
平成 14 年第 14 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 14  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年５月 30 日(木) 17:02～18:52 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

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 遠山 敦子 文部科学大臣 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

臨時議員 武部 勤 農林水産大臣 

石 弘光 税制調査会会長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)税制のあり方について 

(2)歳出及び経済活性化戦略について 

(3)社会保障制度について 

(4)全体のとりまとめについて 

(5)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○税制調査会の議論の整理（石税制調査会会長提出資料） 

○食料産業の構造改革について ―『「食」と「農」の再生プラン』の推進― 

（武部臨時議員提出資料） 
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○食料産業の構造改革について（有識者議員提出資料） 

○遠山臨時議員提出資料（人間力戦略関連） 

○人間力戦略について（坂口臨時議員提出資料） 

○少子・高齢化を見据えた社会保障改革（坂口臨時議員提出資料） 

○今後の社会保障制度改革（特に年金制度改革）について（有識者議員提出資料） 

○塩川議員提出資料（社会保障制度関連） 

○６月の基本方針のとりまとめについて（案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 総理が少し遅れられるということでありますので、ただいまから第14

回目の経済財政諮問会議を開催いたします。本日はありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） 今日の議事について御説明いたします。今日は１時間45分の時間をい

ただいておりますが、審議する事項が例によってたくさんございます。来週以降

とりまとめに向けた議論に入りますので、幾つか議論をしなければいけない問題

を今日、集中的に議論いたします。 

最初は「税制のあり方」であります。２つ目は「歳出及び経済活性化戦略」、

３つ目に「社会保障制度」を議論をいたします。最後に全体のとりまとめの方向

について御審議をいただきます。 

本日の議題のうち、「歳出及び経済活性化戦略」については、後ほどでありま

すが、武部大臣と遠山大臣、坂口大臣にお願いをしております。「社会保障」に

ついても、坂口大臣に御出席をいただきます。 

なお、坂口大臣の国会の関係で、副大臣が部分的にお答えいただく場面もござ

います。「税制のあり方」に関しましては、石税制調査会会長に御出席をいただ

いております。 

それでは、「税制のあり方」について議論をさせていただきます。 

まず、政府税制調査会における審議状況につきまして、石会長から御説明をお

願い申し上げます。 

○税制のあり方について

（石税制調査会会長） 与えられた時間が５分という話でありますので、一体何がで

きるかわかりませんが、もうちょっと心持ち余裕を持たせていただきたいと思い

ますが、10分以内には片づけるつもりでおります。 

お手元に参考資料が出ておりますが、最初に、開いていただきますと「議論の

整理」というのがございますから、これが私どもの一番言いたいことのまとめて

ございますし、この資料の一番最後に表が出ていると思いますが、『「広く薄く」

の観点からのこれまでの対応』というところ、このあたりを使いまして、ごく簡
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単にやっておりますことを御説明したいと思います。 

１月から審議を始めておりまして、今、起草の段階に入っておりまして、起草

会合というのを週２回、総会をやって、６月の初めには大体の構想はでき、中旬

までには最終的に決めたいと考えております。 

そこで議論の整理でございますが、この基本的な考え方で、あくまであるべき

税制を構築してくれという首相の御下問もございましたし、我々、中長期的とい

う点を非常に重視しておりまして、俗に言われますように、10年間か20年先を見

た、そういう税制のあり方を考えるというのが基本的なスタイルでございます。

今、様々な形で経済社会構造の変化と税制がミスマッチを起こしておりますから、

その間の乖離をいかに埋めるかということと、安定した財源というものをいかに

確保できる税制にするかという２点が恐らく税制のあるべき姿を追求するときの

視点になろうかと思います。 

そこで、各個別の税につきましては、個人所得課税以下、おめくりいただきま

すと、法人課税、消費税、資産課税等、その他酒、たばこも含めてずっと書いて

おりまして、これをいちいち御説明するわけにはまいりません。そこで、我々の

問題意識をポンチ絵に描いた中で一番おわかりいただきたいのが、提出資料の一

番最後の表でございまして、これをぜひごらんいただきたいと思います。 

諮問会議も「広く薄く」という言葉を使われていると思いますし、我々も「広

く薄く」という言葉は今後非常に重要な論点であると思いますし、これが公平、

中立、簡素のキーワードになっているかと思います。ただ、これから先、「広く

薄く」というよりは、過去数年、とりわけ小渕内閣のやりました大減税政策以降

のことを踏まえますと、「広く薄く」というのはこういう図になろうかという、

そういう形で描いてまいった図でございます。 

所得税、法人税、消費税、相続税、４つ主要な税がございますが、薄くという

意味において、税率引下げ、累進税率の緩和等々、それから恒久的減税は小渕内

閣のときに既に大々的にやっておりまして、所得税においては、実質的に累進税

率の10％の最低税率で８割の納税者がいるような格好にまで薄くなっております。

ただし、課税ベースを広げるという意味における所得控除の見直しが所得税では

ございませんので、「広く」のところは、バーが引かれておりまして、これは今

後の課題だという意味であります。 

法人税につきましては、課税ベースの拡大も併せてやっておりますので、これ

は両方とも一応「広く薄く」という視点においては、過去数年来見ていて、両サ

イドの議論ができていると思います。 

「広く薄く」が恐らく最初に登場したのは、実は消費税を入れたときでござい

まして、消費税はまさに非常に広範囲にわたる国民に相手にした、言うなれば、

かつ低率の税を入れたという意味で「広く薄く」の代表的な観点の税であるとい

う意味で、これは両方にまたがった書き方をしてございます。 

相続税は、実はまだ最高税率70％を下げるということ、これは政府税調が発表

しておりますが、そういう問題と累進構造は緩和してきましたが、最高税率を下
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げるという意味において、まだ「広く」の方はしておりませんが、「薄く」とい

う点においては余地があろうかと考えております。 

そこで、また「議論の整理」に戻っていただきますが、恐らくそういう視点か

ら見ますと、所得税の「広く」という意味における見直しの視点は、諸控除のあ

り方というあたりが大きな問題になろうかと思います。家族に関する控除である

とか、老齢者の控除等と書いてございますが、恐らく配偶者特別控除、特定扶養

控除あたりの割増加算等々の処置をどうするかというところがやはり一番の関心

であろうかと思います。 

法人税の世界におきましては、２ページ目でございますが、政策税制というも

のをどうやって議論するかというときに、言うなれば、既存の租税特別措置等々

を整理合理化して、集中と選択でいくという意味の議論は十分可能であり、研究

開発等々についての投資をするということはかなり早い時期にできるかもしれま

せん。外形課税、これはどうしても法人税の実効税率が高いという意味において、

外形課税をまず最初にやるということが法人税率の引下げにおいては非常に重要

なポイントになると思います。 

それから消費税につきましては、明示的に書きたいと思っていますが、その前

に、免税点、3,000万円が高すぎるとか、簡易課税の問題等々ございまして、イン

ボイスもございますが、そういう点は当然やらなければいけない。 

それから資産課税は、今、生前贈与のことが問題になっておりますが、これは

あくまで、３ページの上に書いてございますが、贈与税の見直しというのは、相

続税と一体化した世界で初めて可能になると考えておりまして、生前贈与の円滑

化のために相続税との調整を考えたいと考えております。 

それから、酒、たばこ、これはともに今後見直す方向では議論しなければいけ

ないと思います。 

最後に、過去のバブル崩壊以降、連年の如く減税がされてきております。景気

調整のとき減税がされてきておりますので、あるべき姿ということを仮に描くと

いたしますと、恐らく全面的に増収ということにならざるを得ないんですね。た

だ、それは来年とか再来年、今年度とか来年度、直ちにやるという意味ではござ

いませんが、恐らく５年、10年、15年先を見れば、あるべき姿論から言えば、し

かるべき穴を埋める、あるいはひずみを直すという意味を含めて増収ということ

になろうかと思います。 

ただ、数年間とりあえず増減税ゼロというスタイルが一番素直ではないかと思

っておりまして、そのために、ひずみを直すという視点において、例えば、消費

税の免税点3,000 万円を幾らに下げるかわかりせんが、それを下げることによっ

て必ず税収は出るでしょうし、あるいは所得税の世界で所得控除を見直す出発点

は、恐らく配偶者特別控除とか特定扶養控除、この辺を直すことによって、これ

もかなり税収が出ると。それから、たばことか酒をどうするかということが議論

としては残るでしょう。その税収がどのぐらいになるかわかりせんが、かなりの

オーダーになるとして、それを生前贈与の贈与税の減税に充てるとか、あるいは
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研究開発投資の方に分野を区切って、これは放っておくと増えないという意味に

おいて、市場の失敗を直すという意味において、恐らく課税の中立と同一線上に

ある議論になると思いますから、その議論はできようかと思っております。今申

し上げた税制のひずみを直しつつ、その税源をもって当面、中長期的な視点から

やる議論として短期的に何かできる、つまり、ひずみを直して税が出てきたわけ

でありますから、それを使って、我々の言うある種の活性化ということに役立て

ることは十分に可能であるというふうに考えております。 

資料等々、参考資料も用意しておりますが、時間もございますから、当面この

説明だけいたしまして、御質問いただいてやりとりをしたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、どうぞ今の御発言に対しまして、

御議論いただきたいと思います。 

（吉川議員） 今、石会長から幾つか踏み込んだ御説明があって良かったと思います。

といいますのは、どうも政府税調の議論というのは、中長期のあるべき姿を議論

していただくというのは大変結構だと思うんですが、端的に言えば増収系、増税

系、そういうところがやはり目立つと私は率直に言って思っておりました。しか

しながら、今の石会長のお話ですと、仮に増税・増税系というもの、長期的には

財政再建というのは大切なわけですが、しかし、それは５年とか10年先のことを

考えていらっしゃるということで、足元では決してそうではないんだと、そうい

うお話だというふうに理解いたしました。 

そこで、足元が一番大事なわけですが、足元で何をやるか、そこでは活力とい

うようなことがやはり大切だとおっしゃったと思います。ただ、それはお話とし

ては大変結構なんですが、この提出資料を拝見すると、やはり随所に増収・増税

系が目立ち、逆に減税系に対してはやや引けたような表現が随分見られるように

私は思います。例えば、２ページ目に法人税の説明がございますが、税率は先進

国並みの水準という説明はよくされるわけですが、しかしながら、石会長よく御

存じのとおり、よくアメリカと比べるわけですが、アメリカは先進国の中でも一

番高いところですし、日本の競争相手のアジアの国ですと、日本よりもはるかに

法人税率が低い。 

また提出資料２ページ目、「現状・課題」というところに、「財源調達機能に

配慮しつつ経済社会の活性化に資する観点から改革」と書いてあるんですが、こ

れは率直に言ってかなり意味不明といいますか、右に行くのか、左に行くのか。

要するに右に行くとおっしゃっているのか、左に行くとおっしゃっているのか、

それがわかりにくいという気がいたします。今の石会長の御説明で少し私も頭の

中が整理されたんですが、やはり右に行くのか、左に行くのか。そこら辺をはっ

きりさせていただけたらと思います。 

（石税制調査会会長） それは真正面から言っているんですよ。今から説明します。 

増税系だけ目立って、減収系は消しているといいますが、中長期の視点に立っ

てやるということがこの前提でありますから、御存じのように連年の減税、減税

まで繰り返してきて、至るところに税率を下げ、あるいは課税最低が上がった世
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界をもとに戻したいというあるべき税制から言えば、当然のこと、恐らく諮問会

議も５年先、10年先いつかわかりませんけれども、財政構造改革の視点から増税

系が目立つのはやむを得ないでしょう。逆に言えば、これまでやってきた減税に

ついて、吉川さんは、これだけ赤字をつくり、これだけ経済が立て直っていなく

て、減税、減税をやってきたその税制への痛めつけ方について、今、長い目で見

たときに、増税系は否定するとまでおっしゃっていないでしょうけれども、そこ

のみが目立つという御批判でしょうけれども、それはあるべき姿からいったら当

然もとへ戻すということならば、そこが出るのはしょうがないと思っています。 

それから、例の提出資料２ページのどっちかわからないという、我々の活性化

と吉川さんのおっしゃる活性化は違うんじゃないですかね。我々は、いろんな意

味で今の安定した税源も出ないし、そういう不安感を与えている、それからミス

マッチが至るところ起こって、そういうひずみやなんかがあるからゆえに、例え

ば女性の参画の問題とか、そういう安定した民間に対して様々なひずみが与えて

いるものを直すことによって経済というのは長期的に活性化するだろうと考えて

いるわけですから、「財源調整機能に配慮しつつ経済活動の活性化」というのは、

安定した財源を生む、安定した税収システムをつくるというところが恐らく将来、

人々や民間経済に安心感を与えて、活性化の方に導くという観点ですから。 

（吉川議員） ちなみに、ここの部分は法人税に関するところですから、女性の参画

は関係ない。 

（石税制調査会会長） 違います……。結構ですよ。活性化が違うという総論を言っ

て、ここに来ているわけですよ。したがって、ごく短期的な視点から所得減税す

るとか等々の面で、例えば減税を、あるいは特定の分野に出して減税するとか等々

というよりは、トータルで言うならばという意味で言っているわけですね。そう

いう意味では長い目で見れば、税率を下げるというような視点は当然あり得るか

もしれない。それは来年とか何とかということではなくて、つまり、それとひと

えに先進国間の法人税率の引下げ競争がこれからどうなるかによります。と同時

に、外形課税が本当に実現するかどうか、これによって数％、法人税の実効税率

が落ちますからね。それとの兼ね合いを見なければいけないということで、民間

に対する安定した税制をつくることによって十分に経済の活性化に資すると私は

思いますがね。それから、法人税以外の世界でもこういうことをやればいいとい

うことを言っているわけです。 

（竹中議員） 恐らくたくさん御議論あろうかと思いますが、ひと通り発言していた

だいて、また石会長にお願いしたいと思います。 

それでは平沼大臣、片山大臣の順番でお願いします。 

（平沼議員） 私は今、石会長に御指摘いただきましたけれども、試験研究税制、こ

れは拡充すべきだと思っていますし、経済活性化、競争力強化に資する税制でご

ざいますから、早急に実現すべきだと思っています。また、法人所得課税率の引

下げにつきましても、これはちょっとお話もありましたけれども、国際的な水準

を十分踏まえて不断の検討を行って、これもできるだけ早期にやるべきだと思っ
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ています。しかし、全部減税、減税ということでは、新しく税をつくる、そして

引き下げる、そういうことになるとあれですから、経済産業省といたしましても

税制全般を今見直しておりまして、「広く薄く」の観点から改革は必要だと思っ

ています。したがって、経済や企業活動の実態を踏まえて可能な限り知恵を出し

て、逆になくすべきことはなくす、こういうふうに思っております。 

（片山議員） 税のうちの４割は地方税ですね。私の立場から言わせると、地方税に

対する言及が相対的に低いのではないか。国税と比べるとやや付加的な性格が強

いが、もう少し言っていただいてもいいのではないかというのと、中長期の視点

があるなら、やはり一番大きな課題の国と地方の税源移譲、配分のあり方につい

てもう少し真正面から取り組んで欲しい。一番最後のつけ足しみたいではちょっ

と困る。一番最後ですよね。 

（石税制調査会会長） すみません。 

（片山議員） 最後だから真打ちだというのかもしれませんけどね。そうじゃないの

で、中長期の視点なら４割の地方税ですから、それをせめて５対５と我々言って

いるので、そこについての御配慮はぜひと思います。細かいこと、各論は言いま

せんけど。 

（塩川議員） ちょっと総論的なことを言って申しわけないんですが、今度の石会長

の調査会の報告が出ましたんですが、それは諮問会議の税制のあり方の基本的な

理念を踏まえていただいて、それと整合するものとしてやっていただいたという

ことでございますね。そうであるとするならば、政府税調はこの報告に基づいて

具体化を進めていっていいと、こういうことになってくるわけですね。そこの確

認をどうしてもらうというかということ、これをしてもらわないと私も混乱して

しまいますから、これが１つですね。 

それからもう１つ、諮問会議の方で肝心のところ、私はずっと訴えております

税と保険料、いわゆる負担ですね。この割合は日本はこれでいいのかどうかとい

うことなんです。これは諸外国に比べても低いし、また日本国内を見たらバラン

スがきちんととれていないですね。この負担と給付の関係をもう１回哲学的に考

えてもらうということ。それから特定財源ですね。この考え方をぜひひとつ出し

てほしいと思うんです。もう火がついてきたような話に私らの方ではなってきて

おるんです。これと、さっき言った国と地方との関係ですね。この国と地方がこ

のごろ陳情が多くてかなわないんです。ですから、何らかの考え方を示さなきゃ

ならんということです。 

それから最後にもう１つ、先ほど平沼大臣の方から話がありましたが、今回税

が苦しい。苦しいけれども、石会長がさっきおっしゃったように、ちまちました

ものを集めてきたら少しは生み出してくれる。雫みたいなものでも、これをうま

く使ったら税効果が出てくるという話がございましたが、それではどこへ使うか

といったら政策減税ですね。諮問会議でも出ておりました法人税とか、税率を触

ってもらったら私ども非常にやりにくいと思うんです。けれども、政策的効果の

あるものには、経済活性化として出してもらわなきゃいけないんじゃないかと。
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それには、投資減税的なものだとか、あるいはベンチャー育成の税制であるとか、

あるいは世代間の調整のための所得の移転であるとか、そういうようなことは大

胆に出してもらったら刺激になってくると思うんですが、そこらもひとつ考えて

もらえないのだろうかと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今回の経済財政諮問会議の税制改革は特に重点として経済活性化とい

う表現を使ったんですが、これは基本的には税率が高い低いという問題よりも、

納税の部分が偏り過ぎている。所得税の場合４分の１の人が払っていないし、払

っている人も10％しか払っていない。一部の人に非常に税が偏っている。法人税

に関しても、赤字法人として70％は払っておらず、そういう偏りをどう是正する

かということがポイントです。そういう意味では、基本を生かしているかという

点に関して、石会長の資料でたくさん書いていらっしゃるから、それはみなどこ

かに引っかかるんですけれども、どこを重点的に見直すんだということが余り読

み取れない。 

（塩川議員） 絞らなければならない。 

（牛尾議員） そう。この中からどうつまむかによって我々の考えている方向で具体

化するとも言えるが、アラカルトのメニューが100種類並んでいると、私の食べた

いものは本当にくるのかわからないわけです。 

（塩川議員） しかし、この会議で中華料理で行くのか、日本料理で行くのか、西洋

料理で行くかという、その根本を決めてもらったらいい。 

（牛尾議員） それはちょっと待って、これからが本番です。それからもう一つは、

やはり構造改革はそういう税の歪みをなくして、できるだけ「広く薄く」払うよ

うにすること。しかも、タウンミーティングでもその前に不必要な公の出費を徹

底的に削減しろというのが一番の国民の声です。その後は、できるだけ多くの人

が払っても値打ちのある国にしようという声が出ます。歪みをなくすということ

が一番の大きな目的なんです。 

そういう点から言うと、研究投資、設備投資、加速償却などわかりやすいもの

に対して減税することは若干はあってもいいけれども、基本は歪みをなくすこと

が一番大事だと思うんです。外形標準課税の問題も、石会長の提出資料に「法人

事業税の応益課税としての性格を踏まえた外形標準課税の導入」と書いてありま

すけれども、私がこのことを言い出して７年間、全く一歩も進まない。これを今

度やらないとだめです。そういう点を強調したい。 

また日本のように、所得税でも余りにも偏りが多すぎる。これを大胆に改革す

ると、日本では大企業優遇、中小企業切り捨てとか、金持ち優遇、弱者切り捨て

と批判されてしまいます。ぜひその辺は御理解を賜って、歪みをなくし、税はみ

なが払うという、タックスペイヤー・デモクラシー（納税者民主主義）を実現し

たいと思っています。みんなが税金を払って、この国を支えていくということを、

法人税、所得税でもきちんとやるということが一番の目的です。それで余った金
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の中で推進税制は部分的にやってほしいというのが私の考えです。 

（塩川議員） そういう点はそんなに変わらない。 

（竹中議員） できれば御議論いただきたいのは、「中立」だと言っている財務省の

方が政策減税を言って、「活力」と言っている方がむしろ中立的な、皆さんの方

が中立的な税率引下げを言っているという点は、ちょっとこれはぜひ一度議論を

していただきたいと思います。 

先に本間先生、それで石会長お願いします。 

（本間議員） これは石会長も御承知のとおり、税制改革を議論する場合に、オーソ

ドックスなスタイルは国際的に基準化されております。まず税収中立。これはど

ういう期間をとるか、単年度でやるかどうかということはありますけれども、税

収中立を前提にしながら、中身をどういう具合に議論するかというステップが初

めにあるわけです。その上で、税源をどのように調達するかという必要性に応じ

て、あるいは景気動向に応じて減税するのか、あるいは増税するのか、そこはセ

パレートしていただきたい。プライオリティが非常にわかりづらく総花的に書か

れております。我々は中期展望を前提にしながら議論をし、かつ税収中立的な形

の中で税というものをどのように再構築をするか。また、これが総理がおっしゃ

った活性化、あるいは財政の問題と経済の活性化というものが相反しないような

形での議論の組み立て方ということをぎりぎり我々としては論理的にも詰めてお

るわけでして、そこが今の石先生のお話の中でもよくわからなかったというのが

第１点です。 

それから第２番目は、国際的なスタンダードのやり方というのは、「広く」す

れば「薄く」するというのがこれが当たり前の話です。今のこのペーパー全体を

ながめてみますと、増税増収色だけが強調されていて、そこの部分のフレームが

初めから第１段階目からは外れているわけですね。そこの資源配分上の中立性と

いう問題をどのように考えておられるのか。このところの５年あたりの各国の税

制改革の動きというのは極めて急ピッチに行われているわけですから、活性化と

財政の両立をどのようにセットにするかということをぜひもう少し踏み込んでお

話を伺えないかというのが私の希望です。 

（石税制調査会会長） 本間さんと牛尾さんからも出ましたが、これは今日は全く項

目だけ拾ってきて、かなり細かく拾い上げましたから網羅的になっていると思い

ますが、全体ではＡ４判で20枚ぐらいの文章にする予定でありますから、それを

読んでいただきますと、自ずから我々の意図がおわかりいただけようかと思いま

す。その項目につきましても、自ずから、先ほどちらっと申し上げたように、所

得控除の見直しについても順序があるとか、あるいは益税対策のところはいろい

ろ重点を置いていますので、それは今後の報告書で一応説明がつくと思います。 

平沼大臣から試験研究、法人税率等々の御議論がございました。それは今の視

点から見て重要な論点だと思いますが、やはり減税財源をどこから探すかという

点が恐らく一番問題で、我々は歪みを直す過程で、今言ったような配偶者特別控

除とか、あるいは益税とか、そういうところから探してきてこれはしたい。数年
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間は増減税ゼロでやるという形を言っておりますので、恐らく同じ方向だろうと

思いますが、集まったものをどう充てるかというところでは投資減税か、税率一

本化でいくか、これは塩川大臣がおっしゃった問題と絡むと思います。 

それから片山大臣のおっしゃった、国税があって、地方税があって、地方税の

方が少し圧縮された形になりますので、ただ、３ページの真ん中には固定資産税

が堂々と書いてございますし、個人所得税といったときには、当然のこと、これ

は住民税も入るわけでありまして、下に地方分権がありますから、おっしゃる税

源移譲の文字がないというところがちょっと御不満だと思いますから、その点は

地方交付税のあり方とか、国庫補助負担金の整理合理化という中で、３ページの

一番下に書いてあるので御不満と思いますが、ちゃんと書いてありますから。 

それから、塩川大臣のおっしゃる保険かタックスかというのは、まさにそのと

おり、これからも議論しなければいけません。特定財源については、一般財源化

云々の話は現に議論しなければいけないと思います。竹中大臣がおっしゃる「中

立、活力」のところで、牛尾さんが歪みをなくし偏ったものを直す、私がよく言

っているようなことを言っていただいたという面もあるような形でございますが、

「中立」とか「活力」とかという議論は、同じ土俵の中でも焦点の充て方によっ

て説明の仕方が違ってくるわけです。我々、活性化として一口で言ったときには、

市場経済でありますから、民間の創意工夫というものが前提になっていて、その

阻害にならないような税制にすべきであるということで、過去様々やってきた穴

を埋めるとか、特定の分野のみ過度に優遇されたものを直す過程において、民間

は税の穴をねらったような行動のみしないだろうと。さはさりながら、たしか３

月29日にここで議論しましたように、市場においてのみ任していては困るような

面もあるだろう。これが恐らく試験研究費のことかもしれませんし、あるいは

1,400兆円という個人の資産があるから、生前贈与という形で持ってくるというよ

うな話は多分あるんでしょう。ただ、これは活性化に確かに直に役立つかもしれ

ませんけれども、本来の姿勢からいいますと、税制が民間経済に関与するという

ことですね。その辺はどっちが本道で、どっちが例外的なマイナーなのかという

議論はしなければいけないと思います。 

それから本間さんの御議論で、税収中立から始めろというのと、個々に税を議

論して、そして税収中立をもってくるというのは、どっちから議論するかという

やり方があると思いますが、まず税収中立ありきというのは、恐らくここ２、３

年の間であろうという視点なら、それを立てて税制改革の個別の議論に入ること

も可能でしょうし、個別の議論から出てくる税収を改めて念頭において増減税で、

結果として税収の中立性ということも可能でしょう。 

「広く薄く」は、恐らくここが一番変わってくるかもしれませんが、我々、過

去数年、そして今後、やや５、６年のタイムスパンぐらいで見て、既に「薄く」

の方は、所得税と法人税の世界、あるいは消費税の世界で終わっているよという

言い方をしているわけで、これからどこに集中して「広く薄く」を焦点に充てる

かというのは、さっき図をごらんいただけるとわかるように、所得税のところと
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相続税のところではないかと。この図をごらんいただければわかるので、十分に

「広く薄く」についてはマルチイヤーで配慮しているという点でございます。 

以上です。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 私は資料３ページの真ん中辺に書いてあるその他の中の特定財源の問

題、これは既に塩川大臣から若干お話がございましたが、一番最後に環境問題の

対応ということが書いてあるんですけれども、環境問題の対応はこれは国民全体

の問題であって、特定財源の税目だけでなくて、もっと幅広い視点で考えていた

だかないと、これまた別の問題として実効性のある対応策を検討していただきた

いと、そういうふうに思っているんですけれども。 

（石税制調査会会長） あえて環境税と書いていないんですよ。ここはダイレクトに。 

（竹中議員） 時間の制約がございますので、本間議員、それで速水総裁で締めくく

りたいと思います。どうぞ。 

（本間議員） 石会長にお言葉をお返しするようで申しわけございませんけれども。 

（石税制調査会会長） どうぞどうぞ。 

（本間議員） 数千億円の財源を見つけて、数千億円の政策減税をやるというような

スタイルが抜本的な税制改革のあり様として果たして適当であるかどうか。小泉

総理がせっかく基本的なところから議論し直せということで諮問会議にお話をい

ただいたのに、そういうスタイルで国際的に通用するのかどうか。これは恥ずか

しい税制改革になるのではないかという気がいたします。それはやはりスタイル

としても「広く薄く」ということを徹底的に追求するということを活性化の観点

でオーソドックに主張されることが石会長がおっしゃっている中立性に当たるわ

けで、論理が少しひっくり返っているんじゃないかという気がいたします。その

ような段階の中で、我々がこれから構想しなければならないのは、もっと志の高

い税制改革ではないかという気がいたします。そうでなければ、中身をこういう

ような形で矮小化してしまうということは決して我々の将来の税制のあり方につ

いて適当ではないのではないかという気がいたします。 

（速水議員） これまで議論してきた諮問会議での議論だと思うんですけれども、３

つのことを言わせていただきます。 

１つ目には、税制というのは、経済活動に対して大きな影響を与える重要なイ

ンフラであるということ、２つ目には、したがって、検討に際して望ましいこと

は、民間部門の活力をいかに引き出すかということ、経済金融のグローバル化と

どう対応していくかということを考えてほしいと。さらに３つ目には、家計とか

企業のリスクテイク、あるいは不動産の流通といったようなものを抑制している

ような税制は見直して、経済の活性化につながるようにしてもらいたいと、これ

だけのことを申し上げたいと思います。 

（石税制調査会会長） 本間さんからかなり過激な言葉で、志が低いとか、国際的に

恥ずかしいというような言葉が出てきましたが、どこをどう言われているのか僕

には全く理解できないんですが、あるべき税制ということを構築してくれという
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首相の御下問を受けてやって、今後10年とか20年の単位で見たら、恐らく諮問会

議もこういうような税のプランに僕はなってくるんだと思うんです。どこがやっ

ても。つまり、短期的に数千億円の増減税で経済活性化できるとは到底思ってい

ませんよ。大体500兆円ＧＤＰがあるわけですから、そこで2,000億円と5,000億円

ぐらい、１兆円でもやって、それで動くとは思わない。そういう意味では、これ

からの少子・高齢化、あるいは国際化、あるいはいろんな形で経済が変わります

から、その中で国民に対して不安を与えないような形で税体系を組むとなると、

恐らく我々の論点整理というような視点のことが出ざるを得ないんですよ。安定

した税制じゃありませんから、過去10年間、失われた十年で余りにも税を痛めつ

け過ぎたということがございまして、そういう意味でどこが志が低いのか、私は

志が高過ぎて不満があるのかなと思っているぐらいでありまして、国際的に見て

も、これほど過去10年間に景気対策のために税制を酷使した国は多分ないでしょ

う。したがって、今後それを戻すとなれば、恐らくあるべき姿論から言えば、課

税ベースを広く、そして税率を低くということは、過去数年間でやってきたこと

の総決算をこれからやるということですから、当然薄くを先行したら、広くをこ

れからやらなければいけないというのは当たり前なんですよ。そういう視点とい

うのが重要でありまして、諮問会議の方がお出しになるのを今度拝見して、売り

言葉に買い言葉で申しわけないけれども、志の高いところをぜひ拝見させていた

だきたい。 

（竹中議員） 一応くくらなければいけないんですが、一言ずつ、吉川議員、牛尾議

員お願いします。 

（吉川議員） 志はともかくとして、今、石会長がおっしゃったように、日本の財政

再建というのは大変重要な課題です。このことは我々もよく認識しているわけで

す。ただ一点だけ石会長が言われたことに反論したい。日本のＧＤＰというのは

500兆円です。例えば１兆円というようなことだと非常に小さい500分の１、だか

ら大して効かないような話をされたんですが、それは私は賛成しません。例えば、

在庫投資というのは、身の丈はものすごく小さいものです。しかし、そこで500兆

円の経済が成長率なんかで大きく動くわけですから、税に関しても、やはり戦略

的に重要なところでやるべきことをやれば、額とは別に経済に対して大きな影響

を与える。これは速水総裁も言われたことと同じだと思いますが、やはり、そう

いう視点は重要だと思います。 

（牛尾議員） 過去10年間、確かに税を安易に触り過ぎたことの深い反省はする必要

はありますが、しかし一番顕著なのは、とるべきところからとるという理念を忘

れて、とりやすいところからとったこと。歳出も出すべきところに絞らないでバ

ラまき傾向があったこと、そういうところは本当に反省すべきです。税を触り過

ぎたから、とるべきところからたくさんとったから、それは十分減税したからと

いうことではなくて、そこのバランスをきちんとすることが一番大事です。 

塩川大臣の言われたこれを基本として認めるかということに対してはこのアラ

カルトではわからない。だから、もう少しこれをもとにして、こういう考えでや
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りますということを見て、それを我々の線上どおりかどうかということが判断で

きます。 

（塩川議員） そこらはきちんとしてもらわないと、こっちも困ってしまうんですよ。 

（牛尾議員） これではわかりません。この表では我々の理念と同じかどうか、個人

的には僕は非常に近いと思うけれども、税制案として、どれを選んで、どうする

かというのが、アラカルト的に項目を並べているだけで、どんな手を打つのか見

えていないわけですから、それを見せてもらって考え方を出したいと思います。 

（塩川議員） どこかで指示して決定してもらわないと。 

（石税制調査会会長） ほとんど整理をしただけでありますから、具体的な形で全部

集約したわけではありませんからね。今の段階では。 

（竹中議員） ありがとうございました。冒頭申し上げましたように、来週の諮問会

議で税制に関しては最初の素案を出さなきゃいけない段取りになっています。皆

様方の御意見は、目指すところは実はそんなに大きく私は違わないと思いますが、

制約条件をどのように考えるかというところにおいてはかなり認識は違うところ

もございますので、できるだけ皆さんに御協力をいただいて、成案を詰めて、隔

たりがあるところにつきましては、そういうふうに御判断をいただくというよう

なプロセスでぜひとも詰めたいと思います。そういった意味では問題意識を共有

して御協力をいただきたいということをぜひ申し上げておきたいと思います。 

石会長、どうもお忙しいところありがとうございました。 

（石税制調査会会長退室） 

（小泉議長） なかなかいい議論だった。 

（竹中議員） 総理からなかなかいい御議論だという御指摘をいただきました。 

（小泉議長） 専門性と志の高さ、両方あって。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

○歳出及び経済活性化戦略について

（竹中議員） それでは２つ目のテーマ、「歳出及び経済活性化戦略」についての議

題に移らせていただきます。この議題では、食料産業に焦点を絞った歳出の構造

改革及び先日の会議において、総理より議論を深めるようにという御指示のあり

ました「人間力戦略」に関して審議を行いたいと思います。 

まず、武部大臣の方から資料に基づきまして、５分程度で御説明をお願い申し

上げます。 

（武部臨時議員） 武部でございます。 

まず大きなＡ３の資料をごらんいただきたいと思います。ＢＳＥ問題、食品虚

偽表示問題に関連しまして、「食」と「農」に関する様々な課題が顕在化してき

ましたことから、「食」の安全と安心の確保に向けた農林水産政策の抜本改革を

行う上での設計図として『「食」と「農」の再生プラン』を発表したわけでござ

います。 

２枚目を見ていただきたいと思いますが、内容につきましては、「食」の安全
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と安心の確保に向けた改革に真剣に取り組むこと、「食」を支える「農」の構造

改革を加速化し、併せて都市と農山漁村の共生・対流を進め、人と自然が共生す

る美の国づくりを進めること、この３つを柱といたしまして、「食農一環」政策

を進めることとしております。 

総理が今国会の施政方針演説におきまして、農山漁村の新たなる可能性を切り

開くと述べた方向に沿って、国民に信頼される農林水産行政の実現のための改革

を進めているところでございまして、まだその途上でありますが、経済財政諮問

会議や政府全体の御支援、後押しをお願いしたいと思います。 

以下個別の論点について申し上げますが、資料の３枚目でございます。まず、

農業の構造改革についてでありますが、農業への株式会社の参入に関しましては、

昨年３月には株式会社は１社でありましたが、１年を経過した今、今年の４月末

には25社に増加しております。ちなみに、有限会社等を含めた農業生産法人の数

は約6,200でございます。農地法に関しましては、法人化の推進や農地の利用集積

の観点から、有識者の意見を伺う場を設けまして、今年の秋までには論点を整理

したいと思っております。 

農協の改革についてでありますが、後ほど説明いたしますトレーサビリティシ

ステムの導入によりまして、消費者と生産者が直接対話できるようになる。また

今、野菜生産出荷安定法の改正について国会で論議をいただいておりますが、大

規模生産者と量販店との間で直接契約取引が拡がってまいりますこと等を考えま

すれば、競争原理の導入によりまして、農協系統組織も変わらざるを得ない。改

革を進めるか、さもなくば解体を迫られる運命にあると私ども認識しております。

米政策につきましては、30年以上、国主導で行ってまいりました生産調整のあり

方等につきまして、６月中に大まかな検討方向をまとめまして、秋までに結論を

得て抜本改革を実行してまいります。 

構造改革特区、この会議でも提案されておりますが、このことに関して説明し

たいと思いますが、「農山村地域の新たな土地利用の枠組み」とあるように、『「食」

と「農」の再生プラン』でも、農業や農地への多様な関わり方が可能となるよう

に農地法や農振法などの法律による諸規制から、市町村の土地利用調整条例が優

先する農山村地域の新たな土地利用の枠組みへの移行の検討を既に始めていると

ころでございます。 

次、４枚目をごらんいただきたいと思いますが、ここでおわかりのとおり、地

方農政局等を通じて地方自治体等の意向を聴取いたしましたところ、例えば１つ

は、農地法の規制緩和による地域に根ざした株式会社等の地場企業の農業参入を

可能とする農業活性化型の特区、２つ目には、グリーン・ツーリズムの促進や都

市からの移住者等への農園付き住宅の提供に関する都市農山漁村交流型の特区等

の提案がなされております。 

５枚目でございますが、食料産業に関する資料でございます。近年、生産者が

加工販売を行ったり、外食産業と生産者が連携するなど農水産業と食品関連産業

は一体の産業、いわば「食料産業」として確立していると思います。この「食料
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産業」は国内生産額で見ると、約109兆円と全産業の12％、就業者総数の18％が従

事するなど、経済の活性化、雇用の確保の観点からも重要な我が国の基幹産業で

あることがおわかりであると思います。この「食料産業」を消費ニーズに応えた

ものとするために、まず「食」の安全・安心の確保に向けた取組としてリスクコ

ミュニケーション、食育運動等を行っていく考えであります。 

また２つ目には、食料産業の発展に向けた取組として、食品産業と農水産業と

の連携による「食卓と農場をつなぐ」機能の強化、生産・流通を通じた高コスト

構造の是正、高品質化、契約取引、地産地消等を積極的に進めてまいりたいと思

います。 

次６枚目は、食品のトレーサビリティと「ブランド・ニッポン」に関する資料

でございます。スーパー等に並んでおります牛肉、野菜等がいつ、どこで、どの

ように生産・流通されたかなどについて、消費者がいつでも把握できる仕組み、

すなわちトレーサビリティシステムを15年度から導入する所存です。これにより

まして、消費者と生産者が電話やメール等で直接対話することが可能となります。

大きな流通革命が起こると考えておりまして、都市と農村が近接し、私は日本は

変わると考えております。このトレーサビリティシステムについては、経済波及

効果も期待されまして、全国１割の食品小売店で導入すると仮定しますと、約923 

億円の効果を生み出し、約１万人の雇用を創出すると見込まれております。品質・

安全性等に関する消費者の評価を受けまして、我が国の農水産物の優位性を生か

す戦略を産地ごとに策定いたしまして、この戦略に基づく新鮮でおいしい食品を

「ブランド・ニッポン」の食品と名付けまして、こうした農水産物の供給体制を

確立したいと思っております。 

７枚目は、生物由来の資源を生かすバイオマス・ニッポン戦略についての資料

であります。これまでの化石資源を焼却、燃焼する、いわば化石資源使い捨ての

非持続的経済社会構造から、農林水産物資源を中心とする生物由来のバイオマス

資源を活用し、真に持続的な循環型の経済社会構造を構築すべきでございます。

関係府省一体となった取組を推進し、都市と農山漁村の交流を進める中で新たな

産業としての複合的、総合的なバイオマス産業コンプレックスを実現したいと考

えております。 

８枚目でありますが、地球温暖化防止のための二酸化炭素吸収源としての森林

対策等についての資料でございます。森林吸収源対策によって吸収量3.9％を達成

することが不可欠と言われておりますが、これも政府全体として緊急的に取り組

む課題であると考えております。 

   15年度予算編成について申し上げたいと思いますが、「食」と「農」の再生の

ための施策に積極果敢に取り組んでまいりたいと変えておりますが、その際、食

の安全安心体制の確立、地球温暖化防止対策、バイオマス・ニッポン戦略は政府

全体で緊急に取り組むべき課題でありまして、経済活性化戦略におきましても、

例えば、「食料産業の活性化」など「食」と「農」の再生に向けた取組、地球温

暖化防止対策、バイオマス・ニッポン戦略を重点的に位置づけるようにお願いし
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たいと思います。 

あと１分よろしいでしょうか。 

（竹中議員） はい。 

（武部臨時議員） それでは最後に、私の思いを一言申し上げたいと思います。 

以上のように、経済財政諮問会議のお考えに沿った農林水産行政の抜本的な改

革に向けまして、全力で取り組んでいるところでございますが、このような改革

の向こうに何があるのか、何のために我々は改革に取り組んでいるのか、あえて

問いたいと思います。その答えは「環境」、「健康」、「生きがい」といった言

葉が鍵ではないか。都市の人々には農業・農村はエキサイティングでありますし、

農村の人々には便利で文化的な都市の暮らしも味わってみたいなという要求があ

ると思います。そこで、都市か農村か、どちらか一方というのではなく、都市と

農村で行き交う、「農都デュアルライフ」、総理は横文字をあんまり好きじゃな

いそうでありますが、これは二重生活という意味ですが、どうも二重生活という

のはいろいろ誤解を招くので、「農都デュアルライフ」というふうに表現いたし

ております。 

私、最近、ロンドン近郊のコッツウォールズ地方を視察いたしたのであります

が、ロンドンの中心部から豊かな自然があるコッツウォールズ地方に移り住んで

いる人々が非常にたくさんいるという状況を見まして、日本でも同様な状況があ

り得るだろうと、このように思っております。交通インフラ、情報インフラ等を

整備いたしまして、各種施策を関係府省が連携して進めることができれば、先ほ

ど述べましたバイオマス戦略の実現のためにも、バイオマス産業も実はバイオマ

ス資源が豊富にある農村と廃棄物が大量に発生する都市の双方を視野に入れて、

初めて存在し得るものだと、このように思います。１億2,000万人すべてが対象に

なる。これは小泉ルネッサンス構想だと思いまして、首都移転などよりも、大き

な経済効果を持ち得るものと信じております。ぜひ総理のイニシアチブによりま

して、政府一体として取り組んでいくようにお考えいただければありがたいと思

います。 

長くなって申しわけありませんが、以上で説明を終わります。 

（竹中議員） ありがとうございました。食料産業の構造改革について、民間議員か

らメモが出ておりますが、吉川先生お願いいたします。 

（吉川議員） それでは私が御説明させていただきます。お手元の「食料産業の構造

改革について」という３枚の紙でございます。 

食料産業というのは、我々、食べ物には毎日お世話になっている大変重要な産

業だと思います。この点につきまして、まず第１に１ページ目、大変大切な産業、

お世話になっている産業です。いろいろな意味で問題があるということが最初に

書いてあります。 

その上で、１枚目、２番目ですが、そうした問題を抱えている食料産業の構造

改革に向けた基本的な戦略というものを書いてあります。幾つかの骨になる考え

方が書いてあるわけですが、１つは、従来どうしても生産者中心の行政だった。
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それを消費者の方に軸足を移して、そこを起点にした行政に転換をする必要があ

る。 

それから、２番目は昨年の「骨太の方針」以来ずっと言ってきているわけです

が、たった今武部大臣のお話の中にもあったと思いますが、企業的な農業経営の

展開による産業としての農業、これを再構築する。産業としての農業の再構築と

いう、こういう視点が大切なのではないか。 

それから１つ飛びますが、一番下ですが、従来どうしても農業者全体、農家全

体を一律に対象とした政策だった。これを意欲ある企業的農業経営者と、そうし

た農家の個性が発揮できるようなところに集中していく必要がある。選択と集中

がやはり必要だと、こうしたことが書いてあります。 

２番目、これは最近大変関心を呼んでいるわけですが、我々安全で安心な食品

というのを当然求めます。この点は日本の食料産業にとっては大変大切なことで

あって、「ブランド・ニッポンの農産物・食品」の確立を図る。これは将来大変

重要なところである。それからたった今、大臣からもお話がありましたが、バイ

オマス戦略、これは将来の循環型経済社会で大変重要なポイントだというような

ことが書いてあります。 

２ページ目の「3.」からは、今申し上げた基本的な戦略に沿って具体的にどの

ような対応が必要かということが書いてあります。 

１番目は多様な農業経営と効率化の推進ということで幾つか書いてありますが、

やはりグローバル化の進展に対応した国際競争力の強化のために、株式会社等の

参入を促進することが必要だろうと書いてあります。 

それから、高コスト構造の要因ともなっている農協に過度に依存した体質を改

める必要がある。流通も含めて、抜本的な農協改革を実施する必要があると我々

は考えております。 

２番目は、農業の補助政策、これを選択と集中化するというわけですが、幾つ

か書いてありますが、時間の制約もありますので、１つ挙げれば、米の生産調整

はやはり抜本的に見直す必要があるだろう。こういうことを言っております。ま

た、これも昨年からの引き続いての事項ですが、ハードからソフトへの一層の促

進を図る必要がある。これも重要なポイントだろうと思います。 

３番目、企業的な農業の推進、これに必要な条件整備をするということから、

経済特区をぜひとも積極的に活用していただきたい。 

３ページ目にいきますが、４番目では食の安全・安心体制の確立。これを確保

するための組織なり、農水省ということだと思いますが、政府としてのあり方を

基本から見直していただきたい。 

５番目は重複しますが、バイオマス戦略の推進。最後の６番目、これも大臣か

ら幾つかお話があったかと思いますが、こうした構造改革に向けた時間軸を明確

にしていただく。いつまでにこういうことをどこまでやるかということをはっき

りしていただいて、それを国民の前に明らかにしていただくことが必要だと思い

ます。 
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以上です。 

（竹中議員） 先に各大臣、副大臣から御説明をしたいと思いますので、遠山大臣お

願いいたします。 

（遠山臨時議員） 私の方からお手元に大きめの提出資料がございますが、開けてい

ただきたいと思います。経済活性化戦略の中で人間力、技術力につきましては文

部科学省は大変重要な役割を担っていると思っておりまして、その中で、今日は

人間力戦略というものに焦点を当ててお話をしたいと思います。 

教育は未来への先行投資ということでございまして、これはまさに小泉内閣の

米百俵の精神に基づくものでございますが、一言で言えば、新世紀を担う多様な

人づくりを推進するということでございますが、そのためには、個性ある学校教

育、国際競争力を持つ大学づくりというものを進めていく必要があろうかと思い

ます。 

１枚目にも幾つか施策は書いてございますが、特に初等中等教育は国力の源泉

でございまして、そこにある個性ある学校教育について幾つかの提案をいたして

おりますが、その中身は次のページございますので、次のページを開けていただ

きたいと思います。いわば国力の源泉となる初等中等教育をどうやって充実する

かということで、実は昨年来、「学校が良くなる、教育が変わる」ということで

一大戦略を立てまして現在も進んでおりますが、特に今年から新しい学習指導要

領に基づきます学校教育が展開されてございます。昨年来いろんな法改正を行い、

今年からの新学習指導要領に基づく教育ということで徹底することによってねら

っていることが５つございます。 

一番大事なのが確かな学力の育成でございます。これは基礎、基本というもの

をしっかり身につけさせた上で、自分で考え、自分で判断し、自分で行動する力

をつけるということで、これまでのフラットな、とにかく結果においても平等と

いうような教育のいき方ではなくて、一人一人の力の状況に応じながらきめ細か

い教育をやっていく、これは大転換でございます。いわば伸びる子はどんどん伸

ばしていくということで、これは非常に新しい視点でございます。それを徹底す

るために、方策として１つは、習熟度別少人数指導というものを徹底しようと思

っております。これによって最大20人のグループを実現させまして、主たる教科

については、そういう少人数の子どもたちを相手にしっかりと能力別に子どもた

ちに教育をしていく。伸びる子はどんどん伸ばすのと同時に、伸びるといいます

か、習熟の程度がゆっくりな子どもたちに対しては繰り返し教えていく、そうい

ったことを可能にしていく必要がございますが、それを実現するために教職員定

数改善を今実施しております。これは５年間で２万6,900人の定数増でございます

が、これを実施することで少人数指導というものが徹底し、これまでになかった、

子どもたちがそれぞれ自分の達成度を実感できる、そういう教育ができるという

ふうに考えております。 

それをさらに実質化するために、これは総理のイニシアチブで現在取り組んで

おりますが、社会人を活用して「学校いきいきプラン」というのをやり始めてお
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りますが、豊かな経験と知見を持っている社会人が学校に入ってきて、その能力

を十分発揮していただくことによりまして、これまでの学校教育に活力を与えて

いただいているわけでございますが、３年間で５万人を目標といたしております。

それから理科離れなどが心配されておりますけれども、これについても、特別

いろんな授業を考えておりますが、わかりやすいのがスーパー・サイエンス・ハ

イスクール、これは100校ぜひとも達成したいと思っております。今年（平成14年

度）は26校指定したのでございますけれども、大変要望が強うございます。これ

はどういうことをやるかといいますと、高校生に対しまして、地域にある大学の

先生が来てそこで教える、それから子どもたちに実験をやらせる。それから、い

ろんな工夫をすることによって理科や数学に対する興味を持たせるということで

ございます。 

それから、特に今年から始まった新指導要領で体験学習というものを取り入れ

ることになっております。これは総合的学習の時間というようなことが始まりま

して、その中では、これまで座学中心でありました勉強のあり方を、実社会に出

ていて自然の中に溶け込んだり、あるいは伝統文化の地域の行事にも参加させた

りということで、実際に自分の手足を使い、体を動かして実感することによって

学問を身につけて、しかも、そういう中で自分で自然観察であるとか、あるいは

職業人の働きぶりとかそういうものを実感させることで、学ぶことがこういう手

応えがあるんだというようなことを自覚させる。これは大変画期的な学力がつく

と思います。そういうことで、確かな学力ということを推進していく。そのため

の条件整備をするということによって、21世紀の子どもたちは非常に力を持った

子どもたちが出てくるというふうに思っているところでございます。 

そのほかにも左下にありますように、英語が使える日本人を育成していきたい。

そのためにスーパー・イングリッシュ・ランゲージハイスクール。これは英語で

すから、横文字をお許しいただきたいと思いますけれども。 

（小泉議長） 片仮名じゃなくて、英語をそのまま使えばいい。 

（遠山臨時議員） そうですね、片仮名で失礼しました。 

教員を本当に実力ある人にしていこうというようなことを考えておりますし、

これについては、ここに書いておりませんが、今大作戦を練っておりまして、日

本人にとって国語力と同時に英語力というものを身につけさせて、本当のツール

としての英語を使いこなせる子どもたちがこれから出てまいると思います。それ

から、プロの教師を育成するために、右にございますが、ちょっと時間が余りな

いようでございますので、はしょりますけれども、これは今10年研修の義務化の

法律を出しておりまして、審議中でございますが、近々成立すると思います。そ

れから、指導力のない教師は教壇に立たせない。これは昨年法改正いたしました。 

それから、学校につきましても耐震・老朽化対策をどんどん進めていかなくて

はいけないと思っております。これは全国の公立小中学の43％は耐震性に問題あ

りということでございますので、これはできるだけ早い機会に対策を練らねばな

らないと思います。 
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それから、学校運営は左の上にございますが、これはカリキュラム編成をかな

り自由に最近出しておりまして、そういったいろんな創意工夫をやってもらうと

いうことで、それらを通じまして何をしたいかといいますと、学力の向上、そし

て学力低下は決して起こさせないだけではなくて、本当に自分の力を発揮できる

ような子どもたちをつくっていくということで、これはまさに人間戦略というこ

とでございます。同時に豊かな心の育成ということにも目を配っておりまして、

「心のノート」をすべての児童生徒に配っているわけですが、それを通じて家庭

の教育力というものも向上させたいと思っております。 

次のページでございますが、申し上げるまでもなく、こういったことについて、

特に義務教育について国の果たすべき役割は非常に重要と考えておりまして、い

わば、ナショナル・ミニマムとして国としてやるべき、どこにいてもすべての一

定水準以上の教育を無償で子どもが受けられるように確保していくということで

ございます。 

右の真ん中辺に書いてございますが、実はアメリカでも英国でも、日本が20世

紀の後半に成功したのは日本の教育の仕組みであるということで、日本のやり方

を大変勉強してくれまして、今やナショナル・カリキュラムといいますか、日本

の学習指導要領に相当するようなものをしっかりとつくるようになっておりまし

て、これだけではなくて、中国、韓国も日本のやり方を取り入れておりまして、

日本は非常にターゲットになって、今や追いつき、追い越される立場になってお

りますので、ぜひともしっかりやっていきたいと思います。 

次のページの大学改革、これは既に進んでおりますので、説明は省略させてい

ただきます。 

以上、一言で言えば、本当に力を持つ、また一人一人が自信を持って生き抜い

ていける、そういう子どもたちをつくっていこうというのが、今の私どもの取り

組んでいる人間戦略、基礎づくり戦略でございます。 

（坂口臨時議員入室） 

（竹中議員） ありがとうございました。引き続いて、これは狩野厚生労働副大臣に

お願い申し上げます。 

（狩野厚生労働副大臣） 副大臣ですけれども、経済活性化戦略に対して意見を申し

上げたいと思います。厚生労働省の考え方につきましては、資料としてお配りさ

せていただきましたが、時間も限られておりますので、そのポイントを御説明い

たします。 

御承知のように現下の雇用失業情勢は非常に厳しく、このような状況を打開す

るためには、まず経済が改善していくことがぜひとも必要であり、そのような観

点からも経済活性化はとても重要と考えております。また、そのような短期的な

視点だけではなく、中長期的に我が国経済の活力を維持・発展させていくために

も、経済活性化は必要であり、特に民間議員の方々が提案されておられます「人

間力」という視点からの検討が必要であります。つまり、我が国が第二次世界大

戦の荒廃の中から立ち上がり、経済大国を築いたのは、優れた人材の力であり、
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企画開発力、責任感、忍耐力、状況把握力などの総合的な働きによるものであり

ます。これが衰えれば、我が国の国際競争力を維持・発展させていくことは困難

になると考えられます。 

今後は人材面での、今までの我が国の強みを維持する一方で、個々人の知恵と

能力を引き出す仕組みづくりが必要であると考えます。 

従来の組織中心の集団的なシステムのもとでの働き方では、国民の方々が自己

実現を図られないばかりか、激しい経済社会の変化の的確な対応が困難であり、

今後は個人の主体性尊重のもとで、人間力を育てる新たな人材活性化戦略が不可

欠であると考えます。 

このため、社会との日常的な触れ合いを通じて、人間力を育てる教育を行うと

ともに、多様な個性を主体的に発揮できる社会・雇用システムの構築により、挑

戦、再挑戦が可能な社会を実現することが重要です。 

具体的には、企業で働く労働者が増加し、身近に働いている人の姿を見る機会

が減少したため、青少年の職業意識の形成のあり方が変化するとともに、地域社

会や家族との関わりも希薄化し、人間力を育てる社会機能が低下していることか

ら早い時期から様々な職業人と触れ合い、社会体験の機会を拡大すること等を通

じて、社会や組織における自らの役割を自覚しつつ、変化に対応できる人間力を

育てることが必要です。 

また、変化への対応力を有する人材を育成するとともに、個人の主体的な挑戦、

再挑戦を可能にし、多様な働き方を生かす社会・雇用システムを構築することが

重要であり、必要な取組を進めてまいります。 

特に、資料３ページに「個人の自発的な能力開発の推進」とありますが、これ

に関しては、給付から貸付へ移行すべきとの御意見もありますが、従来から低利

の公的貸付制度が存在しておりますが、本人の自己啓発のためには、ほとんど利

用されていないのが実態であります。一方、教育訓練給付制度は自己啓発を促進

するため平成10年に創設され、これまで約70万人を支援しており、国民から高く

支持されております。したがって、給付制度については、今後とも重要であり、

その効果的活用を図って参りたいと考えます。 

なお、新たな貸付制度の創設は、民業の圧迫や行政肥大化を招くおそれもある

と考えます。 

さらに、資料の３ページに「働き方に応じた公正な処遇のあり方の検討、労働

者の多様な働き方を可能とする労働環境の整備」という項目を挙げているところ

であります。これに関連して、厚生労働省としては、本年３月のワークシェアリ

ングに関する政労使合意を踏まえ、多様な働き方の選択枝を拡大する多様就業型

ワークシェアリングのための環境整備を社会全体で推進していくことが重要であ

ると考えており、短時間労働者等の均衡処遇のあり方や、その推進方策などの課

題について検討を進めているところであります。そのほか、民間議員の方々から

御提案されている生涯現役社会を支える労働法制に関しましても、現在、規制改

革推進３か年計画に盛り込まれた事項について、着実に推進しているところであ
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ります。 

そのほか、経済活性化戦略に関連して何点か申し上げたいと思います。医療や

医薬品、医療機器分野の技術開発等については、厚生労働省を中心に各省庁とよ

く連携して、今後の戦略や行動計画の策定を行っていきたいと考えます。また、

これと併せて、革新的な技術を用いた医薬品、医療機器等について、迅速かつ適

正に評価・審査できる体制整備の一層の推進を図ってまいります。さらに、経済

活性化という点でも、大きな効果がある試験研究税制の強化についてぜひとも実

施すべきと考えます。さらに、当省においては、利用者の立場に立ったサービス

の質の向上や効率化の観点から、医療や福祉の分野に関する規制改革の推進に努

めているところですが、これに関連して、医療や福祉は人の生命や健康に直接か

かわるサービスであるので、事後の監視のみでは不十分で、事前の規制も必要で

あること。医療法人、社会福祉法人、株式会社といった運営主体の違いによって

規制の程度や社会的使命が異なり、それに伴って税制等の支援措置の内容にも当

然相違が出てくることなどに留意していく必要があると考えます。 

以上でございます。 

（竹中議員） 時間が10分ぐらいしかございませんので、農業と人間力の問題点を出

していただいて、各大臣にまたお答えいただきたいと思います。吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 人間力についてひとつ発言したい。人間力について、新しい言葉で様々

な面があるだろう、それをよく考えなさいと、総理からもたしか御発言があった

かと思うんですが、今お２人の大臣、副大臣から、教育あるいは労働という面か

らお話がございました。これは人間力という言葉から当然出てくる切り口だろう

と思いますが、私は健康寿命の増進ということを人間力という言葉を考える場合

の１つの切り口として政府が考えるべきだと思います。健康寿命というのは、高

齢者本人にとって大切、あるいは家族にとっても大切というのは当たり前のこと

ですが、社会的にも非常に大きなインパクトがあると思います。医療費あるいは

年金の給付開始、その他非常に大きなインパクトがあることですし、また、抽象

的なことだけではなくて、政府が具体的にやることにも直結することだと思いま

す。具体的には例えば、健康寿命を増進するための科学研究費の配分をどういう

ふうに考えるか。これは総合科学技術会議等でお考えになることだと思いますが、

こういうことにもかかわるでしょうし、また当然のことですけれども、医療とい

うはそこに深くかかわるわけですが、昨年の「骨太の方針」でも、医療サービス

の効率化ということを大変高く掲げたわけですけれども、そうした医療サービス

の効率化を進めるという点も、この人間力、そこから健康寿命の増進、医療サー

ビスの効率化とつながる。ぜひとも厚労大臣にお考えいただけないかと思います。

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 武部農林水産大臣は大変意欲的なんですね。すばらしい御報告があっ

て感銘を受けました。その中で２つ、バイオ産業、これは非常に重要だと思って

いますし、経済産業省も非常に問題意識を持っておりますので、連携というお話

がございましたけれども、しっかり連携をとってやっていきたいと思います。そ
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れから特区に関しては、これは私は非常にいいアイディアだと思っておりまして、

これもいろんな省にまたがって連携しなきゃいかんと思いますので、これもぜひ

進めていきたいと思います。 

以上２点でございます。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 武部大臣なり、あるいは遠山大臣のおっしゃったのは、ぜひ１つの理

想として努力していっていただきたいと思っております。私は社会保障について

ちょっと申し上げておきたいと思うのは、これは非常に予算との関係がございま

すので……。 

（竹中議員） 大臣すみません。社会保障の話は後で、そのときでよろしいですか。 

それでは、奥田議員、片山大臣。 

（奥田議員） 遠山文部科学大臣から人間力ということについてお話があったわけで

すが、これを背景にしていると、確かに知的に豊かな人間というか、そういうも

のは育つと思いますが、ここに真ん中に小さな字で書いてございますが、豊かな

心というのは非常に大事だと思います。我々日本人が今まで悪かったのは、受験

勉強を偏重した、いわゆる偏差値教育の秀才といいますか、そういうものが社会

の中で重用されてきた。ところが、人生についての偏差値は全然なっていない。

やはり学力と同時に、人生についての偏差値も子どものときから育て上げるよう

な、そういうバランスのとれた人間教育といいますか……。 

（小泉議長） 全人教育ね。 

（奥田議員） それが大事だと思います。そういった意味で、「豊かな心の育成」と

いうことで問題点が指摘ございますが、これはぜひもうちょっと突っ込んでやっ

ていただきたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。片山大臣。 

（片山議員） 武部大臣のお話をいろいろ聞かせていただきまして、構造改革特区を

つくるのなら、やりたいところは全部、手を上げたら認めたらどうかと思います

よ。やりたいと手を上げたところは全部認める。この２つとか、３つとかねらい

撃ちではなくて全部やらせる。それと特に農地法、農振法は一遍考え直した方が

いいですね。地方ではこれが土地利用のネックになっているのです。 

（小泉議長） 特区ならできるじゃない。 

（竹中議員） だから、特区をいっぱいつくったらいい。逆に。例外的な特区じゃな

くて、それが一般となるようにね。ぜひそういうふうに考えていただいたらどう

かと思いますね。農地転用許可は一遍考えていただいた方がいいですね。今、お

考えですか。私も市町村にやらせればいいと言っているんですよ。 

（武部臨時議員） 市町村条例の方が優先するんです。 

（片山議員） そうそう。大変結構でございます。それから遠山大臣、教育における

ナショナル・ミニマムというのはだんだん古くなってくるのではないですかね。

そこは。私はもっと教育に地方の自主性を与えたらいいと思います。 

（遠山臨時議員） 今はそういう方針でおります。ですから、カリキュラムも自由に
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つくれますし、学級編成も標準を中心にしながら自由に組ませておりますし、か

えって地方の方からもっとしっかり……。 

（片山議員） みんなの合意で、５日制なんてやりたいところと、やりたくないとこ

ろと自由にやらせたらいいじゃないですか。 

（遠山臨時議員） しっかり基準を教えてくれというぐらいで、かなり今自由になっ

ております。 

（片山議員） その代わり教育のカリキュラムも、あんまり書いていただく必要は私

はないと思いますよ。 

（遠山臨時議員） ぜひあれをお読みください。ほとんど骨だけでございます。 

（片山議員） そう。それじゃあんまり文部科学省が出てこない方がいいな（笑）。 

（小泉議長） 吉川先生が言った人間力だけどね、文部科学省も農水省も大事なんだ。

というのは、人間で一番大事なのは健康でしょう。最近の子どもたちの食事、食

事と運動と休養、健康３原則と言っているんだけれども、食事を見ると空恐ろし

い。食事が一番健康に大事なんだ。最近特に若い母親は料理つくらない。買い食

いさせる。家庭の問題。これを学校から健康づくりを、医療費にも関係してくる。

長野県の例を見ろというけれども、長生きして活動してピンピンコロリと言って

いるけどね、あれは厚生労働省だけの問題じゃないよ。いかに食事と運動と休養

が大事かという、食事が健康の基本だということは農業だから。どういう食べ物

を食べたら健康になるのかということから始めないと、トレーサビリティなんて

いうのは、私が演説に使ったってわかりっこないよ。私が考えているのは、これ

を演説で使える英語かどうか考えて使わないと、この間テレビを見ていたら、「フ

ーリガンって知っていますか」と言ったら、田舎の50代か60代のおじさんなんて、

「正露丸なら知っているけれども、フーリガン知らない」と言っていたよ。 

（武部臨時議員） ただ、これをどういうふうに訳するかというとなかなか大変なん

です。だんだん一般化してきますよ。 

（小泉議長） トレーサビリティだったら英語で書けばいいんだよ。 

（武部臨時議員） 総理、ＢＳＥだって、最近はＢＳＥと言うんですけれども。 

（小泉議長） トレーサビリティ、これは大体演説に使えないだろう。 

（武部臨時議員） ちょっと総理古いですよ、それは。大体ＢＳＥなんて全然通用し

なかったのが、ＢＳＥ全部知っていますよ。まだ９か月で。だから、トレーサビ

リティなんていうのは、これはあと半年で一般化します。 

（竹中議員） すみません。あと締めくくりということで、武部大臣、遠山大臣、坂

口大臣、一言ずつコメントしてください。 

（武部臨時議員） 一言で申し上げますと、農林水産省は農林水産業の生産振興から

生物資源の持続的活用、農林水産業の役割はこれに変えていくんです。それから

もう一つは、スローフード、スロータウンというのが一般化しているんです。総

理はスローフードとわからないかもしれませんが。これは要するにファーストフ

ードに対するスローフードなんです。ゆっくりかんで食べよう、味わって食べよ

う、味のある男、華のある人。最後に、私、文部科学大臣に申し上げたいんです
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が、知育、徳育、体育にもう一つ食育とあるんです。体育協会があるなら、食育

協会があって、体育と食育というのは車の両輪だと、そういうようなことで張り

切っておりますので、ぜひバックアップもお願いしたい。小泉ルネッサンス構想、

どうぞよろしくお願いします。 

（遠山臨時議員） 奥田議員の方から心の教育について言っていただいて本当にうれ

しく思います。戦略というのが今日の議題ですので、あえて小さい字で書きまし

たけれども、私はこれは非常に大事だと思って、今２つの柱で学力と心というこ

とで進めております。実際にそれをやるために、心のノートというのを配ってお

ります。道徳教育のあり方について今考えておりますし、様々に体験活動をした

り、感動させる。例えば、本物の芸術に触れさせるというようなことでも、随分

豊かな心を養えるわけですし、朝の読書時間というのを10分とらせましたら、子

どもたちは５分前に来てシーンとして待っているんだそうです。非常に学校教育

のあり方は変わってきたというふうなことを加えまして、いずれにしましても、

いろんな手法を使って豊かな心作りに取り組んでいきたいと思います。 

それから、国の果たすべき役割でございますが、私どももう既に骨だけにして

おりまして、いわば、内容水準の確保と教育条件の整備ということに力を入れて

おりまして、これ以上やりますと、ドイツ、アメリカ、イギリス、それらの国が

地方に任せておいたら学力が非常に低いんです。そういうことでナショナル・ミ

ニマムもカリキュラムをつくろうとしたり、それは国で教育をしっかりという要

求になりますから、私は弾力化すべきものと、そうでもないものときちっとやっ

て、できることはどんどん弾力化していく、そこが非常に大事だと思っておりま

す。 

（坂口臨時議員） それでは、健康寿命の延長というお話をさせていただきます。私

は人間力と聞いて一体何のことかなと思っていたんですけれども、今お聞きしま

して、なるほど健康寿命の延長というのは、それはそうだなと思っているところ

でございまして、これからとにかく長生きするだけが能じゃありませんで、健康

で長生きをいかにできるかということにかかってくるわけでありますから、医学

もみなそちらの方向に向いてくるというように思っています。そうしますと、ま

た平均寿命は延びるわけですけれども、それはいいんだろうというふうに思いま

すが、そのときに雇用の問題をどうするかという問題が一番大きい問題になって

まいりますので、そこを考えていかないといけないなというのが、私の主張でご

ざいます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、武部大臣、遠山大臣、狩野副大

臣ありがとうございました。慌ただしくて大変申しわけございませんでした。残

された時間で、本日は社会保障の話をさせていただきますので、それでは坂口大

臣から御説明をお願いしてよろしいでしょうか。 

（武部臨時議員、遠山臨時議員、狩野厚生労働副大臣退室） 

○社会保障制度について
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（坂口臨時議員） それでは、私の方から社会保障全体につきまして、一言だけ申し

上げたいというふうに思います。 

今まで社会保障の問題を言いますときに、やはり一番大きな問題は少子・高齢

社会というふうに言ってまいりました。しかし、今までの少子・高齢化の中で、

どちらかと言えば高齢化に比重がうんと置かれてきたわけでございますが、最近

の数字は御承知のとおりでございまして、だんだんと合計特殊出生率は下がって

まいりまして、中位、低位それぞれございますけれども、低位で見ると将来的に

は1.1ということなってまいります。今までを見てまいりますと、常に1.1の低位

の方に低位の方に来ておりますから、このまま進むということになると、1.1にな

ってしまうということを思わざるを得ません。大変なことだというふうに思って

います。現在の状況は、いわゆる高齢化によりますところの影響が出ております

けれども、少子化の影響というのは、今のところまだそんなには出ておりません。 

例えば、小児科の先生が減りますとか、あるいは産科の先生が急に少なくなっ

て困っているというようなことはございますけれども、まだ、そんなに大きくは

出ておりませんが、これが15年なり20年先になってまいりますと、そのことは経

済にも非常に大きな影響を与えるだろうというふうに私は思っております。大変

息の長い問題でございますので、今からこの問題に手に打っておかなければなら

ないというふうに思っておりますし、先日総理からも、総合的な少子化対策を９

月までに立てろというお話をちょうだいいたしました。今まで厚生労働省の中だ

けで、これをやってまいりましたけれども、やはり、厚生労働省の中だけで立て

ます政策では不十分だというふうに思っております。各省庁にお願いを申し上げ

て、この総合的な対策をどう確立していくかということを、これからお話をぜひ

させていただきたいというふうに思っているところでございます。 

その少子化対策が一番の中心でございますが、その次に、この少子化傾向が続

くということになってまいりましたときに、一番大きい影響を受けますのは、何

と申しましても年金でございます。この年金をどうするかということが問われる

わけでございまして、再来年はちょうど改正を行わなければならないことになっ

ておりまして、少なくとも来年の今ごろには、粗々の案ができていないといけな

い、こういうふうに思いますので、そういたしますと、今年から来年にかけまし

て、今年いっぱいでどこまで煮詰めることができるか。来年よりも今年だという

ふうに思っております。今、医療問題に気を取られておりまして、そちらばかり

私たちの気持ちが向いておりますけれども、年金がこれからは一番中心になりま

すので、ここを今年中に煮詰めていかなければなりません。いわゆる、基礎年金

に対します国庫負担割合を３分の１から２分の１へというのも、これも各政党間

で合意をした話でございますので、これらをどうするかというようなことも含ん

でまいりますけれども、それよりも、もう少し根っこのところの年金制度という

ものを、このまま行くかどうか、これが最大の課題になるだろうというふうに思

っている次第でございます。 

そのほかの問題もございますけれども、社会保障の面におきましては、この少
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子化の問題にどう取り組むかということと、併せて年金の問題をどうするかとい

うのが最大の課題になりますので、全力を挙げてこれに取り組んでいきたいと思

っているところでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 私からちょっと社会保障の問題について、私自身としての考えですか

ら、これはまだ役所と固めた意見ではございませんけれども、聞いていただきた

いと思います。恐らく坂口大臣は腰を抜かしてしまうだろうというような話でご

ざいますので、ひとつお許しをいただきたいと思っております。 

まず年金について、これは15年度には年金の物価スライド制を適用してもらわ

なきゃいけないんじゃないかと思っていまして、これは相当な世論等も出てきて

おりますので、これはぜひひとつお願いしたい。そして同時に、平成16年度以降

の年金財政再計算でございますが、このときに持続的可能な年金制をしようとい

うことになりますと、２分の１負担というのはどうしても大きい負担になってま

いりまして、これは実際に法律でこうなっておりますけれども、根本的に考えて

もらわないと、とてもじゃないとやっていけない。もしこれを本当に実施すると

したら、２兆5,000億円の増税が必要になってきますし、こんなことはできっこな

いような状態になってくる。と言って、これを放っておくわけにいきませんので、

調整的なことをやらざるを得ない。ですから、16年度以降２分の１にするという

もの、これを固定観念としてやってもらったら、とてもじゃないが財政は組めな

いということでございまして、この点ひとつ御承知いただきたいと思います。 

それから、基礎年金の負担のことですけれども、これはどのように上げていく

かということ、これは先ほど坂口大臣のおっしゃるように、まさに一番の問題点

だと思うんですけれども、ここはぜひ経済財政諮問会議で基本的な考え方だけ決

めてもらわないと、こういうことを決めてもらうのがここの会議なんだから、こ

れはぜひひとつお願いしたい。それを私たちは作業に持っていくようにいたしま

すので、これはぜひひとつお願いいたしたい。 

それから次に医療の問題です。医療の問題は、今度の健康保険法改正に盛り込

まれた伸び率の適正化指針の内容、実際に効果が上がるように一応政策を盛り込

んでいきたいと思いますので、これは相当な抵抗も出てくるだろうと思いますけ

れども、健康保険法を維持するためには、やはり苦いことでもやらざるを得ない

と思いますので、御承知していただきたい。 

それから雇用ですけれども、雇用保険も現行の給付水準、現行は６割なんです。

これは物価だとかいろいろな社会的情勢等を見まして、景気情勢等を見て、この

給付水準の見直し、それから支援する必要のないもの、例えば定年退職だったり

結婚ですね。嫁さんに行くのに失業保険を出しているというのもおかしな話で、

こういうのに対する給付の大幅削減。大幅と言ったって、そんな大幅じゃないで

すが、削減をするということ、これは了承していただきたいと思っております。 

それから派遣業。派遣業の派遣先が非常に規制されております。一言で言いま

したら、国家資格のあるようなものは全部だめなんですね。そうすると、そうい
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うようなところこそ今人手不足で派遣してくれという要望があるので、この制限

をある程度緩和してもらって、条件づけで緩和してもらったらいいと思っており

ます。そうすると労働市場が非常に開けてくる、雇用拡大につながってくると思

いますので、これはぜひ我々もやりたいと思っております。 

それから介護と保育です。これはコストを一回見直してもらわなければいけな

い。私自身、家族の中で介護が出まして、えらい矛盾を感じているんです。それ

から、保育も公立の保育園と認定保育園と、それから非認定で承諾保育園と３つ

あるんですが、ものすごい格差があるわけです。この格差を放っておいたら社会

的不公平を生んでいますので、この際、私のところから提案を出しますので、ぜ

ひ厚生労働省の方で見てもらわなければいけないと思っておりまして、大臣に大

変きついことばかり言って恐縮なんですが、坂口大臣、こんなことで私の方から

提案しておるということで、ぜひひとつお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。民間議員で、もし御質問がありましたら言

っていただいて、最後にお答えいただくというふうにしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（本間議員） 民間議員のペーパーを用意しているんですが、よろしゅうございます

か。 

（竹中議員） どうぞ。 

（本間議員） それでは私の方から、今、塩川大臣の方からペーパーが出ましたから、

民間議員から、特に年金制度の改革についてお話をさせていただきたいと思って

おります。年金制度に対して、国民が非常に今不安感を持っているということは、

これは間違いないことであります。その理由を考えてみますと、１つは、財政再

計算を繰り返すたびに少子化の影響が非常に出て、保険料とか、あるいは財政負

担が非常に上がっていくということを繰り返しインフォメーションとして出され

る、これが信頼性を非常に損なっていることになっているのではないかというこ

と。それからもう１つ、財源が大変だ大変だ、年金はもたないのではないかとい

うことを言いながら、この制度にかかわる決められたことが守られていないとい

うことです。例えば物価調整の問題、こういうものは決まっているにもかかわら

ず、その時々の情勢によって変更をされる。あるいは保険料の引き上げについて

も、そういうことが実は短期的に差し止められる。こういうような問題です。さ

らには、これは微妙な問題でありますけれども、国庫負担の３分の１を２分の１

に引き上げるということに関しても、これは附則でついているということであり

ながら、どっちになっているかわからない。こういうことが重なって、なかなか

年金制度に対する不安感が解消されないのだろうと思います。したがって、今後

こういう悪循環が財政再計算のたびごとに繰り返されるということは、国家が年

金を運営していくことに対して非常に不信感をもたらすことになろうかと思いま

すので、留意点として、まず受益と負担、これを国民負担率の関係の中で、国民

経済的に吸収できるものであるかということについてきちんと情報を与えていく

必要があるんだろうと思いますし、世代間の不公平についても、きちんと精査を
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していく必要があるのではないかという気がいたします。 

それから、２番目は長期的に年金制度を維持していくということと、経済的な

諸要因の変化をどういう具合に整合的に扱っていくかということが非常に重要な

点だろうと思います。先ほど申し上げたように、一見決まったことのように思わ

れるものが、変更されるということが、制度の信頼性を損なうことになりますの

で、これからは、経済状況が変化をした場合には自動的にルール化をするような

形で、負担と給付を制度的に調整するメカニズムを入れていく必要があるのでは

ないかという気がいたします。これは諸外国においてもそのような動きが今出て

きております。 

それからもう一つは、一方で財源不足が指摘されながら、現在 170兆円、給付

の６年間分をプールをしております。そして高齢化のピーク時、2025年には３年

間分をストックとして持つというようなことが考えられております。そういうよ

うなことも、この際きちんと妥当性を有するかどうかについて検討をしていくと

いうことも必要であろうかと思います。 

それから、男女共同参画社会との関係で、今月13日に福田官房長官の方から御

提出いただきました「ライフスタイルの選択と税制・社会保障制度・雇用」につ

いて、男女共同参画の考え方に基づきますと、パート労働者の年金適用、第３号

被保険者制度の見直しというような問題は、配偶者控除等の問題と併せて検討す

るテーマであろうかと思います。 

それから、吉川議員の方から健康寿命の問題が出ました。これから元気な高齢

者が増えていく中で、働ける方々に対しては、社会に参加していただくと同時に、

給付の問題、支給開始年齢も含めて、やはり検討をする必要があろうかと思いま

すし、所得税における公的年金等控除についても、やはりきちんと見直していく

ということも必要であろうかと思います。 

それから、何よりも年金制度が個人にとって非常にわかりにくい。どの程度ま

で年金制度に頼っていいかどうかということが非常にわかりにくいということが

ございます。これは各国とも年に一度ぐらいは、この年金情報を定期的に国民に

与えるというような仕組みもございます。この辺のところにぜひ厚生労働省も御

配慮いただいて、ＩＴ時代でございますので、ぜひ前向きにこれを進めていただ

きたいと思います。その流れの中で、社会保険の実務的な非効率さが指摘されて

おりますので、この辺のところについてもぜひ御高配をいただきたいという具合

に考えます。 

１つの問題は、今の制度では、給付の問題が高齢者と現役世代との間では、年

金世代に入りますと、ほとんど遡及できない状況になっております。この点にお

いて所得水準の多寡と給付のあり方、あるいは諸外国の中でも一部考えられてお

りますけれども、亡くなった方の私有財産から社会保障に返還をするデスデュー

ティという死の義務というような形でやっているようなケースもございます。こ

のような点も社会連帯の観点から考えるということも、一考に値するのではない

かと思います。何よりも今後、年金制度について、平成16年の改正までわずか１
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年半しかございません。この点、厚生労働省の関係審議会が精力的に御議論をい

ただくと同時に、経済財政諮問会議においても、先ほど塩川大臣の方からお話が

ございました給付と負担のバランスとその水準、税と社会保険料の役割分担、積

立金のあり方をはじめ、今まで申し上げた点について、総合調整機能を発揮しな

がら、国民にわかりやすい議論の素材を提供して、究極的には国民の選択を求め

ていくということが必要になるのではないかということであります。 

以上です。 

（竹中議員） それでは、時間の関係もございますので、片山大臣に御発言をいただ

いて、坂口大臣にお話をいただきたいと思います。 

（片山議員） ちょっと荒っぽい議論をいたしますと、少子化が進むということは労

働力が不足してくる。需給構造そのものがどうなるかもありますけれども、そう

なると、お年寄りに働いてもらうか、女性の方にもっと参加してもらうか。今の

定年制は一応60歳ですね。65歳まで雇用延長というか、勤務延長があるかどうか

知りませんが、私はこの際思い切ってもっと定年制を延ばして、お年寄りには働

いてもらうということが、結局、医療費の抑制にもなりますし、年金を出すのも

延ばせばいいのですから、そこで今の65歳が年寄りだという法律の考え方は直し

てもらって、年寄りは75歳ですよ。定年は65歳までにしまして、あとは勤務延長

を５年ぐらいやって、75歳まではコミュニティ活動やボランティア活動をやって

もらう。そういう社会の構造にして、75歳から本当のリタイアだと。今は実年齢

の0.8掛けですからね。70歳は56歳ですよ。75歳でやっと60歳になるのですから、

65歳が年寄りだとか、それから年金の給付だとか医療費がどうだと考えるのはお

かしい。長野県が一番医療費が低いのは、年寄りが働いているからですよ。福岡

県が一番就労率が低いから一番医療費が高いので、年金、医療費の抑制のために

は、抜本的に今の健全な高齢化社会ということで御検討いただきたいと思います。

（竹中議員） 坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） そのためには働く場所ができるような経済運営をしてもらうよう

にお願いを申し上げたいと思うんですが、年金の問題は、塩川大臣からもいろい

ろ出ましたけれども、物価スライドをどうするかとか、基礎年金をどうするかと

いう小さな話は後の話だと思うんです。もっと基本的にどうするかということを

決めなきゃいけないと思うんです。先ほど本間先生からもお話が出ましたけれど

も、社会保障の中で何と言ったって、今まで考え方としては年金が一番中心です。

医療がどう言いましても、介護がどう言いましても、やはり年金が一番中心。年

金があるということが一つの安心になってきているわけです。この日本の国の中

の、この構造をどうするのかということを考えてもらわないと、どんどん壊して、

減らしますよというだけでは、皆今まで一生懸命やってきたのに、減らされるの

かというので不安が重なるばかりですね。だから、医療やほかのことは少々厳し

くしても、年金だけはちゃんとしていきますというひとつの何かがなけりゃいか

ん。年齢は少々遅れてもいいと思うんです。働いている間はなくてもいいと思う

んです。どんどん健康にしていけばいいと思うんですけれども、この年金を一体
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どうするかという基本的な問題、本当にここを中心にしていくのか、それとも、

どうぞ自由に掛ける人は掛けてください、やめる人はやめてくださいというよう

な調子でいくのか、ここは一番大事なところで、ここを決めてから細かな問題は

話をしてもらいたと思うんです。３分の１を２分の１にするとか、あるいは物価

スライドをどうするとか、それは後の後の話で、根っこのところをどうするかを

ここで議論をしてほしいと思うんです。 

（塩川議員） そのためにどうしなければいかんということを考えなければいかんの

ですよ。だから、永久に年金という制度を維持させるために、そのためにはどう

するかということなんです。何も削ってつぶしてしまおうと言っているんじゃな

いんだ。年金制度があるから国の安定があるんです。それは当然のこと。それを

持続的に可能なものにしておくのはどうするかということなんです。例えば、い

ろんな過去におけるミスが重なってきたんだ。それがこういうところでしわ寄せ

が来たんですから、この際、国民の納得するように、そのためには給付と負担と

いうものを、さっきおっしゃったのが根本ですから、ここをしっかりとここで議

論してもらうようにしてほしいと思うんです。 

（坂口臨時議員） 基本的なことにつきましては、私もそう思います。我々の社会の

中で年金をどう位置付けていくかという基本のところをしっかり御議論いただい

て、そこを決めなければ、ほかの問題はなかなか決まってこない。そこをどう決

めるかという、それによって、経済も何も全部影響する話ですから、その考え方

が違えば皆変わってくるわけです。そこまで踏み込んでやるか、それとも、今の

年金なら年金制度を部分的にどうするかということにとどめるか、そこだと私は

思うんです。 

（竹中議員） ありがとうございます。まさに公的年金という、公的な保険の制度を

この社会の中でどう位置付けるか。これをしっかりと大きくするのか、もっとも

っと小さくしろということで、あとは個人が責任を負うと考えるのか、そこから

議論をしろということだと思います。 

○全体のとりまとめについて

（竹中議員） 総理の締めのお言葉をいただきます前に、次回以降とりまとめのパー

ツを少しずつ出していきますが、この案について一応とりまとめ案というのを提

示しております。 

（片山議員） 書き方ですよね。ぱっと気がついたことを言いますと、例えば、「地

方税財源（地方税・交付税・国庫補助負担金）」というのは、これは地方税だけ

ではだめで、税全体のことです。書き方です。項目はいいと思います。 

（塩川議員） それじゃ国と地方のあり方になってくるんだよ。 

（竹中議員） そこはまた御相談しながら、ぜひ書かせていただきたいと思います。 

それでは総理。 

（小泉議長） 今日もいい議論をありがとうございます。税制改革に始まって、武部

大臣、遠山大臣、坂口大臣から指摘された、また説明されたものは全部大事です

 31




平成 14 年第 14 回 議事録 

ので、要は、その実現の段取り、具体性、仕組み、これを今後積極的に提案をし

ていただきたいと思います。いかに実現していくかですから。ありがとうござい

ました。 

（竹中議員） 特に今日出ました特区の実現の仕組み等々、総理の御指示に従って考

えて、また御相談をさせていただきたいと思います。どうも長時間ありがとうご

ざいました。 

（以 上） 

32



