
参－厚生労働委員会 平成 22年 10月 21日（木曜日） 

※厚生労働大臣の所信表明に対する質疑 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 まずは、細川大臣、この度は大臣御就任、誠におめでとうございます。また、

藤村副大臣、小宮山副大臣、岡本政務官、小林政務官、それぞれの任に就かれま

したことを心よりお祝いを申し上げますとともに、御奮闘を心から御期待を申し

上げる次第でございます。 

 今日は、三十五分ということで短い時間でございますけれども、一緒に走って

いただきたいと思っているところでございます。 

 今日は、資料を二つ出させていただいております、三ページですけれども。  

一つは、脳死の問題で私が投稿したものを出させていただき、あとは社会保険  

旬報にも出させていただいた、これは五月十一日における本委員会の質疑にも 

かかわることでございまして、後の質問にもかかわるということで提出させて 

いただきました。 

 さて、三十五分ということでございまして、十問程度を考えておるものです  

から、質問を一分、答弁二分、お湯を掛けて三分ぐらいでしていただければと、

このように思っているところでございます。 

 まず、書生論を申し上げるようですけど、私は政治にかかわって三十三年ぐら

いなんですけれども、政治とは何ぞやというふうなことを問われたときに私が 

いつも申しますことは、政治とは、いろんな局面があるけれども、やはり政治と

は人間の幸せの追求でなければならない、政治とは人間の幸せの追求である、  

このように私は思っているところでございます。 

 そして、その幸せを追求するということを考えるときに何ができるか、何を  

するかということになるわけですが、やはり人間としての幸せの根底に人間の 

存在、すなわち生きているということ、そして、できることであれば、より健康

で生きているということがある、それを支えるのが医療である。すなわち、医療

の幸せ度がいかほど高められるかがやはり人間の幸せ、社会全体の幸せを大きく

規定するということであろうかと思います。 

 そして、また同時に、多くの国民、人間は働いて、なりわいを得て仕事をし、

生計を立て、家族共々の幸せを築いている。そういったことからいたしますと、

働くという部分の固有の幸せ度、また働くということに関連する幸せ度、それを

いかほど高められるかということがやはりこれまた個人にとっての、人生に  

とっての、またトータルとしての国民全体、社会全体の幸せも規定してくると、



このように私は思っております。 

 そういった意味で、政治が課題とすべき幸せを追求する。その上で、医療、   

雇用、こういった部分は本当にその中心的な柱を成す、そのように私は思って  

今日まで取り組んでまいりました。もとより、年金や介護や福祉やそれ以外の  

こともあるわけですが。そういった意味で、今日は、雇用の部分、医療の部分を

中心に三分間コースでお願いしたいと、このように思う次第でございます。 

 まず、円高局面で非常に問題となっております産業、雇用の海外流出、空洞化、

このことについて基本的なお考えをお伺いしたいと思っております。 

 最近の円高局面で大変厳しくなってきたわけですけれども、最近の経済産業省

の報告を見ましても、廃業が非常に増えている、しかし開業がなかなか増えない

と、こういった状況がある。すなわち、やめていく、物づくり産業の基盤が    

弱まっている、こういったことが現実に現出しているわけでございまして、それ

については政府としてもいろいろ新成長戦略などを講じておられる。また、その

一環として、過般の九月二十四日の経済危機対応・地域活性化予備費の活用に  

おいても、低炭素型雇用創出産業立地支援の推進ということで千百億を付けられ

たりしているということで、御努力を多とするところでございます。 

 そしてまた、厚生労働省とされましても、雇用の増加に応じ企業の税負担を  

軽減するいわゆる雇用促進税制を検討されるということで、財務省、総務省にも

御要望されたということをお伺いしているわけでございます。 

 そういった意味で、やはり日本の産業、雇用の海外流出を防ぎ、国内にとどま

っていただいて将来の技術立国日本を支える、そのことが根本的な課題だと思う

わけでございます。 

 そういった意味で、税金を使うことが必ずしもいいとは言いませんけれども、

しかしこの局面、やはり日本の財政、そしてマイナスの意味での財政といいます

か、税制を通じて政策を打っていくべき局面だと思っておりますけれども、その

ことに向けての大臣の御所見をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 委員の皆さん、おはようございます。 

 今、辻委員御指摘をいただきましたとおり、産業の海外流出ということを   

防がなければなりません。そのために、国内企業への支援、そしてまた日本での

成長分野を支援することによって雇用創造の取組が重要だというふうに考えて 

おります。 

 このため、政府といたしましては、新成長戦略におきまして、成長分野を中心

とした地域に根差した雇用創造を推進するということにいたしております。また、

九月十日、経済対策におきましては、将来の大きな成長と雇用創出が期待できる



グリーン産業の国内での工業立地を支援する産業なども盛り込まれたところで 

ございます。また、雇用促進税制につきましては、今政府税調の下に設置をされ

ましたプロジェクトチームにおきまして具体的な措置を検討しているところで 

ございまして、国内におきます雇用の創出促進を図る観点からしっかりと検討を

してまいりたいと思います。私も委員が御指摘の認識と同様でございます。 

 

○辻泰弘君 財政状況厳しき折柄ではございますけれども、やはりこれは非常に

重要な問題でございますので、やはり財政上、税制上の措置をしっかり講じて  

いただく、そのことに向けて、他省とも御協力をいただきながら厚労省としても

頑張っていただきたい、このように申し上げておきたいと思います。 

 そして、同様に、やはり日本の社会の現状、また将来を展望いたしますときに、

仕事がない、雇用がない、こういった中で結婚もできない、子供もつくれない、

こういった社会、将来に明るい展望は個人にとっても社会にとってもないと、  

このように思うわけでございます。そういった意味で、やはり若年者の雇用と  

いうものをしっかりと確保するということが大きな課題であり、大臣御自身から

の所信の表明の中でもそのことに触れられて、今後とも新卒者・若年者雇用の  

一層の強化ということで出されているわけでございます。 

 そのことに向けてどういうお考えで取り組まれるかということになるわけです

が、青少年の雇用の指針なども含めてのお取り組みもされているやに聞きます 

けれども、若年者雇用についての基本的な御方針をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 私も、若年労働者の雇用状況が大変悪いということ

で、しっかりそれに取り組んでいかなければというふうに思っております。   

とりわけ新卒の方の就職状況が良くないということでございますから、それに 

向けてもまたしっかりやってまいりたいと思います。 

 今委員御指摘がございました新卒で就職ができていないと、そういう方に  

どのように就職をしっかりしていただくようにするのか、これが重要であります

けれども、新卒枠で既卒者を募集しているような企業というのは五割にとどまっ

ておりまして、こういう厳しい状況のときに正社員になれない状況というのは 

大変問題であるというふうに思っております。 

 そのため、少なくとも卒業後三年以内の既卒者が新卒者と同じスタートライン

に立てるように、雇用対策基本法に基づく青少年雇用機会確保指針というもの、

これを改正することといたしました。改正案は今月中に労政審におきまして  

御審議をいただくことになっております。 

 また、こういうふうに指針を設けましたら、経済団体等へのしっかりした周知



徹底を図るつもりでございます。 

○辻泰弘君 是非そのような御方針の下に力強く政策を講じていただきたいと 

御要請申し上げたいと思いますが、そのことに関連して意見として申し上げて 

おきたいと思うことは、今の指針のお取組もパブコメにかけていらっしゃると 

いうことで、そのこと自体悪いとは言えないんですけれども、一つの指針であり、

ある意味では法律的な努力義務でもないものについて、もっと機動的といいます

か、大臣御自身は御要請をもう経済界にされているわけで、そのことに向けての

パブコメをして指針をこれから作っていくというのは、ちょっと、事後的なと  

いうか、ずれているような感じがいたします。 

 もちろん、大事な問題についてはパブコメにかけるべきですけれども、こうい

った、あるべきことについてある意味では自主的に取り組んでくれというような

ものは機動的に出していただいていいんじゃないかと、このように申し上げて 

おきたいと思いますし、また過般も、文書で三大臣の連名での要請をされたよう

ですけれども、やはり三大臣でそろって御要請をされるとか、そういった局面を

お持ちいただければいいんじゃないかなと、このように思っておることを申し 

上げておきたいと思います。 

 次に、今の日本の雇用状況を支えている雇用調整助成金についてお伺いをした

いと思います。 

 失業者が三百万強、そして今は百万強ですけれども、この雇用調整助成金で  

支えられている、一時は二百万ぐらいのときもあったかと思いますが。そういっ

た状況で非常に重要な機能を果たしている雇用調整助成金でございまして、大臣

御自身も、過般の所信の中でもそのことに触れられて決意をお示しいただいて 

いるわけでございます。 

 このことについて支給要件の緩和ということをされてきて、今回もまたその 

ことについての御対応があるやに聞いておりますけれども、そのことについての

御方針をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 雇調金につきましては、委員が御指摘のように、   

雇用を維持するということに大変重要な意義を持っているところでございます。 

 そこで、この雇調金につきましては、昨年の十二月に、リーマン・ショック後

の生産回復の遅れを踏まえまして、直近の三か月の生産量が二年前の同時期と 

比べて一〇％以上減少していれば助成対象とするよう、そういう、去年の十二月

この要件緩和をいたしまして、この要件緩和は今年の十二月で終了することと 

なっております。 

 しかしながら、リーマン・ショック後の生産が急激に落ち込んで、かつ委員の



言われるように、最近の円高の影響で生産の回復が遅れている事業主については

十二月以降もこの助成金の対象という、これが切れますと対象にならないおそれ

がございます。 

 そこで、今回、この直近三か月の生産量が三年前に比べまして一五％減少して

いる場合にはこの雇調金を適用をすると、こういうことにいたしまして、本年の

十二月から実施をしていこうというふうに考えております。 

 この要件緩和につきましては、雇用保険の二事業の財政状況も大変厳しいと、

こういう中で、限られた財源をより良く支援が必要な事業主に振り向けていくと、

こういうことで、特に生産量の落ち込みの事業主に限って対象とすることとした

次第でございます。 

 

○辻泰弘君 十二月から対応されるという要件緩和は、直近三か月の生産量が 

三年前の同時期に比べ一五％以上減少と、こういう御方針と伺っているわけです

けれども、今までは前々年同期、二年前と比較して一〇％以上減少と、こういう

ことだったわけでございます。 

 私、三年前というのはどんな状況かと思いますと、例えば二〇〇七年の十二月

は一ドル百十二円という状況でございました。そういった意味で、今年の十二月

以降の三年前というのは実は百円、百十円だった時代でございまして、今回の  

要件緩和で円高の影響により生産量が減少するということも一つのテーマといい

ますか要件になっているわけですけれども、そういったことからいたしますと、

私は二年前要件もやはりあってしかるべきじゃないかと、このように思っており

まして、その辺は是非また御検討をいただきたいということで、御要請を申し  

上げておきたいと思います。 

 では、次の問題に入らせていただきます。 

 いわゆる非正規雇用の増大、派遣労働等の規制緩和についてでございますけれ

ども、そもそも論になりますけれども、私はこの委員会でもよく申し上げてきた

んですけれども、人間の存在の基本にかかわるいわゆる社会的規制、労働とか  

安全とか衛生とか環境とか生命とか医療とか、こういった人間存在の基本にかか

わる規制というのは単純に規制緩和して幸せになるものじゃないと、このような

ことで労働問題や医療の問題も言ってまいりましたけれども、そもそもこういっ

た領域における、厚生労働分野における規制というものについて、いわゆる社会

的規制について、大臣の基本的なお考えをお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 辻委員御指摘のとおり、私も、経済的な規制につき

ましては、これは規制緩和をすることによりまして市場の活性化あるいは経済 



発展に大変それが資するということもあろうかと思いますけれども、例えば雇用

だとか労働とか、あるいは安全、衛生、それから命にかかわること、医療などの、

こういうところの社会的な規制につきましては、私も委員同様、人間の存在に  

かかわるものでありますから、経済的な規制とは異なって慎重に対応すべきだと

いうふうに考えております。 

 そこで、国民の命とかあるいは生活等に重大な影響を、悪影響を及ぼさない  

ように、生活者の立場に立って、目的、手法、必要性などを踏まえ、適切な対応

をしていくべきだと、そこが重要だというふうに認識をいたしております。 

 

○辻泰弘君 大臣とぴったり意見が合って、うれしく思っておりますけれども。 

 それで、もう一つ、格差ということで、また派遣労働ということでお伺いした

いと思いますけれども、八月に発表された労働経済白書におきまして、こういう

表現がございます。雇用者の格差の拡大は非正規雇用者の増加によるものである。

また一方、非正規雇用増加の背景としては労働者派遣事業の規制緩和が後押しし

たと、こういった表現がございます。トータルとして労働者派遣事業の規制緩和

が格差を拡大したと、こういったことになるわけでございますけれども、こう  

いった側面を持った一九九九年以降のネガティブリスト化の流れを始めとする 

規制緩和について、大臣御自身も労働の問題、またタクシーの規制緩和などでも

御努力をいただいてきたお方でございますけれども、改めてこの派遣労働に  

関する規制緩和についての今日的評価をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 委員が御指摘のとおり、非正規雇用が拡大をして  

いったと、それは時代的には九〇年代半ば以降、非正規労働者が拡大をして   

まいりまして、二〇〇〇年代の景気拡張期には特に大企業で非正規雇用が増加を

いたしました。 

 この非正規労働者の増加した背景には、相対的に賃金の低い人を活用すると 

いう人件費コストの抑制志向が強かったというそのほかに、新卒の学卒者を採用

してじっくり人材を育てていくというよりも、即戦力の確保が重視されたという

ことも指摘できるんではないかと思います。それに加えて、労働者派遣事業の  

規制緩和というものがこうした非正規労働者を拡大させた、またそういう面を 

後押しもしたと、こういうことも考えられます。 

 このように、行き過ぎた規制緩和で非正規雇用の人たちが多く増えましたので、

こういう面をやっぱり適正に、その拡大したところをきちっと規制もしていく 

ことも重要ではないかというふうに認識をいたしております。 

 



○辻泰弘君 そのようなお考えの下に労働者派遣法の改正もあるわけでございま

して、共々にその実現に取り組んでいきたいと、このように思う次第でございま

す。 

 もう一点、職業訓練のことでお伺いしておきたいと思います。 

 やはり我が国の産業は物づくり産業が中心と言うべきでございましょうけれど

も、そういった国際競争力の強化、技能の継承、こういったことは重要な課題だ

と思いますけれども、その意味でも職業訓練の重要性というものはますます  

高まっていると、このように私は思っておりますが、その職業訓練の今日的な  

必要性というものについて、まず大臣、お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） これから日本の社会は、労働力人口が減少していっ

たり、あるいは産業構造も大きく変化が見込まれると。そういう中で、新しく  

新成長分野とかあるいは高度な物づくりを支える、そういう人材を育成していく

ということが重要でございまして、また雇用のセーフティーネットという点から

考えましても、職業訓練、これが果たす役割というのは非常に重要だというふう

に思っております。 

 このため、雇用・能力開発機構というのはこれを今度廃止をいたしまして、  

職業能力開発業務というものだけは今度高齢・障害・求職者雇用支援機構という

ところに移しまして、引き続き国として職業訓練をしっかりやっていこうという

ことで、今度廃止法案も提案もいたしておるところでありますけれども、今後と

もこの職業訓練の重要性ということを踏まえまして、更に引き続き訓練ニーズに

対応するようしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 既に法案が提出されておりますけれども、雇用・能力開発機構が  

廃止されて新たな高齢・障害・求職者雇用支援機構に職業能力開発業務を引き  

継ぐということになっているわけですけれども、その中で、雇用のことでやはり

一つの懸念がございまして、条文にも附則で書かれておりますけれども、結局  

最終的に採用されなかった、新たな機構等に採用されなかった方については、  

速やかな再就職を図るため必要な措置を講ずるように努めると、こういうふうに

書いてあるわけですけれども、このことは、厚生労働省というお立場の機関が  

生首を切るということはやはり避けるべきことであり、自然減とかいうような 

ことでの対応はあり得るかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○大臣政務官（小林正夫君） 先ほどの質問で大臣が御答弁したように、職業  

能力開発業務は高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管することといたします。



その場合に、意欲や能力のある職員については雇用問題が生じることがないよう

に雇用に最大限の配慮を行っていく、この考え方でございます。 

 具体的には、新法人においては職業能力開発業務を的確に実施するための人員

枠を確保する、それと、スリム化による職員の削減については、定年した後の  

補充を行わないなど、こういう自然減を一つの方策として人員削減については 

取り組んでいくということで考えておりますので、意欲や能力のある職員に  

ついては雇用問題が生じることはないと、このように考えております。 

 

○辻泰弘君 大事なポイントでございますので、是非その考え方で進めていただ

きたいと思います。 

 残る時間わずかになってまいりましたけれども、医療の問題についてお伺い 

したいと思います。 

 まず、基本的に、最近の国際医療交流という言い方、あるいは医療ツーリズム

という言い方も一般的にはあるわけですが、そういったことというのは、事の  

本質は利潤追求の論理を医療に持ち込むという側面があろうかと思います。  

医療法は営利を目的としないということを基本的な考え方として持っているわけ

ですし、やはり医療というものは私は本質的にそういった利潤追求の経済、産業

の論理とは違うと思っているわけですけれども、こういった最近の医療の産業化

といいますか、医療ツーリズムといいますか、そういったことについて、また  

その一環としての混合診療について、利潤追求の論理を医療に持ち込むという、

そのことについてのお考え方を大臣に問いたいと思います。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 私も委員と同様に、医療というのを産業の視点から

だけとらえますと、やっぱり利潤追求になりますから、金持ちの患者さんだけを

選別をしていくと、こういう可能性も強くなってくるわけでございまして、これ

は国民皆保険の維持というようなことの観点から見ましても、医療に対する  

公平性というものが欠けてくるんではないかと、損なわれるんではないかという

ふうに考えております。 

 また、医療を受けるということで来日する外国の方々が必要な医療を受けやす

い環境を整備をするということにつきましては、国内の医療現場が医師不足など

様々な課題を抱える状況にあることを十分に配慮いたしまして、国民の皆様に 

対する適切な医療の提供を確保しつつ取り組むということが重要だというふうに

考えております。 

 また、御指摘がありました混合診療を全面的に解禁をするということにつきま

しては、一つは患者負担が不当に拡大をするというおそれがあること、さらには



安全性、有効性等が確認されていない医療の実施を助長するというような、そう

いうおそれがあるということから、私は適切でないというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 通告していたのを一つ飛ばさせていただきますけれども、今年度の

診療報酬改定のことでお伺いしたいと思います。 

 今年度は十年ぶりのプラス改定だったということでございまして、救急、産科、

小児、外科等の医療の再建と病院勤務医の負担軽減ということを重点課題として

取り組まれて、プラス改定ということを十年ぶりに、〇・一九ではございました

けれども実現していただきました。最近、病院の報告などを見ましても、その  

ことの効果がいい形で現れているというふうな報告がいただけましたし、また、

歯科の皆さん方においても、これまで低廉な形だったけれども一条の光が見えて

きたと、こういったことを言っていただいて評価をいただいていると思うんです

けれども、このことについての今年度改定の評価と、今後、そういった部分に  

ついてもやはりしっかりと配慮をしていくべきだと思っていますけれども、その

ことについての御方針をお伺いしたいと思います。 

 

○政府参考人（外口崇君） 平成二十二年度の診療報酬改定におきましては、  

十年ぶりのネットプラス改定、診療報酬本体についてはプラス一・五五％と前回

改定プラス〇・三八％の四倍の改定を行ったところであります。 

 特に、救急、産科、小児、外科等の医療の再建、病院勤務医の負担の軽減の   

ほか、在宅歯科医療の推進等歯科医療の充実を図ることとしており、国民一人  

一人が必要とする医療を適切に受けることができるようにするための第一歩と 

考えております。 

 今後とも国民の皆様に安心感を与える医療を実現できるような改正を行って  

いきたいと考えており、中央社会保険医療協議会において今回の改定の影響の 

検証を行うとともに、関係者の方々の御意見を伺いながら、平成二十四年度改定

に向けた議論を行っているところであります。 

 

○辻泰弘君 是非、今後もそういった今日の医療の状況を踏まえつつの御対応を

お願いしておきたいと思います。 

 税制改正についてお伺いしたいと思います。 

 来年度税制改正で既に厚生労働省としての要望を出されているわけでございま

すけれども、そのうちのやはり医療の関係でいいますと、これはまあ医療崩壊に

もかかわることだと思っていますけれども、事業税の非課税のことと社会保険 

診療報酬に係る消費税の在り方ということでございます。 



 これはやはり大きい問題だと思うんですけれども、消費税の方は大事な問題だ

と思いますけれども、少し中期的な課題かもしれません。厚労省の要求もそう  

いう位置付けになっていますけれども。 

 ここで事業税について聞いておきたいんですけれども、やはり事業税という 

ものの性格ということなんですけれども、その前に、まず昨年の閣議決定で事業

税については、事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び 

医療法人に対する軽減税率については、来年一年間真摯に議論し、結論を得ます

と、こういうふうになっている状況であるわけでございます。 

 その上でお伺いするわけですけれども、先ほど言いましたように、医療法自体

は営利を目的としないということを基本に据えているということがあり、かつ 

また医療機関というのは住民の健診だとか予防接種だとか、学校医等、地域医療

活動に積極的に取り組んでいるということで、公共サービスを自ら行っていると

いうお立場があるわけですけれども、政府税調等の資料を見ましても、事業税と

いうものは、事業活動を行うに当たって地方公共団体の各種の行政サービスの 

提供を受けているから必要な経費を分担すると、そういう考え方だからこそ事業

税の負担額は所得計算において損金算入されると、こういうことになっているわ

けでございます。 

 そういった意味で、私は、事業税というものは昭和二十六、七年ごろから出発

をして、いわゆる国の租税特別措置というのは地方税における附則に位置する 

わけですけれども、これは本則にあることでございまして、そういった意味で、

いわゆる税法の本法にあることでもあるわけでございます。それはやっぱりそう

いった考え方に基づいているからでありまして、これはある面、当然継続されて

しかるべきものだと私は思っておりますけれども、そのことに向けての大臣の 

御方針をお伺いしたいと思います。 

 

○政府参考人（大谷泰夫君） 社会保険診療報酬の事業税についてのお尋ねで  

ありますけれども、この社会保険診療報酬は国民に必要な医療を提供するという

高い公共性を有するものであるという基本的な考え方に基づいて制度設定されて

いる、非課税となっているということでございます。この事業税でありますけれ

ども、近年、医療機関の経営状態が厳しい状態にあるという中で、医師の確保や

処遇改善等を通じて地域の医療規模を守るという視点もあります。 

 そういったことで、二十三年度の税制改正に向けて、厚生労働省としましては

非課税措置の存続を強く要望しているところでございまして、今後ともこれらの

実現に向けて関係省庁の折衝等、努力してまいりたいと思います。 

 



○辻泰弘君 残り時間わずかになってまいりました。 

 医療崩壊、医師不足への対応、また臓器移植法改正後の臓器移植の推進状況、

また難病対策なども御質問しようと思っておりましたけれども、それは後日に 

譲らせていただくとして、最後に一つ、私はやはり負担の在り方ということで  

申し上げておきたいと思うんですけれども、やはりこれだけの少子高齢化社会に

おいて医療需要、介護需要、年金の需要等、社会保障に係る経費は大変掛かる  

わけで、これは幾ら行財政改革をしてもやはりそのことは残る課題だと思って 

おります。かねがね、この委員会でも予算委員会等でも申し上げてまいりました

けれども、やはり政治に携わる者としてはなかなか言いにくいことではあるけれ

ども、税・社会保障負担についてやはり国民に逃げずに訴えていくと。やはり  

これだけの医療を支え、介護を支え、そのためにはやはり負担は国民の皆さん方

にも負っていただかねばならない、そのことについてはやはり真摯に誠実に理解

を求めていくということが基本であるべきだと思っておりますけれども、その 

ことについての大臣の御所見、簡潔にいただければ幸いです。 

 

○国務大臣（細川律夫君） 今の菅内閣におきましては、経済成長、そしてもう

一つ、財政の健全化と並びまして社会保障改革を一体として進めていくという 

ことにしておりまして、一体的に進めることによって国民の安心が確保できるよ

うに、社会保障の充実をしっかり図っていかなければというふうに思っており 

ます。 

 その際、持続可能で安心できる社会を構築するためには、やはり委員も言われ

るような財源問題は避けて通れないところでございます。将来の税制も含めた 

負担の在り方についても、これ併せて議論はしていかなければというふうに思っ

ております。社会保障は国民の安心を支える社会の基盤であり、充実すべき   

ところはしっかり充実をし、効率化すべきところは効率化する、そうしながら  

真に必要な負担については国民の皆さんに丁寧に御説明をしていくということが

重要ではないかというように思っております。 

 

○辻泰弘君 当初、お湯を掛けて三分と言っていましたけれども、お湯を掛けて

四分ぐらいになりましたけれども、以上で終わります。 

 ありがとうございました。 

 


