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※国民健康保険、国民年金について質問 

 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 三十分と限られておりますけれども、次回以降も質問がさせていただけると、このよう

に確信をしつつ質問を進めていきたいと思います。 

 まず、またぞろ厚生労働省の不手際ありきと、こういうことでございますけれども、過

般、国が市町村に交付する国民健康保険の特別調整交付金の算定にミスがあって、交付不

足が十年間続いてきたということでございます。数百億にも上る影響があったのではない

かと、このように言われているわけですけれども、このことについて、まず状況認識、簡

潔にお示しください、大臣から。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 御指摘の報道でございますけれども、市町村が国民健康保険

の調整交付金の申請に使用しておりましたシステムに誤りがあったことが原因で、過去に

おきまして調整交付金の交付に市町村ごとで過不足が発生したという報告を受けておりま

す。このシステムの仕様につきましては国もチェックをしているということになっており

まして、それが不十分であったということになるわけでございまして、大変この点は、本

来交付されるべき額が正しく交付されなかったということにつきましておわびを申し上げ

なければならないと、このように存じます。 

 そもそも、調整交付金は医療給付費の一定割合ということで総枠は決まっておりますの

で、今回の算定誤りは市町村間の配分の問題となるわけでございます。現在、具体的な額

を精査中でございまして、精査結果を踏まえまして、市町村間の配分を是正するため、交

付不足につきましては必要な措置を検討していかなければならない、このように考えてお

ります。 

 

○辻泰弘君 過不足ということは、取る、取られる、両方あるということですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 率直に申して、過不足でございまして、不足の市町村があっ

た反面、本来でしたら若干、もう少し少額であったものを、定められた額ということで少

し多く配分されたという問題でございます。 

 したがいまして、今後この過去分を補てんするということも調整交付金の枠内で行って

いくことが基本でございまして、そういうことで、片方、これ、将来におきまして、特別

調整交付金の調整によりましてこれを片方を補てんし、片方はまた補正をさせていただい

ていくと、補正減額をさせていただいていくと、こういうことになろうかと考えます。 

 

○辻泰弘君 だから、たくさん払ったところから回収するんですかと。そのことですよ。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 回収ということではなくて、調整額、毎年度の調整額の中か

ら少しずつ減額をさせていただいて補てんをしていただくということになろうかと思いま

す。 

 

○辻泰弘君 これも隠ぺい体質があらわになりました。昨年秋、分かっていたけれどもそ

のことを明るみにしないまま今日に至って、該当する市から指摘を受けて初めて公になっ

たと、こういったことのように聞いております。 

 やはり私は根本的に問題だと思うんですけれども、この責任、どう追及されますか。 



○国務大臣（柳澤伯夫君） 今回の誤りにつきましては、平成十八年度の制度改正におけ

るシステム見直しの際に発見されたところでございまして、十八年度の交付金からは正し

く交付されているところでございます。 

 今月初旬に県を通じまして那覇市から指摘があったこと等を踏まえまして、何らかの是

正措置を検討しなければならない、その過程でまた必要な措置も講じていかなければなら

ないと、このように考えております。 

 

○辻泰弘君 柳澤さんはいつもそうなんですよ。いつも、結局何か、今後何かはしますと

いうことだけなんだけど、これだって隠していたわけでしょう。だから、そのことについ

てどうするということをおっしゃらない。前だって、社保庁の技官のときのことだって、

結局、当面何も委員会を設けないとおっしゃったし、いつもそんなことばっかり繰り返さ

れているじゃないですか。今の答弁だって、結局、今後財政上措置しますからそれでいい

じゃないですかということでしかないじゃないですか。なぜこれは那覇市から指摘される

まで何もなさらなかったのか、分かっていたのにと、こういうことですよ。そこの根本の

部分を全くあなたは中心に見据えて取り組んでいない、見ていないということがここでも

明らかになりましたよ。 

 私は、だからかねがね二回の質問で申し上げておりましたけれども、私は、社保庁にま

つわる不祥事は、三年前のみならずですけど、三年も前から特に露出をして今日にも至っ

ている、技官の逮捕もあった、また旧年金資金運用基金の裏金づくりもあった、この間指

摘したとおりです。そして今回もこのことが明るみになりましたけれども、これは厚生労

働省の社会保障制度の管理のずさんさというものを端的に物語っているし、改めてそのこ

とをあらわにしたと思いますし、大臣自身がそのことに向けて本気になって取り組んでい

ないということを改めて示していると私は思っています。 

 私どもは今回の法案にかねてより申し上げておりますけど反対でございますけれども、

日本年金機構なるものは、私どもは、基本的に厚生労働省の傘下にある、理事長を厚生労

働大臣が任命をし、また管理監督に置くということで、公的年金という意味では当然だと

思っています。ある意味では当然のことですけれども、私どもはそういう意味では国の機

構であっていいという位置付けにしているわけですけれども、国税庁と統合するというこ

とで、厚生労働省という腐り切った、私が前にも言ってますけど、解体すべき、厚生労働

省自体一度解体すべきだと、このように私は申し上げてまいりましたけれども、その一つ

の具体的な形として厚生労働省から切り離す、そして国税庁と内国歳入庁という形で独立

した機関として持っていく、そのことが私は改革の本筋であって、それが私どもの思いで

ある。今回のこの事件も、やはり一連の厚生労働省のずさんさ、そしてまた対応不足、堕

落といいますか、そういったものの一つの表れだと私は思っています。その後始末の処理

も同じだと思います。 

 そういった意味で、私どもは、厚生労働省から切り離す、そのことが第一義的な改革の

ゆえんである。その意味において私どもは国税庁との統合を主張して三年前から言ってま

いりましたし、そのときから社保庁の解体を申し上げてきた。政府は、前も申し上げまし

たとおり、今年の施政方針演説で初めて言ったのであって、これまでは解体ということは

言ってこなかったわけでございます。我々といたしましては、この社保庁、また年金行政

の改革の本筋というものは、厚生労働省から切り離す、国税庁との統合ということを私ど

もは強く指摘してきたゆえんはそこにある、このことを改めて申し上げておきたいと思い

ます。 

 そこで、次の質問に入らせてもらいますけれども、私が、前回でございましたか、第三

者委員会に関連して大臣にお伺いしたことがございます。そしてそのときは、第三者委員

会のあっせんの内容が裁定に直結する、尊重するんだと、こういったことだったわけです。 

 私は、その前に、同じ日ですけれども、厚生年金に加入義務がある事業所が社員から保

険料を徴収していながら納めていないと、この場合の救済はどうするのかということをお



聞きしました。それに対して大臣は、やはり負担と給付のことだから、負担がなければ給

付はないよと、こういうことだったわけです。 

 そこで、これはおととい、ですから月曜日にあった会議だと思いますけれども、ここで

年金記録確認中央第三者委員会の梶谷委員長さんとおっしゃるんでしょうか、この委員長

さんがおっしゃっていることに、私が指摘したポイントについて、本人は支払ったのに事

業主の事情で社保庁に納付していないケースは給付に前向きな議論をしたいと述べたと、

こういうふうに伝えられております。恐らくそうおっしゃったんだと思います。 

 このことも含めて、第三者委員会が決めたことに従うと、こういう理解でいいですね。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 委員長の梶谷委員が具体的にどういうお話をなさったかとい

うことは、私、今にわかの御質問ですから、必ずしもしっかり記憶はいたしておりません

けれども、いろいろな御議論があったように承っております。やはりそれは年金記録の問

題ということとちょっと違うんではないかというような御発言もあった一方、今委員が言

われたような御意見もあったのかもしれないというふうに受け止めております。 

 いずれにいたしましても、私どもとしては、こうしたことにつきまして第三者委員会に

お任せをしているわけでございますので、第三者委員会の御判断が出た場合にはそれに従

うということは、当然我々今まで言ってきたとおりのことであると、このように考えてお

ります。 

 

○辻泰弘君 それから、これも事業主が届出漏れから二年以内に届出をすれば救われるわ

けですけれども、それを超えてしまうと駄目なわけですね。この二年の見直しも必要だと

思うんですけれども、いかがですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） これは、今のお話は実態面のお話かと思います。第三者委員

会とは切り離した問題だとすれば、私どもとしては、やはり二年以上をやるというのは、

特例的なこととして措置をさせていただいた以外、原則として二年を守るということによ

って納付がいたずらに遅延を来すという事態は避けたいという制度の趣旨は大事にしてま

いりたいと、このように考えております。 

 

○辻泰弘君 大臣はいつもそういった官僚答弁に終始されてきているんですけれども、今

回だって結局特例法を議員立法で作ったわけですよ。このことにかんがみて、私はこの二

年の見直しというのもあってしかるべきだと、このように思っています。第三号被保険者

の納付のやつだって、結果として駄目だ駄目だと言って、後でまた元に戻って納付できる

ようにしたり、後追いでやってきているわけですね。そんな歴史があるわけですけれども、

今回のこの部分もやはり私は見直しがあってしかるべきだと、このことを申し上げておき

たいと思います。 

 それから、特例法が施行された場合ということを前提にしてのことになりますけれども、

私は、今までは五年だったけれども、それ以前の十五年、二十年も払われる場合に私は実

質価値を担保すべきだと、このように申し上げました。大臣は利息は付かない、こういう

ふうにおっしゃったんです。しかし、私は、利息という意味じゃなくて、やはりその間、

本来であれば既裁定の方の年金ですから当然物価スライドがあり得ることですよね。だか

ら、その間の実質価値というものは物価スライドによって担保したものを給付すべきだと、

このように私は主張したいんですけれども、その点についてはどうですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 今回、裁定の請求が遅れることによってその支払が本来の支

払期日より遅れることがあることは今回の特例法案が予定しているところでございますけ

れども、現在こうした場合に遅延利息を付す旨の規定は設けられていないと、このように

承知をいたしております。 



○辻泰弘君 遅延利息じゃないんですよ。年金の額を決めるのは厚生労働省でしょう。だ

から、今日時点で、昔の十五年、二十年前に本来だったら払われていたはずのものを現実

の価値に引き直すということは、私は厚生労働省の裁量の範囲内だと思いますし、それは

あってしかるべきだと思いますけれども、どうですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 裁量と言われますと、私ども、やっぱり法律に基づく行政と

いうことでなければならないというふうに考えるわけでございまして、やはり訂正がされ

た場合、その訂正に見合って増加する給付というものを確保するということが我々が法律

から授権を受けていることではなかろうかと、このように考えます。 

 

○辻泰弘君 じゃ年金局長にお伺いしますけれども、今の私が申し上げたことが法律上不

可能ですか。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 今回の時効特例法案はどのような考え方で整理されたかと

いう点につきましては、先ほど来大臣からも、前回もお答えがありましたように、これま

での判例等々からいいましても遅延利息を付すような性格のものではない、こういうこと

を踏まえて今回の時効特例法案が策定されたものと理解をしております。 

 今御指摘の遅延利息という厳密な道具ではなくて、いわゆる給付の価値というものを何

らかの形でかさ上げすることができないのかというお尋ねだと思います。これはある種の

再評価ということであろうかと思いますので、それを法律の根拠なく、明文の規定なく、

運用で、裁量で行うということはいかがなものかと考えております。 

 

○辻泰弘君 私は、これは非常に厚生労働省の血も涙もないといいますか、やはり本来自

らが果たしているべきであった、そのときにおける価値を何十年もたってそれを保たない

ような状況で渡すという、この冷たさというものが改めて明らかになったと思います。 

 私は、局長がおっしゃったけれども、それは私は、裁量といいますか、行政の中でやり

得ることだと思っています。そのことについては指摘をし、またそのことを求めていきた

いと、このように思っています。 

 さてもう一つ、記録訂正したときに年金の増額ということが当然発生するわけですけど、

そのときに遺族が請求できる要件ということですけれども、受給権者が死亡した後の遺族

が請求される場合と、遺族年金に対する遺族の要求と両方あり得ると思うんですけれども、

それぞれの要件ですね、簡単にお示しください。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） 御遺族に関しましては、今委員御指摘のように、未支給年

金というパターンと遺族年金というパターンがあろうかと思います。現行法におきまして

それぞれの要件と申しますか遺族の範囲というようなものを見てまいりますと、次のとお

りかと思います。 

 未支給年金、受給権者が死亡した場合にその時点でその方と生計を同じくしていた一定

の遺族は、死亡された方にまだ支給されていない年金があるときは、未支給年金の支給を

その方の名前で請求することができる、こうされているわけでございますが、その場合の

遺族の範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とされております。今回の法律

案でも未支給年金は対象とされていると理解できます。 

 また、もう一方の遺族年金でございますが、被保険者や受給権者等が死亡された場合に、

その時点でその方に生計を維持されていた一定の遺族について遺族年金の受給権が発生す

るという現行法の仕組みになっております。その場合の遺族の範囲でございますが、若干

年金の種類によって違いますが、遺族基礎年金につきましては子のある妻又は子、遺族厚

生年金につきましては配偶者、子、父母、孫又は祖父母、こういうふうにされております

し、夫、父母又は祖父母につきましては五十五歳以上であること、子又は孫については十



八歳到達年度の末日までにあることなどの要件が付されているところでございます。 

 

○辻泰弘君 時間があればこのことについてももう少し聞きたいんですけど、時間があり

ませんのであれですが、このことについてはやはり明示すべきだと思いますので、そのこ

とはもう少し国民に分かるように何らかの形で対処していただきたい、そこだけお願いし

ます。 

 

○政府参考人（渡邉芳樹君） ただいま申しましたことは、今回の特例法案によって支給

が認められる対象範囲にそれぞれのケースがあるということを申し上げましたので、もと

より、現行法上、今申し上げましたような様々な対象範囲、要件が定められておりますの

で、今回の特例法案が成立いたしました暁、その運用に当たっては、御指摘のように、こ

うした方々が対象になりますということをよく周知させてまいりたいと考えております。 

 

○辻泰弘君 それで、国民年金保険料の徴収率八〇％のことでお伺いしておきたいと思い

ます。 

 十八年四月から十九年三月の納付率は六月に出ると聞いていますけど、もうこれは出て

いますか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 年度末の数値ということになるものですから、各月の集計

より検証と精査に少し時間を要しておりますので、いましばらくお時間をいただきたいと

存じます。 

 

○辻泰弘君 年金の審議が終わってから数字を出すというのは前回もありましたけれども、

これぐらい出していただいてしかるべきだと思います、六月中に出ると言っていたんだか

ら。もう六月は終わろうとしていますよ。 

 それで、そうすると二月末までのということになると六五・五％なわけですね。これに

ついて私、かねがね大臣にも御質問をしてまいりましたけれども、今も八〇％の目標に向

けて最大限の努力をしたい、当面、目標を引き続いて掲げてまいりたいと、このようにお

っしゃっているわけですけれども、しかし、現実問題として今年度に八〇％と、十九年度

目標八〇％ということでずっとやってこられたけれども、今の、年度末は分からないけれ

ども、直近で見れば六五・五ですよ。それを八〇％今年度目標ということは、常識的に考

えてあり得ないじゃないですか。今でも掲げられるんですか。今回の法案でそれができる

とおっしゃるんですか。そのことについて明確に考え方を教えてください。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） この問題を最初に、どちらの委員かはちょっと明確に記憶に

ないんでございますけれども、尋ねられましたときに、私は、最初に私が赴任したときの

村瀬長官との話ということを御披露させていただいたという記憶でございます。そのとき

に村瀬長官からは、もういかにも難しい目標なんですということは率直な述懐がございま

した。しかし、お互いこれは頑張っていこうということで今日まで来ているわけでござい

ますけれども、今回のまた更に私ども年金記録の問題というものを生じさせてしまいまし

て、これにも相当のマンパワーが掛かっているということになりますと、非常に更に厳し

さが増しているということは率直に認めざるを得ない、このように思います。 

 今委員は、今回の法律で云々と、こういうふうにおっしゃったわけでございますが、今

回の法律で日本年金機構がスタートをいたしますのは二十二年一月という時点で、少し先

に参りますので、この法案で云々ということとはちょっとうまく関連付けて考えることは

できないわけでございますが、いずれにいたしましても、この納付率の問題は、今後の我々

の取組の非常に大きな部分を構成しているということは確かでありまして、納付率の向上

のために努めてまいらなければいけない課題、このように認識をいたしております。 



○辻泰弘君 今回の法案だって、短期の被保険者証とか徴収率を上げるための努力がある

わけでしょう、国保の連動とか。だから、そういうことが全然ないわけじゃないじゃない

ですか。だからそのことを申し上げているんで、そのことに時間取るわけでないですけど、

今のはその部分抜けている話というか、今日午前中やった議論もあったわけじゃないです

か。 

 それで、いずれにしても、八〇％の目標というのは、じゃ、まだ変えないんですね。こ

れはもう、六月までたってますよ。あと半年、九か月、これで八〇まで持っていくという

ことですね。それじゃ、そのための具体的な手だてを明示してくださいよ。何年やってる

んですか、こんなこと。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 全く、まず前の質問からちょっとフォローさせていただきた

いんでございますけれども、私ども今回の年金機構の改革に当たっては、当然この納付率

の向上、引上げということも念頭にある、このことはもう私はっきり申し上げておきたい

と思います。 

 今年度の八〇％の目標ということにつきましては、いずれ私ども、時期を見まして、十

八年度の実績を踏まえてよく検討しなければならない時期が参りますので、その際に私ど

もの考え方を明らかにいたしたい、このように考えております。 

 

○辻泰弘君 この年金についての切り口はいかがあれ、年金についての重要な審議をして

いるときに、今年度八〇％目標というこの三年、四年掲げてきたものについて、もうここ

まで来て実現するなんてことは到底あり得ない状況の中にもかかわらず、これここで、国

会では示さずに今後何かのときにやりましょうという、このこと自体が今までの年金行政

の象徴ですよ。 

 柳澤さんの、今の法案というか、後追い的というか。積極的に、やはり機動的に当然あ

ってしかるべき、今回のこの提示に関連して新たに目標定めるということがあってしかる

べきことだと思いますよ。前はＸイコールＡプラスＢプラスＣなんて、こんなのできもし

ないと思っていましたけれども、実際できないんだけれども、それでもまだ出しただけ、

あのときの方がまだ良かったかもしれませんよ。今度は全くそれもないし、いつやるのか

分かんないじゃないですか。まあそのことは、いまだにその八〇％堅持するという、捨て

ないということなんでしょうけれども、問題点として厳しく指摘しておきたいと思います。 

 それからもう一つ指摘しておきたいことは、時間がないのであれですけれども、一元化、

一元化とおっしゃった、大臣も年金一元化を、厚生年金と共済年金一元化を実現しますと

言っているんだけれども、私は今回の法案で、日本年金機構が共済も含めて年金の支給を

行うものだとすっかり思っていたんですよ。しかし違うんですね。公的年金についての運

営業務を担うって書いてあるけど、共済はしないんですよ。共済は今までどおりなんです

よ。 

 だから、そう思うと、一元化というのは、出発点は昭和五十九年二月二十四日の閣議決

定で、年金現業業務の一元化等の整備を推進するものとし、昭和七十年を目途に公的年金

制度全体の一元化を完了させるという、これはもう古いものではあるけれども、こういっ

たところの出発点に全く沿った答えになってない。この一元化は、法案についてはまた、

今衆議院にあるわけだけれども、実は一体的なものであって、一元化、一元化と言ってい

るけれども、実は全くその延長線上になってないということを私は厳しく指摘しておきた

いと思います。 

 それから次に、年金記録、基礎年金番号通知時の対応についてです。 

 時間がないので端的に申し上げますけれども、一年七か月放置したというのを前回議論

させてもらいました。結局、被保険者には返信も求めて、返信が返ってきて、平成九年の

二月二十八日を締切りにして、その後平成十年の十月六日まで一年七か月放置したと、こ

ういうことでしたね。このことについて私は聞いたけど、有効な時間の費やし方をしてい



たんだと、このように大臣おっしゃいました。しかし一年七か月、何で有効な使い方だっ

たです、住所も変わってですよ、どんどん変更、変動があるじゃないですか。そこにこそ

やっぱり私は責任の一つの所在があると思っています。その点について大臣、どうですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 前回の委員会でもお答えを申し上げたとおりでありますけ

れども、私ども、いずれにいたしましても九年一月に基礎年金番号を導入して、それで御

通知を全被保険者、受給者の方にさせていただいたと。そしてその際に、これも前回お話

が出ましたけれども、被保険者の方々には御案内をして、ほかに他の年金手帳記号番号を

お持ちですかということをお尋ねをして、これの回答を最終的に九百十六万人の方からい

ただいたと。そして、回答のない方についても三項目の名寄せを行って手帳番号を有する

可能性のある方の抽出を行ったと。こういった言わば準備作業を平成九年の三月から平成

十年にかけて行いまして、改めての照会開始が十年の十月であったということで、この間

にこれだけの作業をさせていただいたということを繰り返しでございますがお伝えさせて

いただきたいと存じます。 

 

○辻泰弘君 一年七か月も、せっかくそれぞれの情報、私は二つ三つ持っていますという

のを送ってきて、一年半もたてば住所も変わったりいろいろ異動もあるわけですよ。その

ある意味ではのどから手が出るほど欲しい情報にすぐ着手しなかったというのは根本的な

問題だと私は思っています。そのことは改めて指摘しておきたいと思います。 

 それともう一つ、その被保険者から返信をもらった、しかしもらった後に五十五歳以下

に限ったわけでしょう。そうすると五十五歳以上の方々のデータはどうしたんですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） まずは五十五歳以下の方から、まず順次その基礎年金番号

のほかに年金手帳記号番号をお持ちかどうかということの照会を行わせていただきました。 

 五十五歳以上の方をどうしたかということにつきましては、これも前回申し上げたとお

りかと存じますけれども、年金の裁定請求が近い方、場合によっては年齢によって請求が

来ている方がいらっしゃいますものですから、それの方々には裁定請求時に記録の確認等

をさせていただくということで、より効率的な統合を進めたということでございます。 

 

○辻泰弘君 私が聞いているのは、返信を求めたのは被保険者全体なんでしょう。そこは

どうですか。被保険者全体に求めたんでしょう、返信は。 

 

○政府参考人（青柳親房君） これは当時五十五歳以下の方から返信を求めたというふう

に承知をしておりますが。 

 

○辻泰弘君 だけどそれ、あのときの十一月に、十月何日かのやつにその年齢制限は書い

てませんよね。書いてますか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 申し訳ありません。 

 昭和十七年以降生まれの方からそういう形で御案内をさせていただいたものですから、

要するに結果的に五十五歳以下の方になったということでございます。 

 

○辻泰弘君 そうすると、被保険者に、基礎年金番号のときに、平成八年の十二月に出し

ましたでしょう、基礎年金番号通知を。そのときは五十五歳以下の人だけに通知をしたん

ですか。 

 

○委員長（鶴保庸介君） 速記をお止めください。 

   〔速記中止〕 



○委員長（鶴保庸介君） 速記を起こしてください。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 大変失礼いたしました。 

 先ほど申し上げましたように、その時点では五十五歳以上の方については場合によって

は年金受給権に結び付いておられる方もいらしたものですから、回答をせっかくいただい

たものについてはあえて五十五歳以上の方については御案内をさせていただかずに、五十

五歳以下の者についてのみこちらの方から再度の照会をさせていただいたものと承知して

おります。 

 

○辻泰弘君 念のため確認しますと、そうすると五十五歳以下の人だけに出して、五十五

歳以上の人にはその年金記録のとき、基礎年金番号通知のときに返信のはがきを付けない

ので送ったということですか。だけど様式は一つでしょう。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 説明が不十分で大変失礼いたしました。 

 これは、実はこの基礎年金番号の通知表で送った方についてはすべて回答欄がございま

したので、その回答欄はございましたが、この回答欄を最終的には五十五歳以上の方につ

いては活用さしていただかなかったというのが正しいことかと存じます。 

 

○辻泰弘君 そうですよ。私はそうだと思いますよ。そのとおりだよ。 

 だから、回収したんですよ。返信があったんですよ。それを活用しなかったんでしょう。

そういうことなんだよ。何で今までこんなに時間掛けなきゃ駄目なんだよ。おかしいです

よ、そんなの。 

 だから、その返ってきたのをどうしたんですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 保管状況については最終的に確認をしなければならないと

思いますが、いずれにせよ、これは活用させていただかなかったということはそのとおり

かと存じます。 

 

○辻泰弘君 今のは極めて問題ですよ。 

 基礎年金番号導入のときに返信を求めたわけですよ、被保険者の方々には。受給権者に

求めなかったことも私は問題だと言った。そのことは認められたけれども。 

 しかし、被保険者からせっかく上がってきて、五十五歳を超えて勤めていらっしゃる方

は六十歳、七十歳の方もおられるかもしれないけれども、その方々からもデータは来て、

それを突合に使えばいいものを、五十五歳以上の方々から返ってきたのは結局何にも使わ

なかったんですよ。捨てたということになるんですよ、実質的に。そうでしょう。どうな

っているんですか、保管は。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 保管状況については、繰り返しになりますが、最終的にち

ょっと確認をしなければならないかと存じますが、いずれにしろ、活用しなかったという

点は御指摘のとおりかと存じます。 

 

○辻泰弘君 今の、確認してくださいよ、そんなの。こんなの、私ね、大事なところです

よ、これ。 

 

○委員長（鶴保庸介君） 速記をお止めください。 

   〔速記中止〕 

 

○委員長（鶴保庸介君） 速記を起こしてください。 



○政府参考人（青柳親房君） いずれにいたしましても、これは文書保存規程に基づいて

恐らく処理がされていると思いますので、その最終確認をさせていただきたいと存じます。 

 

○委員長（鶴保庸介君） 速記をお止めください。 

   〔速記中止〕 

 

○委員長（鶴保庸介君） 速記を起こしてください。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 大変失礼をいたしました。 

 まず、当時の取扱いから御説明を申し上げます。 

 回答のいただきましたものは、五十五歳以上のものも含めて、オンライン上こういう回

答があったという記録はすべてとどめておるというふうに、今確認ができました。しかし

ながら、五十五歳以上の方について、せっかくいただいた回答を直接にその基礎年金番号

の統合に活用を十分にしなかったと、これは私どもの不手際であるというふうに承知をし

ております。 

 以上でございます。 

 

○辻泰弘君 要は、データにとどめたということは、そのデータはどこにあるんですか。 

 

○政府参考人（青柳親房君） 現在、オンライン上にそれが残っておるというふうに確認

をしました。 

 

○辻泰弘君 それは五千万とか、そういうところになると内訳になるんですか。どうなっ

ているんですか、それは。 

 

○政府参考人（青柳親房君） これは、例えば基礎年金番号に統合が既にされているもの

については、当然のことながら基礎年金番号のグループの中に収録されておりますし、ま

た万が一、五千万の中に統合されていないものがあるとすれば、それは五千万の中に表示

されているものというふうに承知をしております。 

 

○辻泰弘君 私は、この点、実は大事なところで時間を掛けてやりたいし、今まで私は前

回も通告をしてきて、基本的にどう扱ったかということぐらい、私でだって、ああこれは

どうしたのかなと疑問に持つぐらいのことなんだから、そんなことぐらいすぐ分かってい

なきゃ駄目ですよ、そんなのは。そのこと自体隠ぺいしているか分かっているけど答えな

いか、まあ隠ぺいということになるけれども。その点、やはり私は今後ともまた追っ掛け

たいと思います。 

 最後になりますが、時間もほかの議員に掛けてはいかぬので、一言だけ指摘しますけれ

ども、過般、自民党の中で年金記録チームが行われて、そこで佐々木典夫社保庁元長官が

発言をされているのを自民党の議員の方が記者会見で明らかにされているわけですけれど

も、佐々木長官が、退任時に記録の整理が期待どおりに進んでいないという認識は持って

いたものの進捗状況について把握せず、次の長官に引継ぎができなかった、退任時に統合

が期待どおりに進んでいないと認識していたが進捗度の数字を把握していなかったため引

継ぎができなかったと、このようにおっしゃっています。私は、このことの意味は非常に

大きいと思います。 

 この佐々木さんというのは、平成八年七月から平成十年七月まで在任期間があった方で

すけれども、要は基礎年金番号導入時にも長官であり、辞めるときには小泉厚生大臣の下

でありますけれども、ここで引き継いでおられるわけです。実際、基礎年金番号を導入し

て、その後運用をして、その結果として退任されるときに、導入からたつと一年半ぐらい



たってからですけれども、そのときに、退任時に期待どおり進んでいないという認識は持

っていたけど進捗状況について把握できずに次の長官に引継ぎができなかったと、このよ

うにおっしゃっている。私は、ここに今日に至る根源がある、あえて言えば、そのときの

大臣は、放置していたのは小泉厚生大臣であったと、このことを申し上げて、私の質問を

終わります。 

 


