公

正な、正義を貫いていただく、そういった部分の期待は大きいと思いますので、

是非今の点も踏まえて取り組んでいただきたいと、御要請申し上げたいと思い

ます。 

 それで、限られた時間でございますけれども、あとちょっと監修料のことも

聞いておきたいと思うんですね。 

 それで、前回の委員会、前回といいますか、いつになりましたか記憶が必ず

しもあれですが、私がこの委員会で御質問をしまして、組織的プールというも

のがやはり腐敗の温床じゃないかと。ただ、その組織的プールと言うべきか、

個人の任意的な拠出によるものかと、こういうことで、その辺が必ずしも明確

じゃないというふうなことで、それは組織的プールじゃないんだということで

ずっと来られたわけですけれども。 

 この件に関しまして、その後ほどなく、十一月七日の某新聞の一面にそのこ

とが出たわけなんです。社会保険庁の監修料について、社会保険庁の経理課が

各課の庶務担当職員から吸い上げた上で各課に分配していたと、そういうこと

が載っているわけなんです。監修作業を行った各課の職員が監修料を業者から

受け取ることはほとんどなく、所属する課の庶務担当職員が代わりに口座振り

込みや現金で受領していたと。そして、各課の庶務担当職員は、こうして集め



た監修料のほぼ全額を同庁の予算編成などの業務を行う経理課予算班の担当職

員に現金で上納すると。予算班職員は集めた監修料を、各課が実際に行った監

修の作業量とは無関係に、各課に所属する職員の人数に応じて分配額を決め、

春秋二回に分けて各課の庶務担当職員に渡していたと、こういうことが出てお

りました。 

 率直に言って、私が質問したときに申し上げた一つの想定される流れとほぼ

符合するようなことが出ていて、これは新聞記事でございますからそれが正し

いと決めるわけにいかないんですけれども、私はある意味でなかなかその一つ

の説得力のある、筋をついたような報道だったと思っているんですが、これに

ついてこういうことがないと言い切れるかどうか、厚生労働省、御見解をお示

しいただきたいと思います。 

 

○政府参考人（小林和弘君） 社会保険庁の職員が監修料を受領していたとい

うその件に関しましては、警察の捜査が行われておりますニチネン企画関係の

ものを除きまして、先般調査結果を公表させていただいたところでございます。

しかしながら、今委員御指摘のような新聞報道、監修料について経理課が組織

的に吸い上げ、分配するというような仕組みがあるなど、さきの調査におきま

しては把握されておりませんでした具体的かつ詳細な状況が報道されておると

ころでございます。 

 報道された実態が本当に存在したのかどうかについて、事実関係の確認を進

めさせていただいているところでございます。現在、歴代の経理課の予算担当

職員、更には各課の庶務担当職員を始めといたしまして、職員への聞き取り調

査、聞き取り作業を行いながら、鋭意事実関係の解明に努めさせていただいて

おります。 

 いずれにいたしましても、さきの調査において十分な解明ができなかったこ

ういう状況に関するものでございますので、関係職員の発言を相互に照らし合

わせることなどしながら、慎重に作業を進めさせていただいているところでご

ざいます。 

 

○辻泰弘君 今の御説明も、前のその発表したときには解明できなかったもの

が出てきたと、こういう話なんですね。兵庫の労働局もですよ、元々三千万と

いうことで、八月二十七日でしたかね、その報告を出されて、その後に警察が

動いて、その結果として一億七千万とか二億とかそういうふうになっていると

いう話で、解明できなかったということなんですよ。 

 ですから、内部的にやられて報告を出して、それで済まないということをも

う幾つも重ねてこられているわけですよ。だから、本当に内部監査、内部検査



というのはどうなっているのかと本当に疑うんで、まあじゃどうするのという

と会計検査院とかに頼むということにならざるを得ないわけですけれどもね。 

 それで、今の問題も非常に大きなところだと思うんですよ。それで、前回の

私の質問に対して衛藤副大臣は、その今のプールの部分について、社会通念上

照らして妥当であったかどうか今調査をし、その方向についてある程度決定を

しようとしているんだと、こういうふうなお話があったわけなんです。これは

いつまでに何をするということなんですか、お示しいただきたいと思います。 

 

○副大臣（衛藤晟一君） 今、社会通念上から照らしますと、やはり私どもは

それを是とするという具合にならないというように思っておりますので、監修

料という形の、まあ言わばその売上げの八％とかそういう形で、いわゆる作業

量との関係がはっきりしていないようなものについてのそのような監修料につ

いてはこの報酬の受取は禁止をするということと、それから作業量に応じて受

け取るような校閲料のようなものにつきましても、補助金関係あるいは大量購

入関係の出版物からの受取は禁止するという方向を定め、厳格に運用してまい

りたいという具合に思っております。 

 私どもも、そういう中で今監修料につきましてそういう方向を出していると

ころでございますので、それについて今後は公務員の倫理審査会等ともそうい

う方向でどうかということについて協議をしてまいりたいと、今協議を始めて

いるところでございますので、もうちょっと時間を、最終的な決着までの時間

をいただきたいというように思っている次第でございます。 

 

○辻泰弘君 今、監修料の受取方とかを協議していると、こういうことの分を

おっしゃったと思うんですけれどもね、さっきおっしゃったその調査をすると

いう部分ですね、要は前のことで解明できなかった部分があるということです

ね。結局、今のその経理課が集めて分配していたという監修料の部分ですよ。

だから、その部分も大きなことですから、私は前回の答弁は、今調査をしとい

うのはその部分も含むかと思ったんですけれども、今のお話だとその部分じゃ

なくって、その監修料の受取方のことをおっしゃったように思うんですね。 

 だから、その部分も根本的に大事なことですから、解明できなかったんです

よ。兵庫のときも、八月二十二日でしたか、その出した後にまた出た、大きい

のが出てきた。広島だって結局四千万、後で出てきているわけですよね。それ

から、この今度のこれだって近いところですよ。大臣がおっしゃって、十月末

に、発表するとおっしゃったんでしたね、予算委員会のときにいらして。それ

で、出てきて、それで今もう既にそれじゃ違ったんじゃないかという話じゃな

いんですか。 



 だから、そうすると本当に何を信じていいのかというか、ぼろぼろぼろぼろ

出てきて、本当に信用できるのかというか、まあ信用できないということなん

ですよね。だから、これはやっぱり極めて大きな問題で、大臣、報道ではある

んですけれどもね、私はなかなか本質をついているところがあると思っている

んですが、この監修料の部分ですけれども、とりわけそのプールの実態ですよ。 

 で、あのときも言いましたけれども、その監修を請け負って、それぞれ個人

の懐に入っているという理屈になっているんですよね。しかし、それをみんな

拠出してそんなプールするかと、その部分ですよね。だから、根本的に私疑問

に思うんですよ。それは私の質問で言いました。そうしたら、その後に出た報

道がほぼそれ以上にビビッドなやつだったわけでありますけれどもね。 

 だから、この点大臣、是非、大臣の権限を大いに駆使していただいて、この

部分大いにチェックしていただきたい。調べていただいて、やはりある意味で

は厚生労働省は生活に一番密着した役所ですから、請願の四分の一が寄せられ

る行政なんですよ。だから、非常に大事なところで、それだけにやはり信頼に

こたえるものでなけりゃいけないんで、だから本当は私は解省した方がいいん

じゃないかというぐらいに思うわけですけれども、しかし、そういうことは現

実にはできないわけですけれどもね。しかし、そうであればこそ、こういうと

ころで余りいい加減なままで終わらせないで、もうゼロから、一からやり直す

ということで、こういうことについてはしっかりと対応してけじめを付けてス

タートすると、こうであるべきだと思うんですよ。 

 ですから、その点について是非、労働局のこともそうですけれども、この点

について決意をお聞かせいただきたいと思います。 

 

○副大臣（衛藤晟一君） 仰せのとおりでございます。私どももそんな決意で

臨んでいます。 

 十一月七日の読売新聞の記事を読みまして、そのことが事実なのかどうかと

いう今調査をしているところでございますけれども、なかなか全部は出てきま

せん。ただ、このように言わば全部集合していたのかということについて、ま

だそれは出てきておりません。ですから、現時点におきましては、課に全部集

めるという課長の指揮命令系統でやったという具合にはないという具合には今

把握をいたしておりますけれども、しかし、それが横にどういう具合に連動を

しながらやってきたかということについて、この読売新聞の出ているようなこ

とも入れて今調査中でございます。 

 

○辻泰弘君 是非しっかりお取り組みいただくように改めて申し上げておきた

いと思います。 



 それで、会計検査院にお伺いしたいんですけれども、まあやはり監修料とい

うことは、監修料自体はその出版社からその監修したとおぼしき人に払われる

わけですから、そういう意味においては会計検査院の検査の対象ではないとい

う、論理的にはそうなるんでしょうけれども、しかし、この問題自体はやはり

役所の経理のことに大きくかかわってくることだと思うんですね。ですから、

監修料自体は調べる対象でないかもしれないけれども、監修料問題は一つの大

きな調査対象じゃないかと、このように思うんですけれども、この点について

会計検査院しっかりとお取り組みいただきたいと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

 

○説明員（増田峯明君） お答えをいたします。 

 監修料あるいはこれに関連する書籍、パンフレット等について種々議論があ

りますことは承知しております。これらを含めた物品の調達等につきましては、

これまでと同様に契約方法、仕様あるいは調達数量、予定価格等が適切かなど

の観点から、引き続き厳正に検査を実施してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

○辻泰弘君 今、一連の不祥事のこと、前向きな政策のこともあるんですけれ

ども、尾辻大臣にはやはりしっかりとお取り組みいただきたいと、そのことに

ついての決意をお伺いして、終わりたいと思います。お願いします。 

 

○国務大臣（尾辻秀久君） かねて言っておりますように、出すべきうみは全

部出せと、こう言っておりますから、その取組をいたしたいと考えます。 

 

○辻泰弘君 以上で終わります。 


