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経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 25  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 11 月 2 日(金) 16:07～17:55 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)中期経済財政計画について 

(2)予算編成の基本方針について 

(3)地方行財政制度の改革について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1-1 中期経済財政計画の論点   

資料 1-2 経済財政モデル（第一次）について 

資料 2  我が国経済の構造問題と今後の政策的方向について（平沼議員提出資料） 

資料 3  「平成 14 年度予算編成の基本方針」の策定に向けて 

資料 4  21 世紀型地方行財政制度の確立に向けて 

-地方にできることは地方へ-(有識者議員提出資料) 

資料 5  地方財政について(片山議員提出資料) 

資料 6  経済の現状と今後の政策運営について（有識者議員提出資料） 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第25回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

（報道陣退室） 

（竹中議員） それでは、まず今日の議題でありますけれども、前半と後半に分けさ

せていただきます。前半は中期経済財政計画と予算編成の基本方針についてとい

う問題、後半は地方の行財政制度の改革という問題であります。 

これから実は約１か月ぐらいの間に、合計多分６回ぐらいの経済財政諮問会議

を開かせていただきまして、大きく２つのことを目指さなければいけないと思っ

ております。１つは中期の経済財政計画です。これは骨太の方針にも記されてい

るし、総理の所信表明にも書かれているということで、それに向けて集中審議も

行わなければいけないということでございます。同時に予算編成の基本方針、諮

問会議が総理の御意向を受けて予算編成の枠組みをつくるという初めての仕事を

しなければなりません。 

今日の前半の時間はこれから集中審議等をやるに当たりまして、この中期計画

と予算編成の基本方針で何をやるかということの意思統一をしておきたい。その

ための時間を50分ないし60分とらせていただきます。後半は、重点的な個別項目

の１つであります地方行財政制度の問題を議論をさせていただきます。 

○中期経済財政計画について

（竹中議員） それでは、私の方から非常に簡単に前半の中期経済財政計画と予算編

成の基本方針の何をやるかという意思統一のための御説明を数分間でさせていた

だきます。恐縮でありますけれども、資料１－１というのがございます。「中期

経済財政計画の論点」、いろいろ書いていますけれども、１枚目の紙の（３）と

いうところだけ是非見ていただきたいと思います。「計画の役割」で何のために

つくるのか、経済財政の中期ビジョン、構造改革を進めて一体その後にどういう

経済がやってくるのか、とよく質問を受けます。これを中期の経済財政計画の中

で答えを出さなければいけないということです。 

次のポツは経済財政政策の整合性の問題、とにかく財政が大変大事である。30

兆円は守らなければいけない。同時に、経済の活性化を果たさなければいけない。

そういった経済と財政の関係、短期と中期の整合的な関係をこの中で国民にきち

んとした形で示さなければいけない。これが２点目だと思います。更には財政・

社会保障の中長期的な持続可能性の提示。社会保障の制度、年金に象徴される制

度、それと財政赤字の問題についても、それが持続可能である、サステーナブル

な形にどのように中期的に責任を持って行っていけるのかということをきちんと

示さなければいけない。第４番目に経済政策の合理性などの説明責任、まさに国

民に対する説明の責任ということだと思います。 
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そのために、この同じページのもう１つ上の（２）を簡単に見ていただきたい

と思いますが、政策が十分な効果を発揮するまでの期間、中期と付いております

けれども、やはり 低５か年ぐらいの計画を示すのかなというふうに私自身は考

えておりますが、この期間についてもどこまで見通すかということは是非御議論

をいただかなければいけないと思います。 

プライマリーバランスの達成などの目標に関しては、ここまで踏み込んで議論

をするということであるならば、より長期の10年ぐらいの計画も必要なのかもし

れません。これは様子を見ながら皆さんと議論を深めなければいけない問題であ

ります。同時に経済は変動しますから、毎年これを改定していく。ちょうどこれ

はアメリカの予算教書がそうなっておりますけれども、毎年５年ぐらい先の経済

と財政の整合的な姿を描いていっていますが、そういうものにしていく必要があ

るのかなと認識をしております。そうするためには、決してこれは経済の予測で

はなくて、どういった構造改革をしていくのかという制度改革、規制改革、構造

改革の話とマクロの経済の姿を両方描いていくところに大変重要なポイントがあ

るということであります。 

それで、実は14年度の予算編成の基本方針というのはこの中期計画と整合的な

形で、いわば初年度の財政をどのようにつくるのかという問題になります。資料

の３に『「平成14年度予算編成の基本方針」の策定に向けて』というものがござ

いますけれども、その２ページ目だけ簡単に見ていただきたいと思います。恐ら

くこういうことを議論しなければいけないのだろうということで、１は平成14年

度予算編成の前提となる経済情勢と財政事情、繰り返しますけれども、財政とマ

クロ経済、経済全体を両方整合的に考えるということです。第２番目は予算編成

に当たっての基本的な考え方、そこに書いているような問題が中心的な課題にな

ると思われます。３としては歳出の見直し、構造改革の推進ということで７分野

への重点化、更に骨太で議論した社会資本、社会保障、地方財政という大きな制

度が大きなポイントになると思われます。更には、行政改革をそれに絡めていく。

こういうのが、我々が今後１か月で目指すべき議論の方向だと思われます。 

説明の 後に１つだけ重要な問題があります。是非誤解のないようにしていた

だきたいのですが、マクロモデルを用いた試算をこの中期計画の中でするという

ふうに書いておりますので、ひとつの私見的な試算を述べさせていただいていま

す。決してこういう数字を出すという意味でもありませんし、正しいという意味

でもありません。ただ、今後いろいろなことを議論していくに当たって、大体こ

ういう感じなのかなという共通認識を持っていただくためのひとつの試算です。 

ケース１とケース２というのがあります。簡単にいきますが、ケース１という

のは基本的には構造改革をやらない場合です。来年度の予算については今、決め

られたとおりの支出の削減をしますけれども、それ以降については政府の支出と

いうのは大体名目ＧＤＰと同じぐらい、増えていくか減っていくかはともかくと

して、そんなに財政の切り詰めもやらないし、規制緩和等々の構造改革も行わな

い。したがって、効率も余りよくならない経済の姿です。 
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第２のケースというのは、規制改革等で社会全体の生産性が高まる。新規の企

業の開業も高まる。それに加えて、財政についてかなり思い切った歳出の切り込

みを行って財政のバランスを持続可能な方向に持っていこうという努力をする場

合であります。この場合、具体的には毎年政策経費を国と地方で合わせて２兆円

削っていますので、これは相当の削り込みを長期にわたって続けるという姿です。

繰り返しますが、これが現実的であるとか、そういう意味ではありません。 

2001年度の経済成長率は暫定的にマイナス0.9というような数字を挙げており

ますけれども、ケース１とケース２を比べていただきますと、ケース１の場合は

経済が停滞を続ける。ケース２の場合は、構造改革の効果が現れて財政を切り詰

めても経済はそこそこ上がってくるということです。 

ただし、このケース１は本当はこれよりもっと悪くなると考えておかなければ

いけないと思います。これはあるところから国債が累増していって金利がわっと

高くなっていくとこんなものでは済まなくて、0.9％とかとても成長できなくて、

0.5％とか0.3％とか、そういう姿になるとむしろ考えなければいけないと思いま

す。 

次は国と地方のプライマリーバランス、同ＧＤＰ比ですが、2001年度のプライ

マリーバランスはＧＤＰ比でマイナス3.7％です。改革をしないと、これがどんど

ん2010年には5.8％までとんでもなく大きくなっていく。 

ケース２、構造改革を行って歳出の切り詰めも行った場合は、これがいい方向

に向かっていくという姿が出ています。 

国と地方の公債等の残高のＧＤＰ比ですけれども、これも現状2001年度は112％、

これがケース１とケース２ではこのぐらい極端に違ってくるということでありま

す。繰り返しますが、これはあくまでも一つの想定される姿でありまして、これ

を計画に入れるとか、これが正しいとかということではありませんが、共通の問

題意識として今後議論を進めていくひとつの基盤にしていただくためのものでご

ざいます。 

ちなみにもう一つだけ申し上げておきますと、ケース１の場合もケース２の場

合もこういう自然体のモデル計算をしますと来年度の経済成長率、今年度はマイ

ナス0.9ですが、来年度もマイナス0.9ぐらいの数字が残念ながら出てきてしまい

ます。そうしますと、そこには当然のことながら歳入不足も相当厳しいものにな

ると予測されまして今、我々が概算要求等々から一貫して議論してきました３兆

円の歳出削減を行っても、更に３兆円強の税収不足が出る可能性がある。これは

可能性ですけれども、厳しい数字が示唆されております。 

すみませんでした。少し説明が長くなりましたが、この中期計画と来年度予算

の基本方針についてひとしきり御議論をいただきたいと思います。平沼議員の方

からこれに関連する資料を提出していただいております。 

（平沼議員） 	 それでは、お手元の資料の２をごらんになっていただきたいと思いま

す。めくっていただきますと１ページが出てまいります。 

基本認識として、我が国経済というのは大転換期とも言える事態に直面をして
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いるんじゃないかと思います。それは、長期にわたってデフレが続いている。失

業率も御承知のようにマイナス5.3になっている。それから、お隣りに中国という

ようなブラックホールがございまして、産業空洞化というのが大変な勢いで進展

しています。今後は生産年齢人口の減少、少子高齢化でございますから高齢者の

増加といった事態も確実でございまして、そういうもろもろの背景の中で国民の

中に閉塞感が漂っているというのが現状だと思っています。この国の経済の停滞

は幾つかの要因があると思いますけれども、１つは巷間言われております1,400兆

円もの金融資産というのが生産的な投資や消費に全く生かされていないという事

実であります。 

そこで、１ページの右下に表１というのがございますけれども、これは雇用不

安や社会保障制度への不安等から国民が将来の生活設計に見通しが立たないで、

亡くなるまで貯蓄を続けていることが一因だと思います。高齢者が残す遺産は年

間可処分所得に比べると、表１の下の２行を見ていただくと日本と米国となって

いますけれども、我が国は米国の４倍にも達しているのが実情だということがお

わかりいただけると思います。滞留している1,400兆円の金融資産のこれを分解し

てみますと６割を50歳以上が保有している。したがって、中高年齢層の老後の不

安を取り除いて、安心してお金が使えるような環境を整備することが、ＧＤＰの

60％が消費だと言われていますので、ここがポイントではないかと考えておりま

す。 

ちなみに、統計によりますと65歳以上のお年寄り１人が持っている個人に属す

る金融資産は7,000万円となっています。こんなに持っている国は、実はありませ

ん。 

それから、もう一つの要因というのは全就業人口の１割を占めるにすぎない輸

出競争力のある製造業に富の源泉を依存して、その富をみんなで分配していたシ

ステムがこれだけ経済のグローバル化が進んで、言ってみれば空洞化という形に

表れているんですけれども、企業が国を選ぶ時代になった結果、限界に達したと

いうことであります。 

そこでページを１枚めくっていただいて２ページの表１、左下を見ていただき

たいと思います。ヨーロッパのシンクタンクによる各国の事業環境に対する評価

では、製造拠点立地の魅力度というものがございます。米国は２位、シンガポー

ルは１位になっていますが、残念ながらこの魅力度というのは日本は25位と年々

低下の一途をたどっているという事実があります。こうした事態に対応していく

ために、政府も経営者も国民も従来とは異なる新たな発想でそれぞれの活動が求

められているのではないかと思うんです。 

またページを１枚めくっていただいて３ページを見ていただきたいんですけれ

ども、国民の不安心理を払拭して潜在ニーズの掘り起こしによって新たなイノベ

ーションと需要の好循環をつくっていくことがかぎではないかと思います。この

ためには小泉内閣で取り組んでいる規制改革、それから技術開発というのが２つ

の 大のポイントになるのではないか。この規制改革につきましては、９日に当
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経済財政諮問会議で議論されると承知しておりますけれども、その場合にそれを

実行する期限というものをしっかりと決めて徹底的に改革を進めることが大切だ

と思っています。我が国のいわゆる国際競争力の源泉というのは、やはり日本と

いうのは私はものづくり立国だと思っています。ですから、その技術力、技術開

発で日本がもし国際的に劣ってしまえば経済存亡の危機がやってくるわけですし、

潜在的な社会的ニーズの需要に結び付ける大規模なプロジェクトが重要だと思っ

ています。それで、まだまだ日本はそういう意味では余力がございますので、い

ろいろな分野、例えばＩＴＳですとか情報家電ですとか防災ロボットですとか健

康管理、そういうこれからイノベーションによって優位性を保てるようなところ

をどんどん育てていくことが必要だと思います。したがって、非常にマイナスに

イメージされている少子高齢化ですとか、あるいは環境性、こういったものを逆

に日本の特性を生かしてプラスの成長エンジンにしていく。こういう形で一体と

なって取り組んでいく必要があるんじゃないかと思います。 

２つ目は、恐縮ですけれども４ページを開いていただきます。ここに細かく書

いてございますから後でお読みいただきたいと思います。規制改革と重なる部分

もございますけれども、高コストの是正というのも避けて通れないことでござい

まして、それから選択と集中、これを可能にする制度改革など、事業環境の整備

を加速させることが我が国の経済の立て直しのための急務だと思っています。 

ここにいろいろ書いてございますけれども、医療分野、介護保育分野、労働分

野、環境分野、それから産業基盤分野における高コスト構造の是正というので物

流、これなどは非常に今、高コストであります。したがって、それで規制緩和を

やっていくということであればトラック営業区域の規制の見直しだとか、一部や

っておりますけれども、港湾の24時間、私はシンガポールに行って 新鋭の港湾

を見てきましたけれども、全部コンピュータになって日本で例えばコンテナに積

んでいく、そこを積み替えるときにはだれ一人もいなくて、日本で積んだときの

位置まで全部コンピュータにインプットされている。そして、そこのターミナル

に１人いまして無人に全部クレーンが動いて、日本で積んだコンテナはどこにあ

るかというのを知っていますから、それをつまんで必要なトラックに積んでまた

積み替える。24時間やっていますから、大変な物流コストの削減になっている。

そういう形で日本もできないわけではございませんので、十分ポテンシャリティ

ーがありますから、そういうことをやっていく必要があると思っています。 

それから選択と集中を可能にする事業環境整備、これは一部ここに出させてい

ただきまして既に検討されておりますけれども連結納税制度、これは来年度に確

実に導入するとか、あるいは労働契約法制の見直し等で労働市場の流動化を促進

する。そういったもろもろのことを大胆にやっていくことが必要だと思っていま

す。 

規制改革や技術開発によりまして、生活を活性化するという考え方は中期経済

財政計画に反映していくべきものだと思っておりまして、あくまで経済活性化の

ために何が必要なのかという視点で検討していく。このことが必要だと思います
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ので申し上げさせていただきました。以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。ちなみに、私もシンガポールの港湾

を見ましたけれども、そこで使われている機械はすべて日本の機械でありまして、

それを使って彼らがいいシステムを組んでいるということだと思います。どうぞ

御自由に御発言をいただきたいと思います。 

（塩川議員） 平沼さんの資料は私もよく拝見いたしました。したがって、何をやる

かということが問題なので、問題点は我々も大体認識しています。 

そこで、総論に入りましてちょっとこれは返しますけれども、竹中先生、この

中期経済財政計画というものについて私は本質論を勉強しておきたいと思うんで

す。これはいつ発表されるのかということがまず１問の問題です。この発表の時

期は大変な問題になりますよ。それからもう一つは、計画で出されるんでしょう

か。私は、できたら中期経済見通しか、あるいはここに書いていますビジョンに

していただかないと今、政府は国民からどれだけの不信を買われているかという

ことなんです。1.7％にしてくれと言っていて、 後はマイナス１％になるかもわ

からない。そうすると、３％も違ってくるようないいかげんな計画をつくるなと。 

見通しだったらわかる。計画と言っている以上、責任を持てとなってきている

んです。私はそれを今つつかれているんです。ですから、見通しということにし

てもらいたい。もし計画ということでどうしてもやらなければいかぬ、歯切れが

悪いから計画なんだとおっしゃるんだったら、この範囲からこの範囲というアロ

ーアンスを示すという方法でやってもらわないと、とてもじゃないけれども国会

で対抗できません。政府の統計なんか世間は相手にしていませんから、そこは何

とかしてもらいたい。したがって、これは中期経済財政の見通しとか、そういう

ものにしてもらわないと私たちは責任を持てないと思います。 それと、この時

期をいつにされるのか。私は本予算を12月に組みますね。このときに一緒にやっ

てもらうか、もしくはそれより遅れてやってもらわないと、予算編成より前に出

たら、それみろ、だから大惨事だと、もう15か月予算だと一遍に30兆円の枠を切

ってしまいます。私は30兆円の枠にこだわるとか何かではありませんけれども、

せっかく役所がこの精神に基づいてやろうというところへ乗ってきているんです。

大体、財務省でがちゃがちゃ言うから30兆円の方針に乗らざるを得ないだろうと

思っているところへ、それをぱっと外してしまったら根本から狂ってしまう。だ

から、これは何としても意地っ張りでもやってもらわないと、それを通すために

は中期見通しというものがこんな程度になりますということは結構ですけれども、

これをしていく。それと、本予算を組んだ、そのときに一緒にやってもらう。あ

るいは、これが終わった後、１月にでもやってもらうとか、そのようにしてもら

いたいと思います。 

それからもう一つ問題、このときには先生にもちょっと私は言ったけれども、

今度の予算は予算だけ出せばいいというものではないと思うんです。このために

は本当に小泉内閣は規制緩和にこれだけ取り組んでいるんだという規制緩和の工

程表なんですね。この骨太の工程表が出たので皆よく知っていまして、骨太の方
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針はみんなに大分浸透しています。それで、規制緩和は進んでいない。私は 近

国会の方で衆議院・参議院ともですが、財政金融委員会に出まして言われるのは、

財政問題の質問よりも規制緩和はどうなっているんだ、この次に何をやるんだと、

そればかりに集中してくるんです。ですから、この工程表はしっかり出してもら

う。 

それから、公社・公団の行政改革ですね。これはこうなるんだということの見

通しで、この方向づけは少しでいいんです。全部やることはないです。少しでい

いですから、こういう方向でやります。現にこれがいつからこうなりますという

ような、これこそ見通しじゃだめなので計画できちんと出してもらう。 

その４点で、もう一度言います。予算と、規制緩和と、公社・公団と、それか

ら中期見通しというもの、この４つがそろわないと今度の本予算の説明はできま

せん。これは是非ひとつ。それはどこでやるのかということも決めてもらっても

いいですが、私は今までやってきたいきさつからいって、ここの経済財政諮問会

議での問題になるんだろうと思うんですが、どうですか。これはどういう具合に

したらいいんですか。やはりそうなるでしょう。 

（竹中議員） 今、４点御指摘くださったのは全く問題意識は同じだと思っておりま

す。 

まず、いつやるんだということです。これは御説明が私は遅れたんですけれど

も、年内を目途に中期財政計画をやるということを、既に骨太の方針にも書てい

るんです。それで一応コミットメントはしてしまっているんですけれども、基本

的には年内を目途にですが、少し年明けぐらいに遅れる可能性はあると思います。

（塩川議員） だから、予算を組んだときでもいいわけですね。 

（竹中議員） 基本的には年内を目途にですけれども、少し年明けぐらいに遅れる可

能性はあると思います。 

（塩川議員） だから、予算を組んだときでもいいわけですね。 

（竹中議員） それで、予算を基本方針は月末ぐらいにはまとめなければいけないん

ですよね。そのときには、この中期のものの枠組みだけを示して、細かいことは

もう全部後にして。 

（塩川議員） 枠組みというか、考え方ですね。 

（竹中議員） 考え方ですね。フレームワークを示して、それで詳細なものはもう少

し後に出すというようなことが一番よいのではないかと思っております。それで、

問題意識は今、財務大臣がおっしゃったとおりです。 

それで名前ですけれども、これは骨太の方針の中で計画というふうに書いてし

まっていますので今、申し上げただけで、 終的に出すときの名前はビジョンと

か見通しとする考え方もあると思います。 

（塩川議員） それは、政府の計画なんてだれも相手にしていませんから。 

（竹中議員） 小泉内閣が目指す市場重視といわゆる計画というものは相入れないと

ころがありますから、計画という名前でない方がよいという考え方もあるかなと

思っています。 
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それと、規制緩和と特殊法人とまさにそれが一体になっていないと、やはりこ

れは中期のビジョンになりませんので、そのためにこれから集中審議をして中身

をはっきりさせる。それをどのような形でまとめるかというのは総理の御指示を

仰いで今、財務大臣は規制改革の工程表というふうにおっしゃいましたけれども、

それがいいかどうかというのは総理御自身の意見もお伺いしながら、国民にわか

りやすい形で是非それは発表していく必要があると思っております。 

（塩川議員） それからもう一つ、先生のこれによると計画の性格というのを書いて

あるんですね。この性格の中で、計画に盛り込まれた政策は政府として実行する

べきものと、これは骨太の方針で盛られたものとまた重複してくるんですか。骨

太の方針をどう実行していくかということは中期計画に盛り込むでしょう。これ

だと計画とコメントばかりで実行が伴わないというのでは、だからこれをどうい

う具合にやっていくかということでしょう。 

（竹中議員） そういうことです。 

（塩川議員） 私はまた新しく政策をやるのかなと思って。 

（竹中議員） 違います。 

（牛尾議員） 今の塩川大臣のおっしゃることについて私なりの考え方を申しますと、

やはり本年度の14年度予算というのは数値だけではなくて規制撤廃を始めとした

構造改革、これは来期中にこれだけのことを実行するということがつかないとだ

めです。それから、中期展望も中期の数字はビジョンであるけれども、構造改革

の計画の実行は計画にするべきだと思います。必ず実行するということです。 

（塩川議員） それは私は反対です。こんな情勢でどう変わるかわからないんですか

ら。大体、テロの問題なんかでもだれも予想していなかったから。 

（小泉議長） 特殊法人のことでしょう。 

（牛尾議員） そうです。特殊法人とか規制撤廃等は計画に乗せるべきだと思います。 

（塩川議員） それは私も言っています。 

（牛尾議員） これは見通しじゃなくて、中期計画の中の規制撤廃とか特殊法人とか

制度改革はちゃんと計画として５年間でここまで全部やるべきだと書くべきです。

それで、数字の方は見通しであり、ビジョンであり、幅があるという考え方なら

ば結構です。14年度の予算を発表するときに中期の計画、そういう規制改革とか、

計画ができれば横についている方がいいのです。国民に歳出の痛みを背負っても

らうわけですから、ここまでやってくれるのならば仕方がないと感じ取ってもら

う為、やはりできれば同時がいいと私は考えます。 

（塩川議員） それで規制緩和の方の行政改革、これはセットにしないと予算は説明

できないです。 

（牛尾議員） セットができるように集中討議をするのはここの場でありますので、

これは相当な覚悟でやらないといけないということです。 

（竹中議員） フレームワークについては一応意見が一致していると思いますので、

片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 私も、この中期計画というのは大変危険だと思います。経済も財政も
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生き物で状況がいろいろ変わってくるので、きちきちしたものにしたら対応でき

ないという気がします。それから、計画と言うと権威と拘束性がなければいけま

せんよね。拘束なんかできないと思います。 

ただ、見通しは当初予算のときに今までも大蔵省が毎年度出しています。あれ

は５か年か３か年だったでしょうか。ただし、見通しもどうかと思います。見通

しは政策意欲のようなものがなければいけません。だからビジョンがいいのかも

知れませんませんが。 

ただ、そこで今の計画というのは見通しなのか。ビジョンなのか。その辺の関

係がよくわからないので、どのように位置付けるかという点があると思います。 

そこで、このマクロモデルですが、これは計算したからこうなったのでしょう

が、ケース１でも２でも税収と国債の関係はどうなるのでしょう。例えば、14年

度は30兆円未満でしょう。15年度、16年度はこれでいくとケース２ならばプライ

マリーバランスがずっと減っていきます。ケース１ならば増えていく。この辺は

どういうことになるのでしょうか。 

それからもう一つ、国民負担率がケース１とケース２では違っています。国民

負担率はケース１でも２でも変わらないのではないか。ケース１はプラス1.5兆円、

ケース２はマイナス２兆円でしょう。国民負担が違っている。だからその辺の議

論と、それからプライマリーバランスを本当に解消するならば国民負担率という

のはどうしても議論しないと解消できない。10年で解消するというような話です

けれども、その辺の関係は中長期ならば必ず議論になるのではないでしょうか。 

（塩川議員） そういうのが私たちは怖いんです。答えられないんです。 

（竹中議員） 今の国民負担の問題は御指摘のとおりものすごく政治的に重要な問題

で、これは実は国民負担を変える場合のシミュレーションも当然できるわけです

けれども、そういうのは一切今日はしていないわけです。だから、そういう問題

も含めて10年までの予測をしたら国民負担のことを明示的に議論せざるを得なく

なるかもしれないですね。それでもう少し手前で止めておくというのも一つの判

断としてはあるかもしれませんね。そこも含めて、どのぐらいの期間でどのぐら

いのビジョンなりを出すかということの御意見をいただかなければいけないんだ

と思います。ここは非常に重要な判断の問題だと思います。 

それと、片山大臣からありました国債発行額の話は先ほどちょっと申し上げま

したけれども、すごい純粋な自然体の計算でいくと2002年は33.7とか、そんな数

字が出てきまして、それはプライマリーバランスをその後、更に悪くなっていき

ますから数字は手元に持っていませんけれども、数字の計算はできるわけですが、

今日は余りそういう細かいことではなくてビジョンを共有していただくためにこ

れをしているんですけれども。 

（塩川議員） 私が腹に今じっと感じている問題で一番怖いのは国債の格付けのダウ

ンです。これは起こってきますよ。だから私は懸命に、国債はもう増発しないん

だ、もう締めるんだ締めるんだばかり外国に言っているから何だけれども、これ

はちょっと緩んできたら格付けは下がります。本当です。いろいろなところから
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問合せがきていますし、国会でもこの質問がものすごく増えてきたんです。今日

も本会議で鈴木さんが、そのときどうするんだということで突いていたでしょう。

ですから、これは大変なことになってくると思いますので、そういうようなもの

を織り込んでこれからの見通しをもらいたいと思います。 

（片山議員） 国民負担率というのは社会保険料は入れていないでしょう。それで、

潜在的なものは国債を入れているのですね。この社会保険料が大変な議論じゃな

いですか。 

（竹中議員） 国民負担率は社会保険は入っているわけです。それで、潜在的国民負

担率というのは赤字を上乗せした分です。 

（片山議員） いつもの数字と違うのは、これは対ＧＤＰ比で普通出てくるものは所

得税が少し低いんですよね。 

（牛尾議員） だから、普通はもっと高くなる。 

（竹中議員） せっかく塩川大臣から御質問がありましたので、塩川大臣の想定のケ

ースが１つありまして、これは構造改革も財政削減もしないでどんどん増えてい

って金利が上がり出したら、もっと極端に上がる可能性はもちろんあるわけです

ね。非常に緩やかに上がっていっても、今度は金利が上がるからよけい成長でき

なくなって成長が厳しくなるというケースですね。 

（塩川議員） 第一、金利で予算が足りなくなっちゃいますね。 

（竹中議員） 塩川大臣が心配されたように格下げ等々で金利が上がり始めた場合で

すね。そうしたら、同じ場合でもこんなに違ってくるということです。 

（牛尾議員） 状況を何も変えなくて金利だけがずっと上がった場合にはこれになり

ますよということですね。 

（竹中議員） それぞれイメージをみんなで出して、それにふさわしい数字の裏付け

をつくればいいだけの話ですから、そういう金利が上がるという御心配は大変重

要だと思います。 

（吉川議員） 資料６を見ていただけたらと思います。中期の計画と呼ぶにしても見

通しと呼ぶにしても、こういう数字を我々も拝見しまして民間議員４人でいろい

ろ議論したわけです。見通し、計画、いずれも５年ぐらい先を展望して物事をし

っかり考えようというためにつくっているわけですが、足下、発射台のところが

非常に大切だというのは当たり前のことで、今年から来年度にかけの発射台のと

ころをしっかりしないと、せっかく長期的なことを考えていても全部ずれてしま

うということなので、我々４人で考えたことをとりあえず紙にいたしました。 

それで、発射台のところ、足下では、これは１のところに書きましたが非常に

厳しい状況に経済はなってきているということです。（１）のところに紹介させ

ていただきましたが、日本銀行の政策委員会の方でも見通し、展望が出されてい

るわけですが、今年度、来年度はかなり厳しいということですね。失業率も御承

知のとおり5.3％と上がってきたという問題があります。アメリカ経済も厳しい。

こうした中で、今年度、来年度の税収減がとにかく懸念されて、経済と財政のバ

ランスをいかに考えるかということが問われている。 
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とにかくこういう状況において一番大切なことは、長期的な構造改革と危機対

応は必ずしも矛盾しないということで、それを整合的な形でやっていく。それを

きちんと整えておくということが大切なのではないか。その際の論点をいろいろ

下に挙げてあります。先ほど平沼大臣の方から資料を提出されて、そこで日本の

高齢者が資産を非常にたくさん持っているんだけれども、アメリカ等と比べて使

わないで所得の20倍でしたか、資産として持っているというようなことがありま

した。こういうようなことは、言ってみれば宝の持ち腐れなのではないか。お年

寄りもニーズはあるわけですから、それをきちんとテクノロジーに結び付けて成

長を生み出せばいいのではないかというお話だったと思います。予算自体はお金

の話ですが、規制改革等と組み合わせてどういうことをやるかという政府の政策

ですね。こういうことをやろうとしているんだ。そのためには規制も変えなくち

ゃいけない。お金をつけなくちゃいけないところもある。そうした政策をきちん

と説明して、そういう形で構造改革の前途を明らかにして、その中で規制改革、

お金の使い方、そういうものをとにかくきちんと位置付けていただく。構造改革

と現在の経済の低迷を脱出する道というのを必ずしも二者択一と考えないでやっ

ていただければと思います。 

いろいろ挙がっていますが、一例を挙げれば社会保障改革で医療保険の問題な

どもあると思います。こうしたところも今、言いました高齢者の将来不安のよう

なものと随分関係してくるわけで、やはり医療保険の改革というのをきちんと道

筋を明らかにしていただくというようなことが、構造改革と14年度予算がぴたっ

と関係してくるところではないかと思います。いずれにしても、私どもとしては

経済は非常に厳しい。そうした中で５年先を見通すことは非常に大切なんですが、

足下のところの発射台についても是非ともしっかり固めていただきたいと思いま

す。 

（本間議員） 先ほど財務大臣が御指摘のネーミングの問題は私も同感するところが

あるわけですけれども、今回の中期経済財政計画は、これをどうするかという問

題ももちろんありますが、新しい体制ができて経済財政諮問会議、かつ小泉政権

という非常にエポックメーキング的な中で立ち上げていくものでございます。そ

のときに、計画は余り信用していない、政府のやっていることなんかみんな認め

ていないと、これを 初から出すのは私はいかがなものかという感想を持ってお

ります。それは意思がどこまで入っているか、構造改革と言っているわけですか

ら、経済財政と言うからにはマクロと財政の問題について相当踏み込んだ整合性

も含めての問題点の提示とフレームの確立というのはやはりやる必要があるので

はないかという気がしております。 

それで、建て前としてリスクがある不確実性があるから出さないという考え方

は私は十分にあり得ると思いますけれども、そこで裏側で読まれる国民の見方と

いうのはもう少し違った見方をとる可能性もあるのではないか。そこはやはり透

けて見える部分のところをどこまで本気でやろうとしているのかとか、あるいは

財政関係のところだけ非常にぼかしているなとか、いろいろ見方というのが出て
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くるのではないか。 

したがって、これについては私はある程度ネーミングの問題等は工夫する必要

があると思いますけれども、相当強いメッセージをこれに込めなければ、新しい

体制のスタートとしては初めから腰砕けだなと、こういう読まれ方をされかねな

い。小泉政権における14年度予算というのは、死命を制するような大事な問題だ

と思いますから、是非そこの部分のところは性格をきちんと規定していただいた

上でスタートしていくというのが私は非常に重要なんじゃないかと思います。 

（塩川議員） それは先生などの立場はそうだと思うんです。授業をされる場合など

でも、それはきっちり言わないと授業にならないです。それはわかります。また、

出版でも本でも出す場合はそうです。 

しかし、私は今どこで説明するかと言ったら、米国の同時テロがあったので世

の中は狂ってきたので、やや狂ってきたと、これでまだ納得してくれるんです。

これがなかったらずるずるとふんどしが下がってきたまま、おまえら何を見てい

るんだと。今では1.7でスタートしたものがこうなっているじゃないかというので

どうにもならないんです。 

（本間議員） 大臣がおっしゃることは非常に現実的にはよく理解できるんです。 

（塩川議員） ですから、私は計画でお出しになるんだったら何％から何％のアロー

アンスというもので出す。そんなことだったらピントぼけになりますよ。そうい

うふうなことでこうだと言うならば、展望でもいい、ビジョンでもいいと思うん

です。それこそ私は計画なんだということで、私は物価をやかましく言っている

んです。物価をターゲットにして出せと言うことで、私は平成９年度の物価水準

に合わせる努力をするという表現で逃げているんですけれども、それはいけない、

ターゲットを示せと、これは実際は怖いんです。ですから、先生のおっしゃるの

はよくわかるんだけれども、授業でやっていたらそれはまさにそうでないと何だ

けれども。 

（本間議員） 政府に対する信頼性というのは、言ったことをやらないとか、あるい

は当たらなかったということの事後的な観点からのクレディビリティーの問題と、

政策を立案する際に事前的な意思表明でクレディビリティーを得るという両面が

あります。小泉政権が国民の高い支持を受けているのは、目標にかかげ、積極的

に対応するという前向きな点にあるわけです。 

（塩川議員） だから、毎年毎年骨太が相当浸透してきまして、これはやるんだなに

なってきた。その肉付けを今、個々の法律で出していますね。例えば税制につい

てもこういう肉付けでやるんだと。だから、あれだけにそういう改革案、基本方

針を出したものは評価されてきているんですが、これを真っすぐにこれをずっと

やっていくんだという姿勢を通したらいいと思うんです。 

（速水議員） 日本銀行が今週の月曜日に出しました展望レポートと言っていますが、

正確には「経済・物価の将来展望とリスク評価」というのは、年に２回、４月と

10月に発表しています。これは、よく資料を検討した上で議論をして標準シナリ

オというものをつくって、これが上に振れ、下に振れる可能性、リスク評価とい
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うものも一緒に付けた上で、参考として９人の委員の今年度、明年度の実質ＧＤ

Ｐと、それから卸売物価、消費者物価の前年比の見通しを出したわけであります。 

それは新聞でごらんになったと思いますけれども、ごく簡単に要点だけ申し上

げてみますと、先行き経済の物価動向を展望する場合にはやはり米国のテロ事件

の影響と我が国の構造改革の内容、スピード、そういった不確実な要因が多いの

でこれによく留意する必要があるということです。標準のシナリオとして３つの

ポイントを挙げさせてもらいますと、１つは本年度の下期は輸出・生産の大幅な

減少の影響が内需面に広がっていく可能性が高くて厳しい調整過程をたどること

は避けられない。明年度については、米国などの海外経済の回復時期が来年度前

半になるということになれば、年度下期にかけて我が国の景気は全体として下げ

止まりに向かうだろう。ただし、景気の明確な回復にはなお時間を要する可能性

が高い。こういった実体経済の動向を反映して、物価の方は本年度から明年度に

かけても緩やかな下落傾向が続く可能性が高いということです。 

政策委員の「大勢見通し」をみますと、数字としては先ほどここに書いてござ

いましたように実質ＧＤＰは2001年度マイナス1.2％からマイナス0.9％、来年度

はマイナス1.1％からプラス0.1％という幅で数字が出ております。消費者物価だ

けを言わせていただきますと、本年度はマイナス1.1％からマイナス1.0％、明年

度はマイナス1.3％からマイナス0.9％というふうにまだ下がる数字が出ておりま

す。 

これで日本銀行として言わせていただきたいことは、日本銀行は、現在内外の

中央銀行の歴史にも例を見ないような思い切った金融緩和を実施しているという

ことでございます。これは物価が継続的に下落することを防止するという日本銀

行の断固たる決意によるものでございます。ただ、不良債権問題を含めて経済全

体にさまざまな構造問題が残存している状況の中では、金融緩和だけでは物価の

下落を防止することは困難なんです。そこのところは、物価下落の防止という点

では政府の果たす役割、責任も大きいと思います。この点では構造改革との関係

をどう考えるのかが重要ではないかと思います。不良債権処理とか経済財政の構

造改革は短期的にはデフレ圧力を高める可能性があるわけですが、中長期的に見

て日本経済の活力を取り戻す上でこれは不可欠であると思います。だからこそ、

政府としては構造改革に一生懸命取り組んでいるものだと理解しておるわけでご

ざいます。政府としては、物価と構造改革の間にそのような関係があることをは

っきり意識していただく必要があると思います。 

先ほどちょっと話がありましたけれども、物価のターゲットという声があるん

ですが、デフレ下でインフレターゲットをつくったという例は今までございませ

ん。戦前にスウェーデンに例があるとおっしゃる方もいるんですが、これはそう

いう方針をつくりましたけれども、結局金解禁がまた停止になって為替管理をや

りながら為替を切り下げてやったのであって、デフレのときにインフレのターゲ

ットをつくるということは今まで例がございません。こういうことは、是非無理

なことをお決めにならないようにしていただきたいと思います。私どももなるべ
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く早くゼロインフレのところまで持っていきたいと思っているわけです。 

後に、経済財政のモデルが資料１－２に出ておりますけれども、ゼロ金利制

約と不良債権問題というものが日本経済には存在しているということを、まだ私

も資料をよく読ませていただいていませんけれども、その前提を置いて物事を考

えていただきたいと思います。これが現実でございますので、その点は是非お願

いしたいと思います。 

それから、やはり計画として皆さんが心配しているのは不良債権処理と特殊法

人整理だと思うんです。不良債権処理の方は動き出し始めておるように思います

ので、ここで本当に特殊法人の整理について１つでも２つでも計画が出てくるこ

とがないと、「基本方針」の取りまとめから６か月近くがたっていますから、構

造改革が進展していないことについてみんな非常に不安に思い始めている時期な

んですね。そこのところを着実に進めていただきたいと思います。以上でござい

ます。 

（竹中議員） ありがとうございます。デフレと不良債権の話は第２回目の集中審議

で是非深めたいと思っております。奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員） 私からは、現下の雇用の問題についてお話をしたいと思います。御存

じのように９月は完全失業率が5.3％、失業者数は336万ということで、これは過

去と比較して 悪の数字だということを言っているわけです。更に新規求人が前

年同月比マイナス8.5％、これも非常に大幅な減少です。 

それで今それぞれお話がございましたが、日本経済、世界経済ともに悪いわけ

ですが、それに加えてこれから日本経済は不良債権の処理ということをやってい

かなければいかぬ。不良債権の処理をやれば、一層雇用情勢の悪化というのは避

け難い。特に大企業でも雇用調整の進展が今、進んでおりますので、雇用情勢の

悪化というのは避け難いと考えております。 

それで、この数年の傾向を見てみますと、完全失業率の上昇に合わせて自殺と

か犯罪が増加する傾向が非常に多い。例えば今、自殺者は多分年間３万人になっ

ているわけです。昔は自動車事故が１万人、自殺者が１万人ということでいって

いたんですが、自動車事故は9,000人ぐらいまで減ってきたんですが、自殺者は３

万人まで増えてきた。こういうような状況がございまして、雇用情勢はこれ以上

悪化を放置すると今やっている構造改革に対する国民の支持は完全に失われて、

改革が頓挫する危険性が非常に高いのではないかということを考えているわけで

す。 

今、塩川財務大臣からいろいろございましたが、私は構造改革なくして雇用創

出なし、雇用対策なくして構造改革なしと考えておりまして、やはり雇用対策と

いうものは規制緩和などを通じて高付加価値の新しい産業を輩出して雇用を創出

する。これが正論であって王道であると考えておりますが、しかし、雇用情勢の

悪化がこのまま続きますと、我々がやろうとしている構造改革に対するブレーキ

になる点が非常に大きいということだと思っております。 

そういった意味で日経連、経団連、連合、この三者が一体になっていろいろな
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対応策を講じているわけですが、今までやっていただいた数字については大いに

評価しておりますし、またそれなりの効果もあったと考えております。特に 近

出てきたのは、連合も日経連も経団連もやはり雇用が賃金よりも優先すべきだと

いうことで、世に言われているワークシェアリングに対する取り組みも今度の春

闘では相当積極的に行われて、これで失業率を食い止めるということも一つ考え

られると思いますが、ともかく私どもがこういう雇用の問題を考えて、あるいは

各企業の実情を考えますと、私だけのことを言っては非常に申し訳ないのですが、

今、日本の企業の中でかろうじて自動車がいいというだけであって、それもアメ

リカの経済に支えられているのであって、もし自動車が崩れると非常に大変な時

代がやってくる。 

実はアメリカの自動車需要に関して言いますと、テロが起こった９月11日以降

も２週間ぐらいは年率換算で1,400、1,500万台ぐらいまで下がったわけです。と

ころが、10月になって低金利政策といいますか、あるいはノン金利の政策をメー

カーが取り出した。それから、旅行は飛行機をやめて自動車で走ろうというよう

な話が出て、突如として年率2,000万台まで飛び上がった。だから、今アメリカで

は自動車は在庫は全然ないという状況になっている分けです。 

ところが、これは一時的な現象であって、多分来年は大体の予測が1,500万台ぐ

らいだろう。そういうことになってくると、アメリカ頼みの自動車というのも決

して安泰ではない。そういうことで、やはり失業者を何とかして食い止めるとい

う方策を国としては考えていかなければいかぬ。今度の１兆円の予算の中で雇用

に5,500億円もお金をいただいてやっていたわけですが、これは私の個人的な感覚

ですが、財務大臣には非常に申し訳ないんですけれども、ここら辺りで若干の二

次補正とか、こういうようなことも考えるような時期にきているんじゃないか。

それは政府としては十分検討すべきなのではないかということを考えてもらいた

いです。それぐらいやはり世の中は厳しい状況です。 

（塩川議員） 今日、実は午前中に財界の主な方々と、話をしていたんです。それで、

私は例えばどこへ出したらいいか。さっきワークシェアリングの話がありました

ね。労使とも損をするんだから、その谷間を政府が埋めろと言ったら私は喜んで

やります、そういう使い方をしてほしいんだと。 

これは片山さんがいる前で言いにくい話なんだけれども、例えば公共事業の中

でも処理場があるんです。排気ガスの出てくる処理場ですね。これが地方負担が

あるのでなかなか進まないんです。だったら２年間に限って地方負担を全部国が

かぶるからすぐやれというようなことをやれるのか。私は腹をくくってそれはや

りますけれども、そうしたらだっと出てくるのか。今、出てきたものは全部つけ

ているんです。それが後は出ない。出ないのはなぜと言ったら、押さえているん

じゃなしに地方負担が持てないんです。 

何もごみの焼却場だけではなくてほかにもあるんです。そうならば、そういう

ところをどうするかということにしたら金が生きてくるんです。今のままで計画

の前倒しで出していても、景気対策になりません。だから、出すのは何でもない
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と思うんですけれども、しかしそれには小泉はこういう改革をやるんだから出し

たんだということをはっきりしてもらわないと、改革もなしに金を出したらいか

ぬ。私が言いたいのはそれなんです。こういう改革なんだから出せとおっしゃる

ならば考えましょうと、それこそここで考えたらいいんです。 

（片山議員） 廃棄物処理施設は地元が受け入れない。立地ができないので、地元の

説得が大変なのです。お金の問題もありますが、もっと地元の説得の方が問題で

す。みんな反対です。特に産廃処理施設はみんな反対です。 

（塩川議員） しかし、希望は70を超すところがあるんです。あるんだけれども、今

度は29しか出ない。その問題もあるし、その70のほかは地方負担が持てないとい

うものです。 

（竹中議員） 地方負担の話に非常にうまい具合に議論がいっているわけですけれど

も、今日のような問題意識を持って集中審議をやりまして、まさに今、御指摘が

あったように中身の議論を是非深めていきたいと思っております。あとは、今日

の話ではネーミングの件は是非引き続き問題意識は共有していると思いますので

議論をさせていただきたいと思っております。 

それでは、後半のテーマでありますけれども、地方の行財政改革の話でござい

ます。まず、これは民間議員からの問題提起をいただくことになっています。 

（牛尾議員） 資料の４が今日の民間議員からの地方の問題に関する説明書でありま

す。「関与と依存」から「自律と自助」へがスローガンでありまして、地方自治

と言いながら補助金や交付税を通じてローカルな道路、空港、港湾等の公共事業

まで国が関与をして、結果として全国一律の行政サービスが行われてきた。この

ようなシステムに地方も慣れてしまって、地方の個性が失われる結果になった。

こうした「関与と依存」の20世紀型の地方自治制度を改革して、地方にできるこ

とは地方にゆだねる。地方が「自助と自律の精神」の下に知恵と工夫の競争によ

って活性化できるような21世紀の真の地方自治を確立する必要がある。 

そのためには、財政制度のイメージは後で片山大臣から具体的な問題提起があ

ると思いますが、「知恵と工夫」が発揮できる自立した自治体体制のためには市

町村合併が有効な手段である。市町村合併プランの着実な実施とともに、例えば

人口30万以上の自治体には一層の仕事と責任を付与するが、一方、小規模町村は

仕事と責任を小さくして県が肩代わりするなど、一層の強力な対応を必要とする。

また、行政の権限を住民に近い地方に移して自律的な判断ができる態勢をつくる。

これはタウンミーティングでもそういうことを非常に地方の人が言っていること

を聞いておりますが、地方の事務事業に依然国の関与が多いことが問題で、国の

補助事業については補助金の統合化、メニュー化によって国の関与を減らして、

地方の判断をより生かすべきである。地方の裁量が増えれば、補助金の額は減少

しても地方にとってメリットが大きいという地方自治体の長も大変に多いわけで

あります。 

特定の事業を行えば行うだけ交付税が手厚く措置される事業費補正は、補助金

と事業費の大半を賄われることが多く、地方が効率的に事業を選択していく意欲
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を損なう結果となっていく面がある。地方の負担意識を薄める仕組みは早急に見

直す必要があるのではないか。 

また、今後は国の関与に代わり、住民自らが地方の行財政を監視していくこと

になる。自治体は電子自治体の実現等によって住民に対する説明責任を果たす必

要があるし、電子自治体を通じて住民がまた逆に監視に対する関心を強めること

がある。 

自立的な財政基盤に関しては、現在非常に地方財政も大きな赤字を抱えており

ますので早急な健全化が必要でありますが、地方交付税は中期的には財源保障か

ら地域格差是正のための財源調整にその機能の重点を変えていくことで制度の根

本的な見直しを行うべきです。現在の地方交付税制度は手厚く地方歳出を保障し

ている結果になり、今後国の関与の縮減に伴い、国が財源を保障する範囲、水準

は縮小していく中で大きく交付費の在り方を見直さなければならない。いわゆる

自律自助にふさわしい21世紀型の自治体の歳入基盤を構築するには、これまでも

ここで議論になりましたけれども、地方税の充実確保が重要であります。今後、

国と地方の税源配分の抜本的見直しを総合的に行う必要があると思います。 

後に、14年度の予算編成については、改革の初年度としてこれらの方針を実

行に移すべきであり、特に補助金の統合化、メニュー化については14年度から一

段と進める必要がある。また、地方交付税については事業費補正や段階補正を見

直す。特に段階補正については廃止に向かって縮小することを開始するべきであ

る。留保財源については引上げを検討すべきであるという考え方であります。 

中期的な経済財政計画の在り方は現在も議論されましたけれども、国と地方一

体としてのプライマリーバランス達成に向けた姿を明確にする。その中で、交付

金制度全体の改革の方向を明確にする必要がある。今、議論がありましたように、

このような改革案というものは計画どおりにスピードを持って具体的なスケジュ

ールできちんと国民の目にはっきり見える形で改革を進めることを心から期待を

したい。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。本間議員は何かフォローアップはございま

すでしょうか。 

（本間議員） 牛尾議員の方から説明していただいたとおりでありますけれども、我々

がこのペーパーをまとめました背景は、21世紀になって本質的な議論というもの

をそろそろ国と地方の関係の中でも検討すべきだということ。その21世紀型とい

うのはやはり地方の自律自助、自己責任、これをどういう形で制度的に担保する

かどうかということが根本的だろうと思っております。 

それで、実は我々がずっと議論してきた中で公共投資、社会保障制度、そして

国と地方の関係、これは別々に議論をしておりますけれども、すべての問題は国

と地方の行財政関係に帰属をするというトータルな問題である。そういう意味で、

ここは部分的に交付税あるいは地方税の問題として掲げておりますけれども、補

助金のありようはまさに公共投資等の問題に関係しますし、社会保障制度の問題

につきましても保険制度の統合等の問題にも絡んでくる問題でございます。ここ
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で制度的にきちんと議論をしていくための素材を出させていただいたということ

であります。 

特に自主財源の問題、税源の移譲、交付税の問題、こういう問題を技術的な対

応だけで済ませてはならないだろう。根幹の考え方、基準財政需要額等の問題が

地方財政計画との関係の中でどのようにこれを検討する必要があるのか等も含め

て、是非前広にこれを議論をさせていただきたいと思っておりますし、今後その

ような議論というものが展示されるということを期待をいたしたいと思います。 

実は、国と地方の財政関係は公共投資の問題及び医療制度改革の陰に隠れてこ

れまでほとんど議論をされてこなかったというのが実情でございますので、今後

この予算編成及び来年度以降はこの問題を中心的な課題として検討すべきだろう

ということでまとめました。以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。では、片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 今有識者４人の先生方のペーパーをいただきました。これについては

後ほど少しコメントさせていただきたい。私の方も「地方財政について」という

簡単な資料を用意いたしましたので、それにより大まかな説明をさせていただき

ます。 実は、地方行財政というとらえ方をしておりませんので申し訳ありませ

ん。地方財政についてとりあえずつくりましたので、地方行政関係については別

の機会にご説明申し上げたいと思います。 

私の認識は、今の有識者４人の先生方のとそれほど違っていないと思います。

若干認識の異なっている点につきましては、ペーパーを見ていただければいいと

思います。基本的な考え方はそこにありますように、来年度の地方財政は不確定

要因もありますけれども、地方財政計画をつくらなければなりませんので、国の

歳出予算と軌を一にして徹底した見直しと重点的な配分を行う。そこで、計画規

模を抑制することによって地方財源不足額の圧縮と借入金の抑制を図るというこ

とでございます。 

大きい経費の１つは給与関係でございますが、これは職員定数の削減・合理化、

新規行政需要に対して増員を 小限度に抑制ということでございますが、問題は

警察官、教職員、福祉関係職員になるわけでございまして、警察官は本年度も2,500

人以上増員いたしました。これはいずれも地方財政措置であります。国ではなく

て地方財政措置、地方交付税措置でありますが、来年度は警察庁は5,000人以上の

増員をと言っておりまして、御承知のように治安の悪化その他もございますので、

これをどのように扱うかということが大きなテーマになると思います。 

それから、一般行政経費では福祉等が中心でございますが、国庫補助負担事業

につきましては恐らく国が相当切り込んで圧縮をされると思われますので、それ

に応じて国、地方双方の財政負担が軽減される方向で整理合理化を進めたいと思

います。 

それから地方単独事業でございますが、これも既存経費の見直しと、特に重点

７分野への重点配分という方向で全般的な見直しを図ります。 

それから投資的経費を含めて国の直轄事業の負担金が5,000～6,000億円あり、
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国庫補助負担事業を含めて国で恐らく事業規模の削減や抑制が行われますが、地

方はそれを受ける立場ですから、その見直しに応じて事業規模の削減や事業内容

の重点化が行われる。公共事業は10％カットということですから、それを受けた

形になると思います。 

次に、大きいのは地方単独事業でございまして、本年度の地方財政計画では17

兆5,000億円ありますけれども、これも国の公共投資関連と同一の機軸にによって

前年度比10％削減しようと考えておりますし、中身としては生活インフラ中心で

箱物やテーマパークその他の投資は抑制しようと思っております。 

地方交付税でございますけれども、地方交付税の見直しについては今もお話が

ございましたが、大きいものは事業費補正と段階補正と留保財源だと思います。

それについてちょっとペーパーを用意しておりますが、事業費補正というのは御

承知のようにある公共事業等を実施した場合にそれに対する地方の財政負担を地

方交付税で措置するということでございまして、本来地方交付税というのは当該

年度の必要経費に対して措置するわけでありますが、交付税の総額は足りません

のでキャッシュではなく財源対策債という形でとりあえずそれを見て、その元利

償還金を後年度に地方交付税で見ているわけでございます。それを来年度から標

準事業費方式、客観的な測定単位に応じて標準事業を想定した方式に直しながら

全体の算入率を引き下げようということであります。 

これには２種類ありまして、標準事業費になじむもの、例えば河川改修や海岸、

農道、ほ場整備等は現在算入率が事業によって違いますけれども、大体60％から

70％でございまして、これを半分の30％程度に引き下げたいと考えています。一

度に引き下げますとなかなか大変です。それから、港湾、ダムなどの標準事業費

になじまない、ある時期に多くの投資をするようなものについては45％ぐらいに

とりあえずする。標準事業費になじむものは30％程度、そうでないものは45％程

度に事業費補正を下げようと考えております。 

それから、地方単独事業にかかる事業費補正の関係でございますけれども、地

域総合整備事業債というものがありまして、これはある意味では地方の要望を何

でも認めていました。特にバブル期、あるいはバブルが崩壊した後にはかなりい

ろいろなものを認めたわけですけれども、今回この地域総合整備事業債は廃止し

よう。そこで国の方で重点７分野をつくっておりますので、この重点７分野と防

災事業に対象事業を限定してこれを認め、その場合に交付税算入率も引き下げよ

うと考えています。地域総合整備事業債は財政力にスライドして30％から55％ま

で後年度の地方交付税で措置しておりますけれども、これを一律に引き下げよう

と考えております。これが事業抑制の公共事業と地方単独事業でございます。 

段階補正につきましては、これも御承知のとおり小規模団体は行政コストが割

高になりますので、これを補てんするものでございますが、補足資料がございま

すのでちょっと見ていただきたいと思います。割増しのイメージが１にあります

ように、人口10万人が標準団体ですから10万人と4,000人を取りまして4,000人未

満は同じ扱いでありますが、そこの実線のような率で割増を行っております。10
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万人を１として、次第にこれを割り増していくわけですけれども、これは現在作

業中で確定いたしておりませんが、見直し後の割増率はとりあえずこの点線にし

ようと考えています。10万人未満の団体のより効率的な運営を行っている上位３

分の２の団体を基礎に実態調査をしまして、その比率で割り落とそうということ

でございまして、17％から20％ぐらいのダウンになるのではなかろうかと思いま

す。現在、調査に基づいて割り落とし率を検討中でございますけれども、イメー

ジとしては実線が点線ぐらいになるということでございまして、見直しの対象は

交付税のそういう費目と測定単位になっております。消防費以下のようになって

おります。これも更に中身が固まればこの会議で御報告させていただきたいと思

っております。 

それから留保財源率です。これも御承知と思いますが、１枚めくっていただき

まして地方財政計画の歳出が一番上にあります。その財源の内訳を見ますと、地

方交付税と地方税と国庫支出金と地方債とがあります。国庫支出金と地方債はち

ょっと置いておきまして基準財政収入額というものがありますが、そこにあるよ

うに、その長い箱のように税がとれますが、このうちの都道府県は80％、市町村

は75％を基準財政収入額にいたしまして、全体の地方財政計画の歳出から特定財

源をまず落として、残ったもので基準財政収入額を落としますと一番左の端の地

方交付税になるということでございます。そして、この留保財源が都道府県では

20％、市町村では25％ありますけれども、これは都道府県や市町村の自由に自分

の考えで使うことができる財源でございます。 

基準財政需要というのはあるべきシビルミニマムというわけではありませんが、

各省庁と相談の上、標準的な、少なくともこのぐらいは各地方団体において行政

サービスを確保してもらいたいという額を算定しまして、測定単位でそれを割り

戻して決めるということになっております。それはある程度国が想定したサービ

スでありますから、それ以上の上乗せなり横出しのサービスができるのが留保財

源で、結局はこれが低いと地方税が伸びてもその分だけ交付税が減るわけであり

ますから、税が伸びれば交付税が減り、税が減れば交付税が増えるということで、

むしろ手間がかからない意味では交付税の方がありがたいというような空気がな

いわけでもありません。そこで、今回は留保財源の比率を拡大しようということ

で矢印のような下の絵になります。これを何％にするのかにつきまして、今、い

ろいろ検討いたしておりますけれども、仮にその比率を拡大していきますとその

分基準財政収入額が減りますから、放っておくと交付税が増えますので、今度は

基準財政需要額の方を割り落とさなければなりません。それを割り落としますと、

一番下のような格好になります。このように地方交付税の額を変えないで基準財

政収入額を圧縮して、基準財政需要額もそれに応じて圧縮して留保財源の見合い

を増やせば、その分だけ税収確保のインセンティブが働くという考え方でござい

ます。 

そこで、すみませんが、４人の先生方のペーパーに返っていただきたいと思い

ます。２枚目の冒頭に「すみやかな市町村合併の推進」とあります。御承知のよ
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うに合併支援本部を内閣につくっておりまして、そこで市町村合併支援プランと

いうものを決めました。現在、公式なもの、非公式なもの、単なる研究会的なも

のを含めて全国の市町村の52～53％が合併研究会に参加いたしております。半数

以上が既にそうなっております。ただ、ここで強いインパクトを与えれば私は全

国で合併が動き出すのではなかろうかと思いますが、なかなかそこには問題があ

りまして今、大きいものでは例えば静岡市と清水市の合併のお話があります。 

御承知のように、先日、大宮市と浦和市と与野市が合併いたしまして102万人の

政令市ができることとなりました。そこで今、静岡市と清水市が合併をしますと

人口が70万人を超えますので今は政令市の基準が100万人ですけれども、これを70

万人まで下げれば、是非合併考えたいということを静岡市と清水市が強く要望い

たしておりますから、それを行えば合併の強い促進剤になるのではないか。さら

に、その他の県庁所在地がもうちょっと下げて欲しいと要望しております。例え

ば60万人などとですね。そうした問題はありますが、とにかくこれはそのように

進めることが地方行政の構造改革でございますので、平成の大合併に進みたいと

考えています。ただ、キャロッツと書いてありますが、アメとムチでムチという

わけにはなかなかいきませんので、この辺は工夫が必要ではないかと思っており

ます。それから「規模等に応じた自治体の責任」についてですが、現在政令市が

人口100万人以上となっております。その下に中核市があります。これは30万人以

上位で認めています。さらには特例市がありまして今、政令市、中核市、特例市、

普通の市、その下に町村とありますので、やはり差別化の必要があるのではない

か。それから、過疎の市町村は御承知のように道路と下水道は都道府県が今、代

行を行っています。そういう仕組みが法律に規定されております。ですから、そ

の意味ではかなり差が付いているのですが、私は更に検討する必要があるのでは

なかろうかと思っております。 

それから３ページの方で必置規制のことを書いてございますが、これは法律で

はありません。全部補助金で行っているのです。補助金を交付するから、各省の

言うとおりにしなさいとされています。例えば、アウトソーシングはだめです。

パートはだめですと、こういうことになっています。ここにあるのは、その補助

基準を緩めるか、または補助金をやめてしまうかということです。これは地方分

権改革推進会議で御議論いただいたらいいのではなかろうかと思っております。 

それから（３）の一番下にあります補助金の統合化、メニュー化につきまして

は総理の強い御指示もありますので今、国土交通省、農林水産省等と協議いたし

ております。ボリューム的にはかなり増えると思いますが、どれだけ各省が地方

に自由を与えるかというところがポイントになると思っております。 

次の４ページでございますが、地方交付税については先ほど申し上げました

（１）の「早急な地方財政の健全化」のところにいろいろ書いてございますけれ

ども、シビルミニマム云々という点は私はよくわかりませんが、書かれているこ

とは大体同じような考えであります。 

次の５ページに移りまして「地方税の充実確保」のところですが、ちょっと気
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になりますのは（３）に書かれてあることでございまして、地方の自立と国の財

政の立て直しを両立させていく必要がある、という部分について、私はこれは次

元が違うと思います。確かに国の財政の立て直しも重要です。しかし、地方の自

立は国の財政の立て直しとパラレルにやるものではないと思っておりまして、や

はり21世紀は地方の時代、地方分権推進ということで、これは別の観点で進める

べきで、結果としてつながるかもしれませんけれども、その辺はちょっと表現が

気になります。 

それから、その下の本格的な財政再建を進める一環として国民負担の在り方を

議論する中で、役割分担の見直しを踏まえて地方交付税の在り方の見直しととも

に税源移譲、とありますが、税源移譲と言うまでに制約が沢山あるのです。まず

国民負担の在り方、国と地方の役割分担の見直し、地方交付税の在り方を見直し

て 後に税源移譲、これもこういう順序ではなかなかできないということになり

ますので、これは私は逆じゃないかと思っておりますが、この辺はまた議論させ

ていただきます。 

それから14年度の予算編成につきましては今、言いましたように地方単独事業

については思い切って抑制しますし、事業費補正、段階補正、留保財源について

の見直しを行います。地方団体が必ずしも全面的に賛成ではございませんが、こ

れは説得してでもやらなければならないと思っております。 

後の「中期経済財政計画のあり方」も少し気になりますのは、２行目から「制

度の改革の方向性を明確にすることが不可欠であり、特に地方交付税制度の改革

の方向性等が明確に示されなければならない」。交付税制度の改革の方向性を示

すことが必要ですが、同時に国庫補助負担金制度の改革や、税源移譲、そういう

ものと合わせてやらないと地方交付税だけ直せ、ほかのことはその後だというこ

とでは中期経済財政計画としてはいささか問題があるのではないか。これは今、

私が読んだ上でのコメントでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ、残った時間で議論を深めていただ

きたいと思います。 

（本間議員） 今の片山総務大臣の御指摘の点は、実は順序でやれと言っているわけ

では全くございません。これは連立方程式を解くような形になっておりますから、

その相互依存性について留意をしながら全体の制度設計をしてくれというのが本

来的な主旨です。それで、 後のところの御指摘の部分は、これはマクロの中期

経済財政計画にするのか、展望にするのか、いろいろなネーミングの問題がある

と思いますが、特に地方交付税の問題は地方財政計画という形でマクロ的にリン

クしておりますので、ここの部分のところの展望がきちんとついておりませんと

書けないという技術的な点でこういう具合に書いているということで御了解いた

だきたいと思います。 

それからもう一つは、関与の廃止事例。補助金ということは私どもも留意をし

て理解をしておるわけでありますけれども、この問題が当初は割と緩やかに入れ

ながら、非常に恒常的に必置規制という形でかなり拘束的な形で使われて、それ
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が採用性について極めて障害になっているというような事例があります。ここに

挙げておりませんけれども、設けることができるというような書き方でもほとん

どのところが全部やっているというのが現実であります。ここら辺のところはも

うそろそろ自由度を与えて裁量性というものを認めていくということをどこかで

アナウンスする必要もあるのではないかという感じを持っておりまして、そうい

う意味でここで挙げさせていただいたということであります。 

（片山議員） 地方で問題なのは、補助金があるとまず優先する。本当の優先順位は

別でも、補助金が付いているものをまず実施するのです。さらに補助金が拘束的

だといよいよそうなってしまいます。これでは霞ヶ関が政策決定していることに

なりますが、地方にいる者が決定するのが地方自治ですから、私は奨励的な補助

金はやめてもいいと思います。社会保障や公共事業の負担金は割り勘みたいなも

のですから国も出し、地方も出して社会保障や公共事業や教育はやっていますが、

いわゆる国の都合で事業をやらせるために出す補助金は思い切って整理して私は

構わないと思います。それで、すぐ整理ができなければまとめて自由に使わせて

もらうということが良いと思います。 

（牛尾議員） 国の関与を減らして地方の判断をできるだけ生かすべき補助金の統合

化、メニュー化というのはだれが決めればそれは実現するのかというのは私はわ

からないんです。やはり財務省ですか。 

（片山議員） 財務省と関係各省と私どもの方で協議しておりますけれども。 

（牛尾議員） 多省にまたがる問題であり、だれか答えてくれるのかわからないわけ

ですね。本当は14年度から少しこれがそうなったということがわかれば、非常に

地方は敏感に反応すると思います。これは14年度は決まっているので今更という

のは大変だけれども、何かそういう兆候を14年度からしたいなと思いますが、相

手がたくさんいて私たちみたいな素人ではわからぬという状態です。 

（塩川議員） 私は革命的なことを言いますけれども、憲法92条で地方行政の組織に

関することは自治の本旨に基づき法律をもって定めるになっているんです。です

から、自治の本旨に基づいて強制合併できるんです。だから、今お話があった清

水と静岡の合併はどんどん進めていったらいいんです。 

問題は、山間部の村などで全然やる気がないんです。何でかといったら、この

方が気楽だということなんです。この意識を変えないといけない。そこで、そう

いうようなものをある程度ブロックをつくらせて、これだけは合併をするんだと。

それで、ある程度合併したら10年間ならば10年間は県が管理するとか、県は二重

構造で要らないと思うんですが、何かそういうことにしてやらないとどうにもな

らない。幸い、自治の組織とかに関することは自治の本旨を含めて法律で定める

と、憲法で定められるんです。それをやらざるを得ないんじゃないですか。 

（片山議員） 国が一方的に行うのは地方自治の本旨に反するのです。 

（塩川議員） だから、法律を定めてやればいいんです。法律によるとなっているか

ら。 

（小泉議長） 本旨に基づいてということは、強制的にやるとこれはだめだという理
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由に使われるんですか。 

（塩川議員） それは両方に使えるんです。 

（片山議員） 地方自治の本旨は、憲法学者は団体自治と住民自治を充足することだ

と。住民自治というのは住民が自分で決めるということ、団体自治というのは団

体としての独自性・主体性を持つということ。 

（牛尾議員） もう一つの質問は補助金の方です。補助金のメニュー化、統合化を14

年度から少しでも実現すれば、これは地方に対する反響はいいけれども、関連す

るところが多過ぎてだれがボタンを押したかわからない。 

（塩川議員） これは私も研究しましたけれども、私自身も自治体でこれをやったん

ですが、例えば道路というものは東大阪市だけの道路じゃないんです。これは隣

りの八尾と、それからまた四條畷とくっ付いているから、うちだけやっても意味

ないんです。そうすると、これはメニューで渡してもほかはやらなければどうに

もならないんです。 

（牛尾議員） どうすればいいのですか。 

（塩川議員） だから、自治の範囲を大きくして１つにして、例えば東大阪だったら

人口52万で八尾と柏原と合わせて46万と、こういうようなものを単位か何かにし

て、これはいいかどうかはあれですが、その単位ぐらいでやらせるか。そうでな

かったら、一部事務組合とか自治の協議会とかいろいろな制度でもって一応くく

ってしまうことでしょうね。 

（片山議員） だから、その場合だったら大阪府に任せればいいのです。府道や市町

村道の整備の補助金を中央が決めているのですが、それを府県で自由にやれるよ

うにすればいいのです。 

（塩川議員） そうすると、メニュー化というのは市町村にやれないということにな

るんです。だから、府県にメニュー化をやらなければならぬ。そうすると、二重

支配になってくるんです。そこら辺は何と言っても自治体の体質をある一定の規

模にするということが 優先です。 

（小泉議長） 一括補助金はどうなっているんですか。 

（片山議員） 一括補助金は現在7,000～8,000億円ある。だから、それをもっと拡充

してもらうのが１つと、一括もやはり国がある程度関与していますから、その関

与を少なくしてくれと言っているのです。 

（小泉議長） それを来年度でやっているんですか。 

（片山議員） 一括的補助金はもう２年前からやっています。 

（小泉議長） それから統合化、国の関与を少なくしたら地方の裁量権に任せた補助

金というのは今もやっていますか。 

（片山議員） 全部は任せていませんが、相当任せているものがあります。 

（塩川議員） それは自治体の力があるところ、中核だとか、それは受けられるんで

す。 

（片山議員） それは主として国土交通省関係でやっています。 

（小泉議長） それを増やすのはいいですね。 

25 



平成 13 年第 25 回 議事録 

（片山議員） それを増やしたい。ただ、それがせいぜい１兆円もありませんし、今

は補助金は相当ありまして補助金全部に負担金も入れて14兆円ぐらいあります。

だから、それが半分ぐらい一括補助金になったら相当変ってきます。来年度それ

をやったら画期的なことになります。 

（牛尾議員） そうなんです。それを３、４年で実現すればいいのです。 

（塩川議員） それから、必置義務になっている制度はほとんど議員立法なんです。

これがもっともっとあるんですよ。例えば児童相談所なんて置けと言っても、田

舎の児童相談所は国が決めているんですが、自動車１台置いて所長がいて何を置

けと、こんなばかなことをよくやっているなと思うんだけれども。 

（片山議員） 保健所長は医者でなければいけないとか。 

（小泉議長） 一括ならば少し減ってもいいでしょう。 

（牛尾議員） 一括でつくらせてくれという市長はいっぱいいます。 

（塩川議員） これは結局、議員の抵抗なんです。例えば栄養士などでもやろうと思

ってもできないんですよ。それから学校の事務職員ですね。あれなんかみんなボ

ランティアでやると言っているのにできないんです。 

（牛尾議員） ３兆円や４兆円を２、３年で実現すると違うと思いますが。 

（本間議員） そこはきちんとしておきませんと、公的雇用というような形で受け皿

にしていくと、制度の見直し等によって恒久化をするとか、そういう危険性すら

あるわけで、もともとの部分のところをやはりきちんとやっておかないとだめだ

と思います。 

（塩川議員） だから、補助教員という話があって私は言ったでしょう、日教組は受

けないよと。文部省はやると言っているけれどもどうするだろうと言っていたで

しょう。あれも残っています。 

（片山議員） 今は６か月です。だからどうするかですね。 

（本間議員） みどりのおばさんとか、みんなそういう話になってきちゃうので。 

（牛尾議員） 私は、こういうのは展望でなくて計画にすべきと思います。 

（小泉議長） 来年度の地方の裁量権を増やすような一括補助金、統合補助金という

のをできるだけ伸ばす方向で進めていくことは大事じゃないですか。 

（牛尾議員） 進めて、しかもちゃんとした計画に基づいてですね。 

（片山議員） 今やっていますから、国土交通省、農林水産省は多いですけれども、

厚生労働省もある。 

（小泉議長） それと地方交付税との関係はあるんですか。 

（片山議員） それはないことはありませんが、今のところはない。 

（小泉議長） それは地方の裁量でできるんですね。 

（片山議員） できます。 

（塩川議員） 受けるかどうかです。 

（小泉議長） 今52％が市町村合併の相談をしていると言うけれども、その中で本気

で可能性があるのは何％ぐらいですか。 

（片山議員） これはちょっと様子を見なければいけませんけれども、恐らくまだ１
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割弱です。研究会に入ったり協議会はやっています。ただ、一番問題なのは余り

大きい声で言えませんが、首長とやはり議員です。 

（小泉議長） それは議員が減るし、助役とか市長が１人になるから。 

（片山議員） そうです。 

（小泉議長） 埼玉県が３つ一緒になって市長選挙をやったとき、みんな市長が立っ

たでしょう。 

（片山議員） 与野市長だけ立たずに、何人も立ちましたけれども、大宮市長と浦和

市長も立ちました。 

（小泉議長） それで、３つの市が合併して議員はどのぐらい減ったんですか。 

（片山議員） これから２分の１ぐらいに減るんですが、ただ、２年間は任期保証を

しています。 

（小泉議長） ２年間は３市でやって、それから減るわけですか。それは半分ぐらい

に減っちゃうんですか。 

（片山議員） それはそうです。新しい議員定数になります。 

（小泉議長） それはいいですね。 

（塩川議員） 議員の月給がこれだけになったら、議員は辞めないですよ。 

（片山議員） 国会議員もという話も出ますから。 

（塩川議員） よ過ぎるんですね。 

（竹中議員） 重要な問題が出されておりまして、牛尾議員が合併に関しておっしゃ

った、一体だれが決めるのかというのがこの問題の 大のポイントで、その合併

の問題と税源の移譲の問題、更には一括補助金の問題とありましてすごく分散し

ています。それで、これまでの若干の反省も踏まえて言うならば、ここで議論を

してそこで非常にイシューは出されるんですけれども、それがよくわからないう

ちに期限がきてばたばたと決めざるを得なくなってしまうというのは実は一番困

りますので、今日は民間議員の牛尾議員と本間議員がペーパーで問題意識を出し

てくださったということを踏まえて、その問題意識にのっとって、これは制度は

大変複雑ですから総務省、財務省等々のお力を借りなければいけないと思うんで

すが、問題を再整理していただいて月末の計画の中にきちんと反映できるように、

特に総理が今、御指摘してくださった来年度予算にこの一括補助金の精神を生か

すような仕組みをと、これも形になるような工夫を是非していただきたいと思い

ます。そのフォローアップはやはりペーパーを出していただいた方にやっていた

だいて、諮問会議として議論するというのが私は大事だと思いますので是非お願

いいたします。特にこの問題についてどうしても言っておきたいことがもしござ

いましたらどうぞ。よろしいでしょうか。 

一番 後に、「当面の経済財政諮問会議の進め方（案）」というのがございま

す。 後の方にある１枚の紙なのでありますが、これで今後の日程の御確認いた

だきたいと思います。丸印が通常の諮問会議で、黒丸の付いているのが集中審議

という意味でありますけれども、来週その規制改革、制度改革の話をさせていた

だいて、その後不良債権とデフレの問題をさせていただく。その間に、通常のと
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ころで予算の枠組みと中期のビジョンか、計画か、それを決めていかなければい

けないということになります。それで、今の地方財政の話も22日ぐらいにはこの

方向が出ていないといけないんですが、あと３週間ぐらいしかありませんもので

すから、是非今の問題については民間議員の方のフォローアップをお願い申し上

げます。 

繰り返しますけれども、今日前半で議論しました経済のフレームワークにイン

プットできるような小泉改革をまさにパワーアップできるような集中審議に是非

したいと思っておりますので、忌憚のない御意見をお願い申し上げたいと思いま

す。 

ここで総理からごあいさつをいただくことになっておりますが、よろしいでし

ょうか。 

（小泉議長） さっき平沼大臣が、60歳以上はアメリカの５倍とか６倍とか言ってい

ましたね。それで7,000万円平均と、そんなに持っているんですか。 

（平沼議員） 65歳以上は土地だとか預金、現金、そういうものを合わせると平均7,000

万円です。それで年間220、230万円しか使わないんです。 

（小泉議長） これをうまく活用する方法はないんですか。 

（竹中議員） 次の世代に渡すことですね。 

（牛尾議員） だから、どうやって次の世代に贈与するかということです。 

（塩川議員） 今、例えば１億円株を買ったり、それから国債を買ってくれるならば

５年以上持っていたら相続税はゼロにすると、そうしたらみんな買いますよ。 

（平沼議員） だから、1,400兆円の５％、70兆円が株式市場に出たらすごいことにな

ります。 

（塩川議員） それは半分にしてもいいから、そういう具合にして国債もみんな民間

に持たさないとだめです。 

（牛尾議員） これは世代的な特徴もあります。みんな戦後貧しい世代に育っている

から、一応ぜいたくをするとあとは使いようがないので、置いておく。一方、若

い人は使いたくてしようがない。 

（片山議員） それは５年間持っていたら相続税をただにしたらいいんですよね。 

（小泉議長） それはきんさんぎんさんがいい例ですね。100歳のときも老後に備えて

貯蓄していたんですから。 

（牛尾議員） やはり老後不安もあるでしょうね。 

（竹中議員） 一般的な解釈は、年を取って子どもと暮らしたいと考える日本人が、

アンケート調査によると非常に多い。アメリカ人などは配偶者と暮らしたいと言

います。そうすると、子どもたちに大事にされるためにはある程度お金が要ると

いうことです。 

（速水議員） 今、物価はむしろ下落しているでしょう。元本の価値が下落しないか

ら安心して置いているという面もあるんです。 

（牛尾議員） ただ、金利収入は減っています。 

（速水議員） 金利収入がないけれども、元本はむしろ購買力が増えているわけです
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から。 

（本間議員） そこでマクロ政策の矛盾として、現役世代から巨大な移転を保険料、

税金という形で回していますから、内需が落ち込むのはある意味では当たり前の

話です。ですから、非常にそういう意味では老人を一律的に弱者で貧者だという

側に位置付けるのは間違いです。 

（小泉議長） これをうまく活用する方法を考えないと。 

（牛尾議員） それは日本だけの特徴です。 

（速水議員） それは世界一ですよ。 

（片山議員） 株式を５年間持ったら相続税はただにする。 

（牛尾議員） そうして動かさないとだめです。 

（塩川議員） 早く財産を息子に渡したら息子は使う。おじいさん、おばあさんは使

わないんです。 

（速水議員） 個人金融資産に占める現金・預金の割合が多いんです。55％ですから、

これはもうちょっと直接金融の方へ流れていくと、企業の方へも流れていくんで

すけれども。 

（小泉議長） そのいい知恵を出してくださいよ。 

（塩川議員） 贈与性を緩めることです。ただ、これが自民党で通らないんです。お

かしな話です。 

（小泉議長） この会議で決めて法案を出せば通りますよ。 

（竹中議員） それも集中審議で是非お願いしたいと思います。 

それでは、珍しく時間前に今日は終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

（以 上） 
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