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第 8 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（開催要領）  
1．  開催日時: 2001 年 5 月 18 日( 金) 17:30～19:44 
2．  場所: 官邸大食堂
3．  出席議員


議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣

議員 福田 康夫 内閣官房長官

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣

同 片山 虎之助 総務大臣

同 塩川 正十郎 財務大臣

同 平沼 赳夫 経済産業大臣

同 速水 優 日本銀行総裁

同 牛尾 治朗 ウシオ電機( 株) 代表取締役会長

同 奥田 碩 トヨタ自動車( 株) 取締役会長

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授

臨時議員 石原 伸晃 規制改革担当大臣

同 坂口 力 厚生労働大臣


（議事次第）  
1．  開会
2．  議事
(1) 基本方針策定に向けた当面の進め方について
(2) 国と地方の関係について
(3) 経済の活性化について
(4) その他

3．  閉会

（配布資料）  
資料 第 7 回経済財政諮問会議議事要旨
資料 基本方針策定に向けた当面の進め方( 案) 
資料 「新世紀維新のための経済財政政策」( 検討すべき論点) 
資料 経済財政諮問会議における議論の概要
資料 片山議員提出資料
資料 牛尾議員・本間議員提出資料
資料 国と地方のあり方参考資料
資料 雇用拡大専門調査会緊急報告
資料 坂口臨時議員提出資料
資料 塩川議員提出資料
―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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（概要）  
○竹中経済財政政策担当大臣が議員を紹介後、小泉内閣総理大臣より挨拶が行
われた。その後、竹中大臣より石原規制改革担当大臣及び坂口厚生労働大臣が
臨時議員として出席することを説明した後、本日の議事を紹介し、第７回諮問
会議議事録を諮った。

（小泉議長） 経済財政諮問会議は、所信表明演説に盛り込んだ大方針を肉付
けするための最も重要な会議と言っても過言ではない。現下の最大課題は
経済の再生。「構造改革なくして景気回復なし」との考えの下、聖域なき
構造改革を断行し、これからの日本の発展のために、自信と希望を持って
新たな目標に進むことができる社会を築くことが重要。６月を目途に骨太
の方針を皆様の力や知恵により出していく必要がある。諮問会議で出され
た方針の実現に向け、いかに小泉内閣が進むことができるかが今後の日本
経済の発展に大きく影響する。皆様の御協力をお願いしたい。

○基本方針策定に向けた当面の進め方について
（竹中議員） 諮問会議ではこれまで財政にいかに切り込むかという点から詰

めた議論がなされてきており、このことは重要。これに加えて、小泉内閣
が果たす大きな役割は、改革とは何かというメッセージの部分であり、こ
の部分はさらに強化していくことが重要。
（資料３に沿って説明）資料３は、個人的に用意したものであり、どう
いう項目を議論すべきかを少し整理した。「はじめに：新世紀維新が目指
すもの」として、総理の言葉によれば自助、自立の経済を実現することで
あり、我々の潜在力を発揮するとともに、それを高めるというメッセージ
をまず議論した上で、日本経済の再生シナリオと政策対応という当面のシ
ナリオの部分を論じることが大変重要。日本経済の中期的な姿を見せる中
で成長力はどうなっていくのかを示すこと、同時に財政の中期の展望を示
すことがここでは不可避。30 兆円、その後のプライマリーバランスに向け
た何らかのシナリオを出すことが必要。
構造改革の道筋として、検討すべき論点は、大きく４つある。
第１は、活力ある21 世紀の創造。潜在成長力を高める政策が重要であり、
今回の規制改革はどこが違うのかはっきりとした方針を示すとともに、
人々、企業にインセンティブを与えるような税制のあり方は避けて通れな
い課題。競争政策の新しいあり方については、公取委の強化の中身、経済
にふさわしい法律のあり方等も議論しなければならない。新しい成長分野
の育成と科学技術の振興については、ＮＴＴ問題を含めた競争政策の画期
的な推進や企業家向けのインセンティブ、税、金融の仕組みについての議
論が必要。循環型社会の形成については、持続可能な発展を生み出す日本
型メカニズムの具体的な姿が必要。
第２は、競争社会であるからこそ、雇用とセーフティーネットが重要と
いう点。雇用の流動化に向けて、多様な労働を認める仕組みをどう構築す
るかが重要なテーマであり、労働に関する基本的な法規の枠組みについて
の議論は避けて通れない問題。また、信頼に足る社会保障制度の構築のた
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めの方策や資産活用政策の検討が必要。雇用の最大のテーマは、教育投資
を中心とした人的資源大国をいかにつくるかであり、これまでの労働政策
の枠組みを超えた新たな仕組みをいかに作れるかということ。
第３は、仕組みを変えるに当たって、新しい役割分担が出てくるという
点。官と民の役割分担については政府系機関の改革の方向性が必要。官の
中での国と地方の役割分担については地方交付税を中心とした税の仕組み
そのものに踏み込む必要がある。財政のウェートから考えると社会資本整
備のあり方が非常に重要な問題であり、その関連で特定財源の話が出てく
るが、国民の目に見える改革の方向を出さなければならない。同様に、都
市と地方の関係も出てくる。都市が21 世紀型の価値を生み出す場所である
ということを踏まえるとともに、安定的な地方の生活をどのように保障し
ていくのかという点も必要。
第４は、改革を進める政策プロセスそのものの改革の観点。民意をいか
に政策決定に反映させるかということ。
こういった改革の道筋を受けて、骨太の方針で必要なのは、14 年度予算
編成に向けての一つの明快な方針であり、それが概算要求に反映される仕
組みを作っていく必要がある。

（塩川議員） 十分に勉強して議論したいので、会議のできるだけ前に今後の
検討、とりまとめに当たる事項について、事前に相談をしておいて頂きた
いというか、資料を提出して頂きたい。この政策は将来ビジョンに結び付
くような非常に大きい構想に基づく検討をお願いしたい。こうした中長期
のビジョン作成と同時に、当面の経済情勢、財政に対する指針となるよう
なものも出して頂きたい。その意味で、14 年度予算編成に向けて、国債発
行額を30 兆円以下にするとか、必要なところには十分な予算を付け、削る
ものがあれば削るという趣旨を明確に出して頂きたい。地方分権推進委員
会などの検討ではこれまで出て来なかった国と地方の役割分担の具体的な
方針を出して頂き、それに対して私の方と総務省が相談しながら解決して
いきたい。プライマリーバランスを取ることが必要だが、いつからプラン
の実施に入っていくかというプランの状況等を提示して頂きたい。特定財
源の使途の問題について、政府全体で取り組むためにも、特定財源を含む
財源全体のあり方について道筋を付けて頂きたい。

（石原臨時議員） 先日立ち上げた総合規制改革会議は、今後、労働、雇用、
医療、福祉など、より抵抗が強いが、避けて通れないテーマを取り上げる
必要が出てくる。行政改革においても特殊法人改革、公益法人改革などか
なりの抵抗が予想される。諮問会議においても援護頂きたい。

（片山議員） 地方分権推進委員会が存在したからこそ、地方分権推進一括法
ができ、機関委任事務の廃止、国の関与の縮小、補助金の見直しによる統
合化等、実現した。これからもっと地方でやれることは地方でやる仕組み
にしていく必要。税財源は息の長い話ではあるが、国と地方の基本的な関
係を見直しながら再配分を考える必要がある。

（塩川議員） 方針は出たがなかなか改革が進まない根本は、地方公共団体の
行政能力の問題。国と地方の関係の改革の推進の問題は、地方交付税のあ
り方に重大に影響するので、諮問会議の中で触れて頂きたい。
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（片山議員） 竹中議員のペーパーにある「国と地方の役割分担」という記述
はいかにも平板であり、将来のあり方やビジョンを表現上も示す必要があ
る。「官民の役割」も同様。

（竹中議員） 今回は議論すべき事項を列挙しただけである。目次を出す際に
は片山議員の意向はまさに反映したい。

（平沼議員） 竹中議員が出した方向で検討を進めるということに賛成。明確
な具体的メッセージを出していくことは重要。「聖域なき構造改革」とい
う観点から、昨年12 月にとりまとめた行動計画の中でも課題を列挙し、力
強く推進しているところ。しかし、これだけでは足りないことから、「３
構造改革の道筋」全般、特に「（１）活力ある21 世紀型日本経済の創造」
と「（２）雇用とセーフティーネット」に関して、今月25 日に立ち上がる
予定の産業構造転換・雇用対策本部に向けてさらなる拡大のための作業を
進めており、諮問会議の議員の皆様にも御協力をお願いしたい。

（牛尾議員） 骨太の方針の方向性としては、より具体的で現実的な方向を示
すことが必要。方向性をわかりやすく示すことがトップに立つ者の最大の
使命。諮問会議では方向性とメッセージ性に加え、どの程度のスピードに
するかを示すべき。国民にわかりやすいメッセージ性を重視しながら、添
付資料によって行政に対するアダプタビリティー（実現適合性）を表現し
たい。また、後で説明する雇用拡大、サービスの活性化を考えると、規制
改革だけでは間に合わず、制度改革まで踏み込む必要が多分にあり、総合
規制改革会議と連動して進めたいので石原大臣の協力をお願いしたい。

（石原臨時議員） 雇用の専門家も総合規制改革会議に入って頂いており、積
極的な関与をお願いしている。

（奥田議員） 道路の特定財源問題については、既に自動車の業種団体から相
当な反論が出ている。これは総理が言われた痛みをいかに分かち合うとい
うことと関連すると思うが、まなじりを決してやらないと、とてもやれな
いという実感を現段階では持っている。

（塩川議員） 特定財源問題については誤解がある。私は特定財源の趣旨を生
かし、もっと幅広くと言っており、福祉に使うとは言っていない。それは
将来の問題であり、当面の５か年計画の間は道路財源とすると言っている。

（竹中議員） 問題意識をシェアするというのが１つのキーポイント。タウン
ミーティングには、有識者議員の方にも積極的に参加して頂きたい。

（速水議員） 構造改革が経済にプラスに作用するためには、市場のいい反応
が重要で、市場の信認が得られるような構造改革の具体的なプランを早期
に決めて実行に移すことが必要。３月の思い切った金融緩和策も、構造改
革が実体経済面で動き出してこそ、より効果が出る。
実際、過去５年間のお金の流れを見ると、日本銀行の供給する通貨であ
るマネタリーベースが年率7.9 ％伸びているのに対し、マネーサプライは同
3.3％、銀行貸出は同マイナス0.4 ％にとどまっている。一方、同じ５年間、
銀行の国債保有高は年率15.4 ％も増加している。この間、ＧＤＰや消費者
物価はほとんど横這いとなっている。このような状態の中、構造改革の方
向性を早く具体化して頂きたい。
また、年金（401K ）、保険、老人介護や雇用創出など消費者がコンフィ
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デントになり得るような政策を持ちながら、構造改革を進めることが必要。
（竹中議員） 構造改革を進めれば進めるほど金融政策の役割というのはますま
す高まる。速水議員が指摘されたような金融政策と実物面の構造改革がハー
モナイズするような形でのシナリオを描きたい。

（本間議員） 骨太の方針に対する留意点、あるいは今後の検討の方向性につ
いて有識者議員で議論をしている内容を話したい。
１点目に、国民へのメッセージ性、改革の方向性、更には実現適合性ある
いは担保性の問題、この三者をどのように組み合せるかが非常に重要なポイ
ント。したがって、総理のキーワードをメッセージとしてきちんと表現し、
改革の方向性をわかりやすく説明することが重要。実現の担保を図るために
は、具体策を明示し、どのような時系列的な段取りで実現していくかという
ことも同時に発表することが必要。そして、最後に14 年度予算を第一歩とし
て、こういう具合にキックオフするという話にしたい。
２点目に、経済の構造改革では、民間経済の構造改革と行財政・政府の構
造改革の２つの問題があり、どのようにバランスを取っていくかということ
が非常に重要。具体の制度設計、政策の方向性をきちんと担保していくよう
な方向性を打ち出すことが重要。
３点目は、民間部門の構造改革問題。現段階では総花的、抽象的になり
やすいため、各省庁や関連の審議会に対して、明確にその方針を伝え、時
限を切ってこれに応えるというスタイルを確立し、全体を整理して整合的
にパッケージ化することが必要。
４点目は、経済運営と財政運営の整合性を確保するというイメージをどの
ように伝えるか。バラ色のイメージでやるのか、苦難を国民とシェアをする
というメッセージでやるのかが戦略的に重要なポイント。四議員では、苦い
部分のところも正直に打ち出すのがオーソドックスではないかと考える。
５点目は、単年度予算の中で政策執行がジグザグの動きをし、時間的に
整合的な政策がとれなかった現実を振り返り、政策運営は、中期財政計画
をつくり、景気とのローリングを図りながら、経済運営を整合的に展開で
きる枠組みをつくることが重要。

（吉川議員） ２点ほど一般的なことを話したい。
１点目は、構造改革のコンセプトについてであるが、構造改革イコール
不良債権処理、イコール倒産、失業というコンセプトで議論するのでは狭
すぎる。構造改革というのは基本的には資源を低生産性、低成長の部門か
ら高生産性、高成長の部門に振り分けるところである。経過的には痛みを
伴うが、それはあくまでもミクロないし個別セクターの話であり、マクロ
ではプラスになるはずだ。「創造的破壊」という言葉があるように、破壊
と同時に創造も行わなければならない。その意味で経済の活性化を政府に
進めて頂きたい。
２点目は、全ての経済の議論の前提として、経済が現時点でどのように
動いているかをできるだけ正確につかむことが重要なので、こういうこと
に精力を使いたい。

（塩川議員） 14 年度単年度予算を中長期的な中に含み込んでいくべきだとい
う話であるが、中長期的な期間というものはどのぐらいか。
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（本間議員） 各国の事例を見ると、４、５年程度が一般的。単年度の部分と経
済のずれというものをローリング的に動かして、整合的に運営をしていくこ
とが重要。我々と一番似ている国はイタリアだが、イタリアではこういうや
り方を４年で回している。時間的合理性を保たないと、国民が信頼しない。

（竹中議員） これまでの議論をまとめると、骨太の方針には、①財政への切
り込みということ、②国民へのメッセージと方向性を示すこと、③一種の
時間、タイムフレームを示すことが重要。不良債権を２年ないし３年で処
理することを前提として、そのプロセスで日本経済にどのようなことが起
こるかということ、その上で、プライマリーバランスを目指すわけだが、
どのぐらいの期間であればよいのかについて、国民に対する責任とメッセ
ージ性からタイムフレームのイメージも考えて頂きたい。
６月を目途に骨太の方針を策定するため、５月、６月に、４～５回集中
的に会議を開催し審議を行いたい。次回会合では、私と有識者議員の方と
相談し、本日の意見を踏まえた検討案、目次プラス内容についてのエッセ
ンスを書いたようなものを提出したい。基本方針を受けた検討状況を、担
当大臣による記者会見等で用いられた資料の公表等で公表するとともに、
タウンミーティングでも情報提供を行い、国民と問題意識をシェアする。
また、基本方針策定後は、11 月頃の予算編成の基本方針や中期経済財政計
画に向けて、広く内外に周知し、パブリックコメントに付して、その反応
を今後の検討に役立てていく。そういうオープンなディスカッションの方
式を考えているので、御協力をお願いする。

○国と地方の関係について
（片山議員） （資料５に沿って説明）地方財政の構造改革として、地方自立

への改革を進め、地方にできることは地方に任せるべき。地方歳出の自立
性向上と適正化のため、例えば農業委員会や公平委員会が全市町村に必要
か、保健所長は医師でなければならないかなど、国が決めている組織機構
の必置規制など弾力化する必要がある。国庫補助負担金の見直しとしては、
奨励的補助金が問題で、国が補助金を出すと地方が判断せず最優先で採択
される状況となっており、一般財源にした方がよい。公共事業については、
規模の抑制を行って、中身は従来型の公共事業は縮減しＩＴ、環境、都市
計画、廃棄物などに主力を代えていくべき。
地方の歳出規模と税収にはギャップがあり、受益と負担の関係をあいま
いにしている。国庫補助金や地方交付税からの振り替えを行い、地方歳入
は地方税を中心にすべき。この点について、昨日の衆議院総務委員会でも
租税の割合は国と地方は６：４だが、これを目安としては、５：５にする
ことも考えられることを申し上げたところ。法人事業税については現行の
収益課税から、税収中立で外形標準課税を進めるべき。
地方歳出の抑制には徹底して合理化が必要であり、国の基準の弾力化等
による定員削減、清掃、給食に加え、試験研究などについてアウトソーシ
ングの拡大、保育所、高校などへの公設民営方式の導入、ＰＦＩの活用、
第三セクターと外郭団体の統廃合、地方単独事業の適正化を図るなどが必
要。地方の一般歳出の７割は、国の施策に連動している公共投資、社会保
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障、教育であり、地財計画の全体を抑制するためにはこの３分野に係る国
の歳出の見直しが不可欠。国の方をそのままにして地方だけ歳出カットは
できない。地方交付税についても、財源不足を補填するものなので全体の
歳出を圧縮して交付税を抑えていくしかない。
地方行政体制の再整備として、市町村合併を推進し、今 3,224 あるのを、
与党が言われるように 1,000 ぐらいにしたい。できれば、合併特別法の期
限である平成 17 年３月末までに、この数字に近づける努力をしたい。団体
規模に応じた権限付与については、今後小規模町村に対する権限について
どう考えていくのかが課題。
地方行財政の透明性の向上としては、地方にも政策評価システムを導入
する、パブリックコメントや情報開示の積極活用、電子自治体の実現を進
める、総務省で実験的に行っている行政コスト計算書、バランスシート等
の作成及び公表といったことも必要。
地方の自主性強化のためには、地方税のウェートを高めることが必要。
所得と消費と資産をバランスよく地方税体系にも取り込むために、個人住
民税の充実が必要。地方消費税は、安定的であり、地方６団体はその充実
を熱望している。固定資産税は市町村税の大宗であり、安定確保が大きな
課題。
地方交付税は、地方団体間の財源不均衡の財政調整機能、また、一定水
準の行政サービスを維持できる財源保障の機能を果たすもの。一定比率の
留保財源を残し、需要と収入の差を交付税で補填する仕組みとなっている
ため、税収入を伸ばしても余り地方の収入増にならず、行革や自力での税
収確保へのインセンティブがないという議論がある。算定方法は精緻に細
かくやるのでわかりにくく、簡素化が課題。公共事業や地方単独事業を思
い切って進めるために、それに起債を認めた場合の元利償還を交付税で一
定割合補填しているが、これがモラルハザードを起こすという議論があり、
見直す必要がある。

（本間議員） （資料６に沿って説明）公共部門の制度が、右肩上がりのとき
はうまく機能したが、現在は機能障害に陥っており、地方行財政について
も本質的に解決しないと、経済活力がますます喪失をし、地方の疲弊が起
こるという問題意識。
その大きな原因は、現行の国と地方の行財政関係が、過度に国に依存し
地方の個性を失わせるという結果を生んだこと。交付税あるいは補助金と
いう形で巨額な財政移転が国から地方に行われるプロセスの中で、現在の
システムに沿って忠実に頑張ることで、全体として過度の依存と個性の喪
失を生んでおり、制度設計を再考する上で重要な点である。
30 兆円に国債の制限をして地方債で増大させることは技術的には可能だ
ろうが、非常にクレディビリティーに欠ける。国債の上限と、地方債の上
限をリンクさせ、国と地方が併せて合理化をしていくスタンスを国民に見
せることが必要。
改革の方向としては、個性ある自治体を目指していくインセンティブを
いかに与えるかを打ち出すべき。国と地方の関係を稀薄にしていき、地方
の財源は地方の収入で賄い、納税と受益の関係を直接的にリンクすること
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が重要。同時に財源だけを移譲するのではなく、地方自治体の能力形成を
どういう形で行っていくかが重要。市町村の再編はコスト及びマネージメ
ントの両面から避けて通れず、県と市町村の関係という垂直的な問題も視
野に入れて議論する必要。
市町村は合併に消極的だが、その原因には、財政状況が悪くなれば完全
補填する地方交付税制度がある。合併に向けてのインセンティブ付与を十
分に考えていく必要があり、段階補正をどのように考えるかということに
なる。
地方交付税の改革については、まず、複雑すぎる点を見直すべき。地方
の負担意識が稀薄すぎることも問題で、モラルハザードを排除していくこ
とが必要であるが、本質的に克服するためには自立自助を前提にした地方
税の充実が必要。
国中心の議論になりがちだが、国と地方を併せて改革の論議の中で位置
づけていくことが必要。

（牛尾議員） ６月に完成させる平成 14 年度の骨太の政策の中で、国と地方の
問題は避けて通れない。地方の場合は直接的な痛みがあるが、小泉路線を
実現させるためには国民の総意と参加をどう得るかが重要。痛みをきちっ
と国民に訴えて、それに耐えて欲しいと言うべき。地方自治の問題は一番
きついがこれをどう乗り越えるかが勝負になる。

（片山議員） 国とつながっている経費が７割であり、地方単独事業も国の公
共投資長期計画に殆ど繰り入れられており、地方財政が利用されてきたと
いう実態がある。これまでの我が国の経済成長や国土の均衡ある発展は、
戦後地方自治制度を導入した結果であるが、問題も出てきており、それを
どうやって正していくか、それを含めて地方分権は 21 世紀の大きなテーマ
である。

（塩川議員） 地方自治とか行政能力から考えて、合併後の地方自治体数は 300 
ぐらいで人口 30 万ぐらいがよいのではないか。また、合併したら議員の任
期を１期伸ばすとか、そういった合併のガイドラインが必要。もう一つは、
基準財政需要額には無駄があり、見直すべき。

（片山議員） くり返しになるが国の公共事業、社会保障、教育に係る歳出が
問題。

（塩川議員） 国を減らすためには、国のシビルミニマムを減らす必要。
（平沼議員） 加算型の外形標準課税は、中長期的には経済成長を支える観点
から雇用に大きな影響が出る。安定財源の確保等の地方財政問題は、国、
地方の税財政全般の見直しの中で、例えば消費税や控除型の付加価値税等
の検討を行い、地方の自主財源を充実させることが本質的な解決の道。赤
字法人等全部に課税すれば、現段階では景気に与える影響が大きいと危惧。

（本間議員） イタリアは、外形標準課税である「ＩＲＡＰ」（減価償却と仕
入高を控除し、結果として利潤と賃金に対し課税する制度）を地方の自主
財源としている。我々もこうした制度について幅広く検討すべき。

（片山議員） 税収中立であり増税でなく、赤字法人ならば、大体年間４、５
万円程度の負担の広く薄くであり、経済団体、中小企業団体の是非理解を
得るよう、しっかりと説得すべき。無理な話ではない。
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（牛尾議員） 赤字法人が税金を払わないのは間違いであり、応益的であるべ
き。従業員は便益を受けており、それに対する課税であり、中身について
はいろいろ議論があってよい。

（塩川議員） 法人の住民税を上げればよい。
（牛尾議員） 様々な考え方があり、人件費に税金を掛けるのはだめというも
のではない。

（竹中議員） 国と地方の問題は、ある意味で小泉改革のエッセンス。議論の
中で、受益と負担、自立の責任、簡素化、地方の確立という言葉が出た。
地方の効率性、創造性に対しディスインセンティブを与えるシステムにな
っているというイメージは共通しているが、そこに至る道筋について、ど
こでトリガーを引くかに関しまだ議論が成熟しておらず今後議論を深める。

○経済の活性化について
（牛尾議員） （資料８に沿って説明）「雇用創出型の構造改革」については、
雇用の流動化を促進しつつ、人々の持つウォンツ（真のニーズ）に応える
多様なサービスを提供することが、経済活性化の好循環を生み出すという
発想である。先進国の雇用構造の変化は、サービス化の進展が特徴であり、
サービス部門を中心に500 万人の雇用創出を期待している。ストックの蓄
積に伴い資産の使用価値を高める時代において、資産活用のためには多く
のサービスが必要という考え方に立ち、サービス産業雇用創出の例示して
いる。地域固有の資源の潜在的利用価値の再認識によるサービス産業の雇
用創出等も可能性がある。「民間活力を発揮させるシステム改革」が大事
であり、情報の提供と参入障壁の撤廃による事業者間の競争と消費者の自
由な選択を拡大する。「 雇用構造の転換を進めるシステム改革」として、
相当の規制撤廃と制度改革が条件となっており、もう一度きちっとまとめ
て、総括的には官房長官の下に、また部分的には各省に規制緩和の申し入
れを行う予定である。

（石原臨時議員） 牛尾議員の発言の530 万人雇用実現 のための規制緩和と制
度改革については、総合規制改革会議で重点項目にしたい。サービス業へ
の職業移転は、賃金の低下をもたらしうるものであり、規制改革により、
完全にバラ色の社会が来るわけではないということも留意頂きたい。

（坂口臨時議員）	 第三次産業を中心にした雇用の創出は、厚生労働の分野で
は、ゴールドプラン、エンゼルプラン等により、40 万人程度は可能。ミス
マッチについては、失業中と在職中の両方について、職業訓練の実施によ
り職業能力を開発することが重要。自発的失業者に対する雇用保険を手厚
くすべきとの意見があるが、我々の従来の意見とは若干異にしており、こ
れからの課題である。また、今ようやく330 日に延ばしたばかりの期間を更
に伸ばすのか、伸ばす前に給付率を今の６、７割から、４、５割に下げる
かどうかといった問題もある。労働者派遣制度又は有期雇用については、
派遣期間を今の１年から２、３年にするとか、製造業も対象にするといっ
た要望が多いが、また一方で反対意見もあり、どうするかが問題。病院に
ついては、株式会社の参入、償還払制の導入等を提案されたが、量的に満
杯である病院が更にふくらむと、医療費全体を抑制すべき時に、一体どう
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するかといった問題もあり非常に難しい。そうした点について、今後更に
詰めていきたいと思う。

（奥田議員） 病院が満杯との指摘があったが、日本の病床数は150 万床と世界
で一番人口当りベッド数が多く、人が満杯ということは、裏返せば、自宅
で介護、手当てができないということで、結局住宅政策の問題に関係する。
病院の満杯の問題は、医療と介護の切り分けの問題と、住宅政策に関わる
問題。

（牛尾議員） 医療サービスの拡大は、非常にデリケートな問題である。これ
の増加は健康保険料の増加をもたらすとの懸念もあるが、予約料や第三者
評価の診断料をオープンにし、これを保険外料金として徴収するといった
案もある。これを保険外収入とし、そこにサービス業をつけるといったこ
とも考えられる。
雇用の流動性に関しては、低生産性から高生産性の分野に資金と人材を
動かすことが活性化の基本であるが、日本は雇用の流動化の習慣になれて
いない。雇用流動化のための環境整備は議論すべき重要なテーマ。ポータ
ブル年金でない等の法的な問題のほかに、文化的な障害もあり、流動する
社員こそサニーサイドの道であり、能力の発展段階によって雇用は平均３、
４回変わるのは当然といった自由で選択できる雇用となるようにすべき。
この雇用の橋を渡れない人に対しては、セーフティーネットで対処すべき
で、失業保険制度についての非自発的失業や高齢者に厚くするといった議
論は、まだ十分展開する余地がある。

（坂口臨時議員） 終身雇用にも充分なメリットがあるという考え方なのでこ
れを転換するのは難しいが、ひとつ頑張って検討していきたい。

（牛尾議員） パート労働の問題は、年間103 万円よりも所得が多ければ税金が
掛かるといった点で税制と関係が深い。配偶者に対する負担の控除や手当
を出すよりも、保育費等を控除した方が、働く女性にはプラス。男女共同
参画型社会も含め、男も女も70 歳まで平等に働くこととすれば問題は非常
に解決しやすい。

（坂口臨時議員） 常用雇用者の所定労働時間・日数の４分の３を超えると被
用者保険の適用の対象となるため、結果として４分の３以下に抑えるとい
った問題もある。

（牛尾議員） 専業主婦か働く女性を標準とするかは、年齢層により考え方が
異なるが、若い人は基本的に働くことが前提。

（竹中議員） 世界の状況から見ると生活水準が上がれば上がるほどダブルイ
ンカムが普通で、専業主婦は一種の特権というのが現実。

（速水議員） 牛尾議員のサービス分野における雇用創出ビジョンは非常に具
体的であり、高く評価する。構造改革とは、資本、労働等の生産要素の効
率的な使用を促すことであり、そのためには雇用の流動化を妨げる要因を
取り除き、新規雇用を創出することは非常に重要。アメリカは、過去５年
間に非農業部門で1,400 万人、そのうちサービスで700 万人雇用が増えてお
り、日本でも大いに期待できる。ソフトウェア開発、人材派遣ビジネスな
どが進めば、雇用流動化と新規雇用創出の両方にプラスになる。

（奥田議員） 所得の二極化の問題がでてくる。失業率は非常に低いが、一部
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の大金持ちと多数の貧乏人というアメリカのような構造は日本では取れな
いし取るべきではない。

（竹中議員） 本日後半は、国と地方、経済活性化について議論してきたが、
この問題はこれまで議論が繰り返されてきたが、余り進まなかったのが実
情。難しい事情はあるが、何らかのブレイクスルーの制度改革を持ち込ま
ない限り、実は改革にはならないとの志の下、詰めた議論をしていきたい。
最後に、先日の月例報告で、景気は更に弱含んでいると、下方修正をし
たことを報告する。

（小泉議長） 本日は長時間にわたり、あるべき改革を目指し、建設的な貴重
な意見を伺えた。従来は、改革に対する抵抗が強いため、仕方がないかと
あきらめ気味が多かったが、今回は、あるべき改革に向かい抵抗を排する
との意欲と決意の下に、この会議が行われており、６月中旬まで集中的に
議論を現実的な施策に乗せるような形でまとめて頂きたい。抵抗は当然あ
るが、まさに「恐れず、ひるまず、とらわれず」の意欲で、何とか実現に
向けて頑張る決意であり、最後まで御協力よろしくお願いしたい。

（竹中議員） 以上をもって本日の会議を終了する。

（以 上）
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