
2019 年 6 月 18 日 参議院財政金融委員会 

○委員長（中西健治君） 休憩前に引き続き、財政及び金融等に関する調査のうち、金融審議会市場ワーキング・グループ報告書等

に関する件を議題とし、質疑を行います。 

 質疑のある方は順次御発言願います。 

○蓮舫君 立憲民主党の蓮舫です。 

 麻生大臣、この日曜日の十六日に、都内で年金への不安を訴えた二千人規模のデモがありました。ニュースでも報道されました

が、御存じですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） テレビで見たかといえば、テレビで見たことはございません。 

○蓮舫君 世の中、年金に大変敏感になっている、だからこそ、国会でこうやって議論をすることがとても大事になっていると思

うんですが。 

 麻生大臣は、この報告書が発表された翌日、四日、最初は、人生設計を考えるなら手伝ってやる、今のうちからいろいろ考えて

いかなければいかぬと肯定する発言。その三日後の六月七日、表現が不適切と言いながらも、撤回はしていません。その後の十日

の決算委員会で、私の質問に対しても撤回はされていません。ところが、その翌日の十一日、いきなり突然、受け取らないとなり

ました。こうした大臣の対応が年金の不安をあおったという御自覚はおありですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 年金の不安をあおったという自覚はありません。年金を、私はこの一連の、あおるのではなくて、逆に

こういった話をこのままずっと置いておく方が不安を更にあおるのではないかと思ってやらせていただいたんですが。 

 御指摘の六月四日の会見では、老後の資産形成について、私自身の問題意識についての御質問でしたでしょう。したがいまして、

高齢化社会におきましては、個々人がしっかりと自らの人生設計を考えて、金融サービスとかそういう提供をする人はその手伝い

をしていくといったことを考えながら行動していかなきゃならないという基本的な考え方をこのときしゃべっております。 

 一方、この報告書につきましては、あたかも公的年金だけでは生活費として月々五万円不足するかのように述べておりますので、

世間に著しい誤解と不安というものを与えたというので、これまで政府の取っております政策スタンスとは違うということになろ

うと思いますので、このため、七日の記者会見でも、表現自体が不適切である旨を申し述べさせていただきましたと同時に、公的

年金が老後の生活設計の柱であり、持続可能な制度をつくっているという見解もこの際はっきり述べさせていただいております。 

 しかし、その後も公的年金が老後の収入の柱ではないかのような誤解や不安が国民の皆様に広がっていると、状況は変わらなか

ったので、こうした誤解や不安を一日でも早く払拭するために必要な対応として、十一日の記者会見で、担当大臣として正確な報

告書としては受け取らない旨をはっきりさせたということでありまして、今申し上げられたようなことを考えているのと逆な方向

で考えさせていただいておりました。 

○蓮舫君 十日時点でこの報告書をお読みになられていませんでしたが、その後、読まれましたか。 

○国務大臣（麻生太郎君） この三十ページにわたる報告書のことでしょうか。 

 読ませていただきました。 

○蓮舫君 読んだ上で、不適切な記述はどこですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） この中で、例えば十ページに残っておると思いますが、まず十ページのところで毎月の赤字額と、まず

赤字と書いてありますが、赤字額は五万円となっている、この毎月の赤字額は自身が保有する金融資産より補填することとなると

いう表現とか、そういった表現がまず一番最初に不適切と思ったところであります。 

 また、二十一ページの後段のところで、長寿化に伴い資産寿命を延ばすことが必要ということで、不足額の総額は単純計算で一

千三百万から二千万円になるということで、これは、この金額はあくまで平均の不足額から導き出したものでありということが書

いてあると思いますけれども、長く生きることに応じて資産寿命を延ばすことが必要になってくるものと考えられる等々、いずれ

もその後の説明につきましては、当然不足しない場合もあるとかいろいろ書いてありますけれども、いずれにいたしましても、こ

ういったような表現は、今申し上げましたように、いわゆる不安とか誤解とかを与えることになるということだと存じますが。 

○蓮舫君 不足五万円というのが誤解や不安を与えた、これ、衆議院の大串さんの質問にもそのとおり答えているんですが。 

 資料に付けさせていただきました。資料一枚目、これは総務省の統計局の家計調査年報二〇一七年、家計の概要です。これは、

不足分五・五万円とここには明示してあります。つまり、政府の姿勢そのものじゃないんですか。 



○国務大臣（麻生太郎君） この資料は、この資料だと思いますが、これは、私どもの資料、出さしていただいたものの資料では、

不足という資料は使っていないと思うんですね、この資料は。この額のところはこっちの資料だと思いますので、こちらの資料の

ところでは貯蓄等で対応と書いてありまして、不足と書いてあるところはないんだと、違うと、そこは異なっていると存じますが。 

○蓮舫君 いや、総務省の資料では不足と明確に書いてあって、金融庁のワーキング・グループのところではそれを赤字と書いた

のが不適切で、不足なのが不安を生んだというから大臣は受取を拒否をしたと。 

 二枚目の資料は、これは厚労省です。厚労省の今年二月の社会保障審議会の企業年金・個人年金部会で使われた資料で、これ全

く金融庁のワーキング・グループで使われた資料と一緒なんですよ。だから、金融庁のワーキング・グループの報告書を取り消し

ても、厚労省でも総務省でも不足五・五万円と明示して、政府の方針そのものじゃないですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 私どもは、重ねて説明申し上げますが、月五万円というものは、家計調査におけます高齢者世帯の平均

的な収入といわゆる支出の差、いわゆる貯蓄の活用の実態というものを示したものだと考えております。二千万円は、この額の、

いわゆる五万円掛け三百六十か月分に相当する額を単純に計算した結果出されたものだと思っております。 

 高齢者のライフスタイルというのはもう御存じのように様々ですから、これらの数字を比較した単純な議論にはそもそも意味が

なく、ミスリーディングなんだというように私どもは考えております。 

 加えて、高齢者世帯が保有しておられます貯蓄や退職金を活用しているということには全然触れずに、公的年金だけでは老後の

生活に月五万円、また三十年で二千万円不足や赤字であるかのように表現したということは、これは誤解や不安を招くということ

になったんだと思っておりますので、極めて不適切ということを申し上げております。 

○蓮舫君 四枚目の資料を付けさせていただきました。厚労省の資料に基づいて試算をしたのが不適切。でも、一方で金融庁も試

算をしていましたね。これは、四月十二日のワーキング・グループで金融庁が仮定と前置きをして試算を示しました。最大三千万

円、資産形成額が要る。これは何ですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） この御指摘の資料は、これはワーキング・グループの議論の参考として、いわゆる退職後の支出と収入

についての一定の仮定を置いた上で、仮にそのような生活を行った場合、どの程度の資産形成が想定されるかについての試算を行

ったものであります。資料にもこれは記載がありますように、各個人によって退職後の支出及び収入は大きく異なるため、一律に

必要な資産形成額を示すものではないと書いてあります。 

 いずれにいたしましても、今回の報告書は国民に著しく誤解とかいうものに加えまして、誤解が解けても不安が残れば意味があ

りませんので、不安を与えたということでは、公的年金は老後の生活をある程度賄うものであるとのこれまでの政策スタンス、政

府の取っておりました政策スタンスとは異なるということでありまして、政府としては、我々といたしましてはこのような報告書

というものは正式な報告としては受け取らないということを今回はさせていただいたということであります。 

○蓮舫君 この報告書も私たちも、老後の年金が収入の大半、柱であるということは否定はしていないんです。この報告書も否定

はしていません。一方で、否定をしたのは、その二千万円という試算が不適切だった。 

 一方で、金融庁が出しているのは掛け算じゃないんです。これは、六十五歳から三十年生きるときに九千万から一億一千万要る、

そのうち、標準的な厚生年金が八千万円、それに私的年金や退職金やローンなどを加味をして三千万円ぐらいまで資産をつくらな

きゃいけないんじゃないかという試算です。じゃ、これも不適切ですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） この資料は、最終的には金融庁の正式な資料にはならなかったと存じます。したがいまして、今のはそ

の段階で、この文書は正式な、途中経過の文書をお持ちなところなのであって、これは正式な金融庁の公文書とはなっていないの

であって、不適切であったとするならば……（発言する者あり）よろしいですか、しゃべらせていただいて。 

 いわゆる公的年金は退職後の生活をある程度賄うものであるという政策のスタンスと異なる主張をする意図があったものではあ

りませんで、我々は、報告書にも記載されていない資料ではありますけれども、この資料が退職後に三千万円が不足するような誤

解とか不安を招くものであれば、これも同様に不適切ということになろうかと存じます。 

○蓮舫君 確認しますが、この報告書、ワーキング・グループの、大臣は受け取らないかもしれませんが、公文書じゃないですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 公文書として、いわゆるホームページ等に今全部載っておりますから、あれ別に受け取らなくても、そ

れはその文書として残っていることは事実であります。私ども、それを取り消して全部隠蔽するつもりはございません。隠蔽する

つもりはございませんから、そういう話があったという経過報告は載せてあるのをそのまま載せさせていただいておりますが、こ



れを政府として、これを政策のいわゆる基にして、この資料を基にして新たに政策を検討するとかいうことを考えていないと、私

どもはそのつもりはございませんので。 

○蓮舫君 公文書ですね。公文書で、ホームページに今も載っている、誰もが見ることができる。それを受け取らないから、なか

ったものにすることができるんですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 私はなかったものにすると申し上げていることはないのであって、私どもとしては、この報告書という

ものはホームページに掲載しておりますので、公文書の隠蔽をしているつもりは全くございませんので、そのまま載っておるとい

うのは事実であります。 

○蓮舫君 去年は、改ざんして隠蔽して、今度は、あるものをなかったとして、隠蔽するつもりはないから公文書だけど受け取ら

ないで、政府の方針とは違うと。ちょっと何言っているか全然分からないんですけれども。 

 厚労省に聞きます。 

 人生百年時代において、年金受給を、今の六十五歳よりも、六十七、六十八、六十九、更に引き上げていくことを決めましたか。 

○大臣政務官（上野宏史君） 決めたという事実はありません。 

○蓮舫君 じゃ、高所得者について基礎年金の給付を停止をする、それで高齢化で増加する国庫への負担を軽減すると決めました

か。 

○大臣政務官（上野宏史君） 決めたという事実はありません。 

○蓮舫君 どちらも政府スタンスではありません。 

 六十五歳以上に年金受給年齢を引き上げる、高所得者の基礎年金はなくす。これは、麻生財務大臣が諮問をした財政制度等審議

会の大臣に対する財政健全化に関する建議です。こちらでは政府と違うスタンスの中身が書かれているものは受け取っている、一

方は受け取らない。この二重基準、どこにあるんですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 私が申し上げておりますのは、この騒ぎ、一連の不安、誤解等々いろんな話が起きておりますから、少

なくとも私どもは、こういったようないろいろ誤解やら不安というような話というものが広がるという状況を私どもは一日も早く、

これは違いますので、事実と、そういった意味では、きちんとするために、こういった話をこれ置いておいたまま、これが公式文

書として今後使用されていくような形になるということは、私どもの政府の方針とは基本的に違っておりますので、違った記載に

なっておりますから、我々としてはそこのところをきちんとしておく必要があろうというのがまず基本的な態度です。 

 その上で、これをこのまま、文書として隠蔽するつもりはありませんけれども、これを基にして更に議論を進めていくかのよう

な話になるのはいかがなものかと、私どもはそう思いましたので、この際、こういった文書は受け取らないということを申し上げ

ております。 

○蓮舫君 政府の方針とは違う、政府スタンスとは違う、国民に誤解を与える、両方一緒なんですよ、二千万円足りない、三千万

円足りないとして、なかったことにしたワーキング・グループの報告書と。それと、六十五歳よりも年金給付年齢を上げていく、

高所得者の基礎年金はなくしていく、これも誤解を生みますよ。でも、その報告書は受け取っている。受け取る、受け取らない、

この基準の違いは何ですかと述べているんです。 

○国務大臣（麻生太郎君） 重ねて申し上げるようで恐縮ですけれども、今回の一連の話というものにつきましては、明らかに我々

は、五万円という資料を提出されたのは厚生労働省、その後それを掛け算して出した二千万というようなものを出したのは金融庁、

そしてその結果としていろんな形で不安を招くような形になったという形になっておりますから、そういった意味では明らかに、

内容は、これページ読まれたんだと思いますが、いろいろいいことも書いてあるんだと思いますが、全体としてこれが、導き出し

た結論が、いかにも五万円不足とか二千万円の預金がなければというような話で生活不安をあおるというような形になったという

ところが我々としては全く意図するところとは違いますので、私どもとしては、今回はこのような形で意見をそのまま上に上げて

こられても私どもとしては受け取ることはできないということを申し上げております。 

○蓮舫君 有識者に諮問をして受け取った報告書というのは、極めて専門性が高いんです。受け取った時点で当時の政府のスタン

スとは違ったとしても、今後の政策をつくっていくときの大切な軸になるんです。それを、時々の都合の良い、都合の悪いで、あ

ったものにする、なかったものにするという、これは二重基準で、むしろ政府の信頼あるいは年金の信頼を失墜させると私は思っ

ています。 



 確認ですけれども、このワーキング・グループの報告書、二千万円の記述以外の方向性は政府の方針ですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 一番の問題は、全体として不安を招いたというところが最大の問題なんだと思いますが。 

 私どもとしては、年金というものは、老後の生活の安定とか安心とかいうもののためにこういった年金という制度をつくり上げ

たんだと思っております。したがいまして、高齢化が更に進む、少子化が進んでいくという状況ではということで平成十六年度に

変更をさせていただいた、改正をさせていただいた。その背景もそういったところにありますので、安全、安心、そういったもの

のためには、こういったものがきちんと理解をされないまま別の方向なものに導き出されるような書きぶりになっているところが

問題なんだと、私はそう思っております。 

○蓮舫君 いや、不安をあおったのは、あるものをなかったとした麻生大臣の姿勢ですよ。そこがあおっているんじゃないですか。

記述がどうとかじゃない。本来だったら、受け取って、二千万円が誤解だったら説明をして、それでも不安がなくならないんだっ

たら、国会、予算委員会を開いて審議をして前に進めていくのが政治じゃないですか。それがないからおかしいと指摘をしている

んです。 

 今、記述がおかしいと言いました。この老後、人生百年時代だから足りなくなってくるリスクがあるから、年金は収入の柱だけ

れども賄えなくなるリスクがあるから、私的年金等の投資をしようという方向性になっているんですね。その方向性は政府のスタ

ンスですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 私どもは、金融庁の立場といたしましては、少なくとも、日本の年金に限りませんけれども、個人が持

っている預金、そういったようなものの内容が、現預金の比率が極めて高いと。先進国の中で最も高いのが、現預金が一番高いの

は日本ですから、そういった意味では、むしろ資産等々でということで、つみたてＮＩＳＡとか、いろんな形でいろんなものを勧

めておりますのは事実であります。 

 そういった方向に私どもとしては、預金というものは極めて金利水準も、昔みたいに五％、六％付く時代ではありませんから、

そういった意味では、私どもとしては、もっと安全な資産というものを持たれたらいかがですかということを申し上げてきている

のは事実であります。 

○蓮舫君 そうすると、この報告書の全体の流れというのは政府のスタンスなんですね。 

 これで、最後、安心の資産、預金は金利も低いから、そうじゃなくて運用していくことを丁寧に勧めて、それで金融関係の方々

への注意喚起も行っている、よくできたその部分では報告書だと思っているんです。 

 その中で勧められているのは、ｉＤｅＣｏ、個人型確定拠出年金ですね。元々国民年金の二階建て部分を賄う私的年金なんです

が、その後法改正が行われて、厚生年金加入者も共済年金加入者も入れるようになった。それを政府は税制優遇で推奨してきた。 

 このｉＤｅＣｏのホームページを見ると、資料三に付けさせていただきました。ホームページトップ、ｉＤｅＣｏの特徴は、高

齢無職世帯の収支差五・五万円と、金融庁報告書と全く同じ指摘から始まり、だから投資をと促して国の税制優遇の説明。つまり、

この報告書はｉＤｅＣｏの書いてある説明と全く一緒なんです。報告書そのものをなかったことにはやっぱりできないと思います

が、いかがですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） この報告書はなかったと言うつもりもございませんから、私どもはそのままホームページに載せてあ

りますと申し上げております。したがって、隠蔽するつもりも全くありませんし、そのまま載せてありますのはもう御存じのとお

りであります。 

 ただ、私どもが申し上げているのは、今回出されたこの報告書の内容につきましては、今のところのいい部分はあるかもしれま

せんが、全体として言われることは、月々五万円不足する、二千万円の預貯金がなかったら生活できないかのごとき誤解を与えか

ねないような不安をあおったというところに、全体の記述が最終的にそこに帰結しているように思われる、そういったものは私ど

もとしては受け取るわけにはいかないということを申し上げております。 

○蓮舫君 リスクがあるから、ｉＤｅＣｏ等を活用して私的年金、あるいはいろいろな投資をして備えましょうという方向は政府

のスタンスなんです。 

 ところが、二年前なんですけれども、大臣は、二〇一六年六月十七日、北海道小樽市の自民党支部の会合で、金は使わなきゃ意

味がないと発言しています。これ、九十歳になって老後が心配と訳の分からないことを言っている人がテレビに出ていて、いつま

で生きているつもりだよと思ったと、この発言が大きく報道されたんですが、ここで大臣は、金は使わなきゃ何の意味もない、金



ってそういうものだと持論を展開されました。今でも高齢者に金は使えという、その持論ですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） お金というものは、私どもは昔からずっと申し上げておりましたが、これは見るものでも触るものでも

眺めるものでもないと思っております。私は、お金は使われてしかるべき、金は天下の回り物だと子供のときから教わりましたん

で、私どもはそう思っておりますんで。 

 この当時の文脈を見ていただければお分かりになると思いますが、経済の浮揚には消費拡大が必要という文脈の中でしゃべって

おりますよね、前後は捨象されておられますけど。全世帯の四分の一を占めております高齢化世帯というものが過度な将来負担を

持たずに積極的に消費をしていただけるよう意識を切り替えていくことが重要でありということもしゃべっておると思いますが、

そのような環境を整えるべきとの趣旨で申し上げたものであって、高齢者をいかにも侮蔑しているような言い方に聞こえますけど、

そのようなつもりはございません。 

○蓮舫君 消費をどうやって伸ばしていくのか、ＧＤＰの六割を占めていますから、それは与野党問わず努力をしなければいけな

いところだと思うんですけれども、政府の方針としては、まずはこの報告書の軸もそうなんですけれども、節約しろ、ためろ、長

く働け、これむしろ消費を冷やすと思っているんです。 

 そうじゃなくて、消費を伸ばすためには、やっぱり将来の安心の社会保障をしっかり充実させる、審議をする、議論をする、不

安を潰していく、安心に変えていく、そのことによって初めて消費が生まれると私たちは考えているんで、そこはもう大臣と違う

考え方のところなんですけれども。 

 ところで、確認をします。政府の方針として、年金、百年安心なんですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 基本的に、我々は、この制度というものは百年間安心というのを大前提にして、そのかなりの部分を年

金で賄える、全部が全部というわけではありませんけれども、かなりの部分を賄えるという前提でこの百年制度というのを平成十

六年か何かにさせて、十七年か、させていただいて、百年安心というのは、そのとき年金制度の破綻というのがよく言われている

頃でもありましたので、私どもは、平成十六年度に導入させていただきましたマクロ経済スライド等々の仕組みなどによって年金

の持続可能なということが確保されたというためなんだということだと思っておりますんで、百年の年金制度というものが安心が

うそだったんではないかというようなつもりは全くございません。 

○蓮舫君 いや、ちょっと途中で論調が変わりました。前段の部分では百年安心というのはかなりの部分が賄える、つまり年金を

もらえる側にとっての安心なんですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 度々この話もさせていただいておりますが、年金というものの制度の安心もありましょうし、年金をも

らわれる方のかなりの部分が安心できるということを申し上げていると思いますが。 

○蓮舫君 二〇〇九年四月二十七日参議院本会議、麻生総理大臣の答弁です。政府として百年安心と公式にうたったことはありま

せんと明言しています。 

 つまり、二〇〇四年、平成十六年の年金法改正は、百年程度を見通して、長期的な給付と負担の均衡が維持される仕組みにした、

それ、仕組みの説明なんです。一方で、受け取る側が百年安心とは違うと切り離してきているんです。それは今の説明と矛盾しま

すが。 

○国務大臣（麻生太郎君） 百年の年金、百年という意味の制度としてまず間違いないというのが一点。もう一点、もらわれる側の

立場にとりましても、かなりな部分のものが賄えるという表現をずっと使わせていただいていると思いますが。 

○蓮舫君 そもそも、今の年金制度は持続可能性があると大臣はお考えですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） あると思っております。 

○蓮舫君 二〇〇八年三月号の月刊誌、その五月には夕刊紙の連載で麻生大臣は同じ主張を展開しています。政府がどんなに百年

安心とうたっても、自戒を込めて言えば、もはや信用する人は誰もいないのだ。今もこのお考え。 

○国務大臣（麻生太郎君） 安心する人の数が少ないという当時の話だったと思いますので、私どもとしては、そういったことを言

う人がおられますけれども、私どもは、それを解消するために平成十七年度の改正をさせて、十七年か、の改正をさせて、十六年

か、の改正をさせていただいたんだというように理解しております。 

○蓮舫君 済みません、平成十六年の改正からこれ四年たっているんです。時差がありますよ、間違えていませんか。つまり、百

年安心の改正をして四年たって、自戒を込めて言えば、もはや百年安心を信用する人は誰もいないのだと限定しているんですよ。 



○国務大臣（麻生太郎君） おかげさまで、その四年間の間に積立年金というのは、御存じのように、年金の積立金の話ですね、Ｇ

ＰＩＦの話ですけど、四十四兆円増えております、御存じかと思いますが。 

 蓮舫議員のときにはこれ何兆円増えたんだか知りませんけれども、少なくとも前の内閣のときに比べてこれ十倍ぐらい増えてい

ると思いますが、そういった意味では、かなりのものができ上がりつつあるのは確かだと思っておりますが。 

○蓮舫君 いや、直近では十四兆溶けていますよ。それは長い目で見なければいけないから、そこは自画自賛するところじゃない

んです。 

 つまり、ここで、月刊誌で麻生さんがおっしゃっているのは、国民皆年金はもはや死語、未納問題の解消は難しい、年金財政は

破綻していると指摘しているんです。ＧＰＩＦのことなんか一行も、一言も触れていません。今も同じ認識ですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 基本的にそのような今の私の気持ちを聞かれれば、私は今、年金が破綻すると思っていることはござい

ませんし、そういった意味で、少なくともＧＰＩＦの増え方を見ましても、間違いなく今、年金はより安心なものになってきてい

ると思います。 

○蓮舫君 私、麻生大臣が当時提言をされた内容を否定はしていないんです。一つの考え方だと思っています。つまり、基礎年金

全額税方式を提案しているんです。基礎年金部分を消費税で賄う、そうすると、国民年金保険料は払わなくて済むようになる、厚

生年金のサラリーマン負担もなくなる、企業の事業主負担もなくなる、その分、賃金に上げられるんじゃないか、そうなると、消

費増税しても金は使われるんじゃないか。 

 こういうことを堂々と提言していこうという、私、これは、年金百年安心の不安が渦巻いてる中で一つの、一つの持論だと思っ

ているんですが、この論文を発表した直後に麻生さんは総理大臣になられた。でも、年金改革はやられなかった。なぜですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） あのときの経済状況は何だったか御記憶かと思いますが、少なくとも、世界はリーマン・ブラザーズの

破綻によって一挙に経済は金融収縮の方向に走っていった時代でありまして、とてもではありませんけれども、私どもとしては、

たしかあのときは補正を三回組んだと思いますが、補正を三回組ませていただくという異常な事態でありましたので、私どもは、

経済というものに関しては景気浮揚というものに全力を挙げたときだったというのが、その経済的な背景が一番大きな理由だった

と記憶します。 

○蓮舫君 リーマン・ショックで年金制度改革ができなかった、でも、今はアベノミクスがうまくいっていて、社会保障制度を立

て直す消費増税の話も出ているのに、麻生副総理は自分の持論は全く出しておられません。非常に残念です。 

 年金制度というのはやはり抜本的に議論をしていくものだと思っているんですが、私たちとしては、例えば年金そのものを増や

す仕組みが今できないのであれば、支出を何とか見直すということができるのではないかといって、マクロ経済スライドの影響が

小さくなるようにと総合合算制度の導入を提案しました。医療、介護、教育、保育、障害に関する自己負担の合計額に上限を世帯

で設定をして、低所得者の家計に過重な負担を掛けない制度設計なんです。ところが、安倍内閣はこの導入を見送りをした。なぜ

ですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） これは三党合意もあったと記憶しますが、少なくとも、私どもは、今の話は厚生労働省の所管の話にな

ろうかと思いますので、金融担当とか財政に聞かれても、ちょっと今の答えに、即答いたすことはいかがなものかと存じますが。 

○蓮舫君 副総理としていかがですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 副総理でも担当しているところがございますので、所管のところに関しましては、いろいろなことに関

して私どもがむやみに口出しているというように思われるかもしれませんが、そんなようなことはございません。 

○蓮舫君 都合が悪いとあるものをなかったことにして、都合が悪いと担当が違うと縦割りを主張する。ちょっと余りにも誠実な

対応ではないと思うんですけれども、私たちはこの総合合算制度の導入を提案しているけど、今の政権は、それを導入を見送った

のは、財源である〇・四兆を軽減税率の財源に回したからなんですよ。私は、やっぱりこれはおかしいと思っています。 

 そして、今、国民の年金に関する関心が高いのでしっかり議論をさせていただきたいんですが、厚労省、これ財政検証がまだ公

表されていませんが、いつ出します。 

○大臣政務官（上野宏史君） 財政検証については今事務的に丁寧に議論をしておりまして、その結果が出次第、公表するというこ

とにしたいと思います。 

○蓮舫君 いつですか。 



○大臣政務官（上野宏史君） 検討が終了次第、速やかに公表したいと思います。 

○蓮舫君 五年前の財政検証では、経済再生ケースで実質ＧＤＰ成長率をかなり高めに設定をして、実際には平均でも追い付いて

いません。賃金上昇率も足下の実績とは離れています。実態を表す数字を置かないと年金財政に大きな影響が出ます。 

 これ、政務官、選挙の前ですか、選挙の後ですか、出すのは。 

○大臣政務官（上野宏史君） 繰り返しになりますけれども、現在作業中でありまして、丁寧に議論した上で、結果が出次第、速や

かに公表したいと思います。 

○蓮舫君 麻生財務大臣、財政審も、財政検証の内容は保守的な経済前提を置くことを含めて国民を説得できる試算結果を示すこ

とが必要。大臣からも、厚労省に一日も早くこれを出していただく、百年安心かの点検をしなければいけませんから、それを早急

に要請していただけますか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 財務大臣として、厚生労働大臣にそれを要求しろと言っておられるんですか。 

○蓮舫君 財政審として政府に要請が、財務大臣に答申されています。当然、その役割を担っておられます。 

○国務大臣（麻生太郎君） この話につきましては、私ども、受け取らないと言ってきました後、財政審の間で今から新たな議論を

されるんだと存じますが、それがいつどのような形でされるかについて、私どもは今の段階で存じていることはございません。 

○蓮舫君 いや、去年の財政審の諮問結果で既にこれは出されているんですよ、政府に強く要請すると。 

○国務大臣（麻生太郎君） 今の質問、先ほどと同じだと思いますが、厚生労働省の方の所管になりますので、厚生労働省でそれを

検討されるということじゃないでしょうか。 

○蓮舫君 違います。平成三十年十一月二十日の財政審が、三十一年度予算の編成に関する建議で財務大臣に出しているんですよ、

年金の財政検証の内容は保守的な前提を置けと。それは、受け取った財務大臣としては、政府の中で調整をする仕事をするのが仕

事じゃないですか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 今言われましたことは、私ども、財政審というか金融庁というか、財政審の中において厚労省含めてい

ろいろ検討していくという、金融庁だけでやっているわけではございませんので、厚生労働省と一緒にその種の、財務大臣として、

済みません、財務大臣として厚生労働省と一緒に検討させていただくということだと存じますが。 

○蓮舫君 この二〇〇八年の月刊誌の最後のまとめで麻生大臣は、政治家と官僚の関係で、官僚にも優秀な人がたくさんいる、国

民の代表たる政治家は使用者で、官僚は内閣の使用人、使用者が使用人の悪口を言っているようではその組織はうまくいかない、

使用人を使いこなせない政治家が悪いと。 

 今回の報告書では、今日冒頭で金融庁の担当者が、配慮がなかったと謝罪とおわびをしました。取りまとめに当たった責任は役

人に押し付けて、自分は謝罪もおわびもしない。当時自分が言っていたことと真逆なことを今担当大臣としてされていますが、改

めて最後に伺います。謝罪をするおつもりありますか。 

○国務大臣（麻生太郎君） 今回、申し上げましたように、この点につきましては、先ほどもというか、この間も申し上げましたけ

ど、金融庁も真摯に反省しており、国会の場でもおわびを申し上げているところでもありまして、私の方からも、この種のことが

問題になるような、不安をあおるような結果になったことに関しまして、私どもとして、今後、政策遂行の参考としないと判断し

てこの報告書を受け取らないということにさせていただきましたけれども、私といたしましては、本件について役人だけに責任を

押し付けているというような考え方はございません。 

○蓮舫君 いかにも押し付けています。そこはもう一度よくお考えになったらいいかと思います。 

 終わります。 


