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平成 14 年第 14 回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
○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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介があった。 
 
○税制のあり方について 
（竹中議員） まず、政府税制調査会における審議状況について、石会長から。 
（石税制調査会会長） 提出資料の「議論の整理」は、私どもの一番言いたいことをまと

めている。４ページ目の表『「広く薄く」の観点からのこれまでの対応』を使って、
簡単に御説明したい。 

   １月から審議を始め、今、起草の段階に入っている。６月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。 

   「議論の整理」の基本的な考え方だが、あくまであるべき税制を構築してくれとい
う首相の御下問もあり、我々は中長期的視点を重視している。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、その間の乖離をいかに埋めるかと
いうことと、安定した財源をいかに確保できる税制にするかという２点が、税制のあ
るべき姿を追求するときの視点になる。 

   提出資料の４ページ目の表を御覧いただきたい。経済財政諮問会議も「広く薄く」
という言葉を使われている。我々も「広く薄く」は重要な論点であると思うし、これ
が「公平、中立、簡素」のキーワードになる。過去数年、とりわけ小渕内閣が行った
大減税政策以降のことを踏まえると、「広く薄く」というのはこの表にまとめられよ
う。 

   所得税、法人税、消費税、相続税、と４つ主要な税があるが、「薄く」という意味
では、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
に大々的にやっている。所得税は、実質的に累進税率の 10％の最低税率に８割の納税
者がいる状況まで薄くなっている。しかし、課税ベースを広げるという意味での所得
控除の見直しが所得税では行われていないので、「広く」の部分はバーを引いている。
これは今後の課題だという意味。 

   法人税は、課税ベースの拡大も併せてやっており、「広く薄く」という視点におい
ては過去数年で両サイドの議論ができている。 

   「広く薄く」が恐らく最初に登場したのは、消費税を導入したとき。消費税は、広
範囲の国民を対象にし、かつ低率の税という意味で、「広く薄く」の観点からみると
代表的な税である。 

   相続税は、累進構造は緩和してきたが、最高税率の引下げについては、「薄く」と
して余地があると考えている。 

   １ページの「議論の整理」に戻る。そういう視点から見ると、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」が大きな問題になる。配偶者
特別控除、特定扶養控除の割増加算等々の処置をどうするかという点が一番関心があ
る点だと思う。 

   法人税は、２ページ目だが、政策税制を議論するときに、既存の租税特別措置等々
を整理合理化し、集中と選択でいくという議論は十分可能であり、研究開発等々の投
資はかなり早い時期にできるかもしれない。法人税の実効税率においては、まず外形
課税をすることがその引下げの非常に重要なポイントだ。 

   消費税については明示的に書きたいが、その前に、免税点や簡易課税、インボイス
の問題等もある。そういう点は当然やらなければいけない。 

   資産課税は生前贈与のことが問題になっているが、贈与税の見直しは相続税と一体
化した世界で初めて可能になるので、生前贈与の円滑化のために相続税との調整を考
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えたい。 
   酒税、たばこ税はともに今後見直す方向で議論しなければいけない。 
   最後に、バブル崩壊以降、連年の如く減税されてきている。景気調整のとき減税さ

れてきているので、あるべき姿を描くと、恐らく全面的に増収にならざるを得ない。
それは直ちにやるという意味ではないが、あるべき姿論から言えば、穴を埋め、歪み
を直すという意味を含めて増収ということになると思う。 

   ただ、数年間は増減税ゼロというスタイルが一番素直ではないか。そのために、歪
みを直すという視点から、例えば、消費税の免税点 3,000 万円を下げることで必ず税
収は出る。所得税では配偶者特別控除や特定扶養控除などを直すことでかなり税収が
出る。たばこや酒についてもそうだ。その税収を、生前贈与の贈与税の減税に充てる、
あるいは研究開発投資に分野を区切って充てるなど。これらは放っておくと増えない、
市場の失敗を直すという意味において、課税の中立と同一線上にあるので、その議論
はできると思う。中長期的な視点から税制の歪みを直しつつ、その税源をもって当面、
短期的にある種の活性化に役立てることは十分に可能であると思う。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、御議論いただきたい。 
（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。というのは、

政府税調の議論は中長期のあるべき姿の議論をするのは良いが、増収・増税系が目立
つと思っていた。しかし、今の石会長のお話だと、長期的には財政再建は大切だが、
それは５年とか 10 年先のことを考えており、足元では決してそうではないという話
だと理解した。 

   足元が一番大事であり、足元では活力が大切だと仰った。ただ、提出資料を見ると、
随所に増収・増税系、あるいは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。例えば、２ページ目の法人税の説明では、税率はアメリカと比べ、先進国並みの
水準という説明がよくなされる。しかし、アメリカは先進国の中でも一番高い国。日
本の競争相手のアジアの国は日本よりもはるかに法人税率が低い。 

   また「現状・課題」では、「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」と書いてあるが、これでは方向性がわかりにくい。そこら辺をはっき
りさせていただけたらと思う。 

（石税制調査会会長） それは真正面から言っている。今から説明する。 
増税系だけ目立って、減収系は消していると仰るが、中長期の視点がこの前提なの

で、連年の減税の中で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。あ
るべき姿から言えばやむを得ない。 

   それから、我々の考える活性化と吉川議員の仰る活性化は違うのではないか。我々
は、民間に対して様々な歪みが与えているものを直すことで、経済は長期的に活性化
すると考えている。 
「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ことが将来、人々や民間経済に安心感を与え、活性化
に導くということ。 
したがって、ごく短期的な視点から減税、あるいは特定の分野を減税する等々とい

うよりは、トータルで言うならばという意味。長い目で見れば、税率を下げるという
視点はあり得る。それは来年とかではなく、ひとえに先進国間の法人税率の引下げ競
争の行方による。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る。それとの兼ね合いを見る必要がある。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思う。法人税以外でも
同じだ。 
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（平沼議員） 石会長の御指摘があったが、試験研究税制は拡充すべき。経済活性化、競
争力強化に資する税制なので、早急に実現すべきである。また、法人税の税率引下げ
についても、国際的な水準を踏まえて不断の検討を行い、できるだけ早期にやる必要
がある。 
しかし、全部減税、減税では問題。経済産業省としても今、税制全般を見直してお

り、「広く薄く」の観点から改革は必要である。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していきたい。 

（片山議員） 税のうちの４割は地方税。地方税に対する言及が相対的に少ないのではな
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。
中長期の視点なら、やはり一番大きな課題である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。４割の地方税をせめて５対５にと
我々は言っている。是非御配慮をと思う。 

（塩川議員） 少し総論的なことを言いたい。政府税調の報告は、経済財政諮問会議の税
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だと思う。そうならば、政府税調はこの報告に基づいて具体化
を進めていくことになる。その点を確認したい。 

   それからもう一つ。私は諮問会議で、税や保険料などの負担について前から訴えて
いる。日本の負担割合は諸外国に比べても低いし、またバランスがきちんととれてい
ない。負担と給付の関係をもう一回哲学的に考えることが必要である。それから特定
財源についての考え方を是非出して欲しい。国と地方との関係についても何らかの考
え方を示さなければいけない。 

   最後に、今回、税が苦しいけれども、石会長が仰ったように、雫みたいなものでも、
うまく使ったら税収効果が出てくるという話があった。それを政策減税に使う。諮問
会議で議論のあった法人税とか、税率を触わられると、私どもは非常にやりにくい。
けれども、政策的効果のあるものには、経済活性化策として出してもらわなければい
けないと思う。投資減税的なもの、ベンチャー育成の税制、世代間の調整のための所
得の移転といったことを大胆に出してもらったら刺激になる。 

（牛尾議員） 経済財政諮問会議の税制改革は、重点として経済活性化という表現を使っ
たが、基本的には税率が高い低いという問題より、納税の部分が偏り過ぎていること
を問題にしている。所得税の場合、４分の１の人が払っていないし、払っても 10％。
法人税も赤字法人として 70％は払っていない。そういう偏りをどう是正するかがポイ
ント。石会長の資料では、どこを重点的に見直すのかが余り読み取れない。 
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が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、食べたいものが本当にくるのか
わからない。 

（塩川議員） この会議で中華料理で行くか、日本料理で行くか、西洋料理で行くかとい
う、その根本を決めてもらいたい。 

（牛尾議員） やはり構造改革は税の歪みをなくし、できるだけ「広く薄く」払うように
すること。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。その後に、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る。歪みをなくすことが一番の大きな目的だ。 

   その点から、研究投資、設備投資、加速償却などわかりやすいものに減税すること
は若干あってもいいが、基本は歪みをなくすことが一番大事。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」と書いているが、私がこのことを言い出して７年間、全く一歩も進まない。今
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度やらないとだめだ。そういう点を強調したい。 
   所得税の偏りが大き過ぎるということで、これを大胆に改革すると、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う。そこは、是
非御理解を賜って、歪みをなくし、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。みんなが税金を払い、この国を支えていくこと。法人税も所得税
もそこをきちんとやることが一番の目的だ。それで余った金の中で政策税制は部分的
にやって欲しいというのが私の考えだ。 

（塩川議員） その点はそんなに変わらない。 
（竹中議員） 「中立」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税率引下げを言っている。これは議論をしていただきたい。 
（本間議員） 御承知のとおり、税制改革を議論する場合のオーソドックスなスタイルは

国際的に基準化されている。まず、一定期間の税収中立を前提にしながら、中身をど
うするか議論するステップが初めにあり、その上で、必要性に応じて税源をどのよう
に調達するか、景気動向に応じて減税するか、あるいは増税するかだ。そこをセパレ
ートしていただきたい。プライオリティがわかりづらく総花的に書かれている。我々
は中期展望を前提にし、かつ税収中立的な形で税をどのように再構築をするか、また、
総理が仰った活性化、あるいは財政問題と経済活性化というものが相反しない形での
議論の組み立て方を論理的に詰めている。そこが石会長の説明ではよくわからなかっ
た。 
それから、国際的なスタンダードのやり方として、「広く」すれば「薄く」するの

は当たり前。この資料では、増税増収色だけが強調されており、そこの部分のフレー
ムが初めから外れている。資源配分上の中立性という問題をどう考えておられるのか。
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、もう少し踏み込んで
説明していただきたい。 

（石税制調査会会長） 今日は項目だけを、かなり細かく拾い上げたため網羅的になって
いる。全体ではＡ４判で 20 枚ぐらいの文章にする予定なので、読んでいただければ、
我々の意図がお分かりいただけよう。項目についても、所得控除の見直しについても
順序があるとか、あるいは益税対策等、いろいろ重点を置いており、それは今後の報
告書で説明がつくと思う。 
平沼大臣からの試験研究、法人税率等々の議論は、今の視点から見て重要な論点だ

が、減税財源をどこから探すかという点が一番問題。我々は、配偶者特別控除、ある
いは益税等の歪みを直す過程で、財源を探してきて行いたい。数年間は増減税ゼロで
やるという形で言っており、集まったものをどう充てるか、投資減税か、税率一本で
いくか、これは塩川大臣が仰った問題と絡む。 

   片山大臣の仰った、地方税が少し圧縮された形になっているとの点については、資
料３ページの真ん中には固定資産税が挙げてあり、個人所得税には住民税も入る。下
に地方分権がある。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うが、
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
書いてある。 
塩川大臣の「保険か税か」という点は、まさに仰るとおり、これからも議論が必要。

特定財源について、一般財源化等の話は議論しなければいけない。 
竹中大臣が仰る「中立、活力」のところで、牛尾議員が歪みをなくし偏ったものを

直すと、私がよく言うようなことを言っていただいた。「中立、活力」という議論は、
同じ土俵の中でも焦点の当て方によって説明の仕方が違ってくる。市場経済では民間
の創意工夫が前提で、その阻害にならない税制にすべき。過去様々やってきた穴を埋
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めるとか、特定の分野のみ過度に優遇されたものを直すということだ。他方で、市場
にのみ任していては困る面もある。試験研究費、あるいは 1,400 兆円という個人資産
を生前贈与という形でという話など。これは活性化に確かに直接役立つかも知れない
が、税制が民間経済に関与することになる。その辺はどっちが本道で、どっちが例外
的かという議論はしなければいけない。 

    本間議員の御議論で、まず税収中立から始めるか、それとも、個々に税を議論して、
税収中立に至るのか。恐らくここ２、３年の間であれば、最初に税収中立ありきとし
て税制改革の個別の議論に入ることも可能だし、個別の議論からはじめて税収を改め
て念頭において結果として税収の中立性ということも可能だ。「広く薄く」という点
は、過去数年、今後５、６年のタイムスパンで見て、既に「薄く」の方は、所得税と
法人税、消費税の世界では終わっている。「広く薄く」の焦点をこれからどこに集中
して充てるかというのは、図でわかるように、所得税と相続税のところではないか。 

（奥田議員） 資料３ページの「その他」の特定財源の問題で、最後に環境問題への対応
と書いてあるが、環境問題への対応は国民全体の問題で、特定財源だけでなく、もっ
と幅広い視点で考えるべき。別の問題として実効性のある対応策を検討すべきだ。 

（石税制調査会会長） あえて環境税と書いていない。 
（本間議員） 数千億の財源を見つけて、数千億の政策減税をやるというスタイルが抜本

的な税制改革のあり様として果たして適当なのか。総理がせっかく基本的なところか
ら議論し直せと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。スタイルとしても「広く薄く」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仰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のではないか。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。将来の税制のあり方として適当ではないのでは
ないか。 

（速水議員） ３点ある。１つ目は、税制は、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。２つ目には、したがって、検討に際しては、民間部門の活力をい
かに引き出すか、経済・金融のグローバル化とどう対応していくかを考えて欲しい。
さらに３つ目は、家計とか企業のリスクテイク、あるいは不動産の流通等を抑制して
いる税制は見直して、経済の活性化につながるようにしてもらいたい、という点であ
る。 

（石税制調査会会長） あるべき税制を構築してくれという首相の御下問を受けて、今後
10 年とか 20 年の単位で見たら、どこがやっても、恐らく諮問会議でもこういう税の
プランになってくると思う。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
思わない。大体 500 兆円のＧＤＰの中で、2,000 億円とか 5,000 億円、１兆円でも動
くとは思わない。これからは、少子・高齢化あるいは国際化等、いろいろな形で経済
が変わるので、その中で国民に対して不安を与えないような税体系を組むとなると、
我々の論点整理のような視点が出ざるを得ない。過去 10 年間、失われた10 年で余り
にも税を痛めつけ過ぎた。そういう意味で、私は志が高過ぎて不満があるのかなと思
っているくらいだ。国際的に見ても、過去 10 年間にこれほど景気対策のために税制
を酷使した国は多分ない。したがって、今後それを戻すとなれば、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。過去数年間でやってきたことの総決
算をこれからやるので、薄くを先行したので、当然広くをこれからやらなければいけ
ない。そういう視点が重要だ。 

（吉川議員） 石会長が仰ったように、日本の財政再建というのは大変重要な課題で、我々
もよく認識している。ただ一点反論したい。日本のＧＤＰは 500 兆円で、例えば１兆
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円だと 500 分の１で非常に小さく、大して効かないという話には賛成しない。例えば、
在庫投資は規模は小さいが、それで 500 兆円の経済が成長率等、大きく動く。税に関
しても、戦略的に重要で、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。速水総裁が言われたことと同じだが、そういう視点は重要。 

（牛尾議員） 過去 10 年間、税を安易に触り過ぎたことの深い反省は必要だが、一番顕
著なのは、取るべきところから取るという理念を忘れて、取りやすいところから取っ
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だ。そこのバランスをきちんとすることが一番大事だ。 

   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。これをもとにして、こういう考えでやりますということを見
て、それで我々の線上どおりかどうかということが判断できる。 

（塩川議員） そこはきちんとしてもらわないと、こっちも困ってしまう。 
（牛尾議員） これでは分からない。この表で我々の理念と同じなのか。個人的には非常

に近いと思うが、税制案としてどれを選んで、どうするか。アラカルト的に項目を並
べているだけで、どんな手を打つか見えない。それを見せてもらって考え方を出した
い。 

（塩川議員） どこかで決定してもらわないと。 
（石税制調査会会長） 今の段階では、整理をしただけで、具体的な形で全部集約したわ

けではない。 
（竹中議員） 冒頭申し上げたように、来週の諮問会議で税制に関しては最初の素案を出

さなければいけない。皆様方の御意見は、実は目指すところは大きく違わないと思う
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、かなり認識は違うところ
もあり、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
ろについても御判断いただくというプロセスで是非とも詰めたい。問題意識を共有し
て御協力をいただきたい。 

（小泉議長） なかなかいい議論だった。専門性と志の高さ、両方あって。 
 
○歳出及び経済活性化戦略について 
（武部臨時議員） Ａ３資料１枚目。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。 
   ２枚目は、「食」の安全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つを柱として、「食農一環」政
策を進める。総理が今国会の施政方針演説において、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、農林水産行政の改革を進めており、経済財政諮問会議
や政府全体の支援をお願いしたい。 
 個別の論点について、３枚目。農業の構造改革について、農業への株式会社の参入
に関しては、昨年３月には株式会社は１社であったが、今年の４月末には 25 社に増
加している。有限会社等を含めた農業生産法人の数は約 6,200 である。農地法に関し
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て、
今年の秋までには論点を整理したい。 
 農協の改革について、トレーサビリティシステムの導入で消費者と生産者が直接対
話できるようになる。また、野菜生産出荷安定法の改正についての国会論議、大規模
生産者と量販店との間で直接契約取引の拡がり等を考えれば、競争原理の導入により、
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
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命にあると私どもは認識している。米政策は、国主導の生産調整のあり方等について、
６月中に大まかな検討方向をまとめ、秋までに結論を得て抜本改革を実行していきた
い。 
 構造改革特区について、『「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を検討
している。４枚目で、地方自治体等の意向を聴取したところ、例えば１つ目は、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されている。 

   ５枚目で、農水産業と食品関連産業は一体として食料産業として確立しており、こ
れ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
の「食料産業」を消費ニーズに応えたものとするために、リスクコミュニケーション、
食育運動等を行っていき、また、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いきたい。 
 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。スー
パー等に並んでいる牛肉、野菜等がいつ、どこで、どのように生産・流通されたかな
ど、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ある。これにより、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、大きな流通革命が起こると考えている。また、経済波及
効果や雇用の創出も見込まれている。さらに、消費者の評価を受けて我が国の農水産
物の優位性を生かす戦略を産地ごとに策定し、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、こうした農水産物の供給体制を確立した
い。 
 ７枚目は、バイオマス・ニッポン戦略の資料。これまでの化石資源を燃焼する、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
である。都市と農山漁村の交流を進める中で複合的、総合的なバイオマス産業コンプ
レックスを実現したい。 
 ８枚目は、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。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、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いる。 
 15 年度予算編成について申し上げたい。「食」と「農」の再生のための施策に積極
果敢に取り組んでいくが、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、経済活性化
戦略においても、重点的に位置付けるようにお願いしたい。 
最後に、私の思いを一言申し上げたい。 

 農林水産行政の抜本的な改革に向け全力で取り組んでいるが、このような改革の向
こうに何があるのか、あえて問いたい。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るし、
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欲求がある
と思う。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」というふうに表現したい。 
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 ロンドン近郊のコッツウォールズ地方を視察した際、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状況
を見て、日本でも同様な状況があり得るだろうと思った。交通インフラ、情報インフ
ラ等を整備し、先程述べたバイオマス戦略の実現のためのバイオマス産業も、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思う。小泉ルネッサンス構想として、是非総理のイニ
シアチブにより、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。 

（吉川議員） お手元の「食料産業の構造改革について」を説明したい。食べ物には毎日
お世話になっているので食料産業は大変重要な産業だ。しかし、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る。 

   その上で、２番目ですが、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
戦略として、１つは、従来どうしても生産者中心の行政だったものを消費者の方に軸
足を移して、そこを起点にした行政に転換する必要がある。 

   それから、企業的な農業経営の展開による産業としての農業を再構築するという視
点が大切。 
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ものを意欲あ

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。選択と集中が必要。 
 次に、これは最近大変関心を呼んでいるが、我々安全で安心な食品というのを当然
求める。この点は大変大切なことであり「ブランド・ニッポンの農産物・食品」の確
立を図る。また武部大臣からも話があったが、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。 

   ２ページ目の「３.」からは、基本的な戦略に沿った具体的な対応。 
 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いるが、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。また、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考
えている。 
 それから農業の補助政策における選択と集中。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。また、これも昨年からの引き続いての事項だが、
ハードからソフトへの一層の促進を図る必要がある。 
 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、特区
を是非とも積極的に活用して欲しい。 
 ４番目の食の安全・安心体制の確立について、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、バイオマス戦略の推進。最後の６番目は、構造改革に向けた時間軸を明
確にし、国民の前に明らかにしていくことが必要だ。以上です。 

（遠山臨時議員） 経済活性化戦略の中で人間力、技術力については文部科学省は重要な
役割を担っており、今日は人間力戦略に焦点を当ててお話したい。 

   教育は未来への先行投資であり、小泉内閣の米百俵の精神に基づく。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。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」を進めていく必要がある。特に初等中等
教育は国力の源泉で、「個性ある学校教育」について幾つか提案している。その中身
は次のページで、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。昨年来、
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「学校が良くなる、教育が変わる」と一大戦略を立てて進めている。特に今年から新
しい学習指導要領に基づいた学校教育が展開されている。 
 一番大事なのが「『確かな学力』の育成」。基礎、基本をしっかり身につけさせた上
で、自分で考え、判断し、行動する力をつけることで、これまでのフラットな、結果
において平等という教育ではなくて、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。伸びる子はどんどん伸ばしていく。 
それを徹底するために、方策として習熟度別少人数指導を徹底し、これによって

20 人程度のグループを実現させ、主たる教科については、少人数の子どもたちを相
手にしっかりと習熟度別に教育をしていく。伸びる子はどんどん伸ばすのと同時に、
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ことを可能にし
ていく。それを実現するため教職員定数改善を実施している。これは５年間で２万
6,900 人の定数増だが、これを実施することで少人数指導が徹底し、子どもたちがそ
れぞれ自分の達成度を実感でき、これまでになかったきめ細かな充実した教育ができ
る。 

   それをさらに実質化するために、総理のイニシアチブで、社会人を活用して「学校
いきいきプラン」を始めている。豊かな経験と知見を持っている社会人が学校に入り、
その能力を十分発揮して、これまでの学校教育に活力を与える。３年間で５万人を目
標としている。 

   理科離れなどが心配されているが、これに関しては、「スーパー・サイエンス・ハ
イスクール」を 100 校是非とも達成したい。平成 14 年度は 26 校指定したが、大変要
望が強い。これは、地域にある大学の先生が来て高校生に教える、また子どもたちに
実験をやらせたり様々な工夫をすることで理科や数学に対する興味を持たせる。 

   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
とになっている。これまで座学中心であった勉強のあり方を、地域社会に出て行って
自然の中に溶け込んだり、あるいは地域の行事に参加させたり伝統文化に親しんだり
して、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をしたり、あるいは職業人の働きぶりとか
を実感させることで、学ぶことにはこういう手応えがあるということを自覚させる。
これにより大変画期的な学力がつくと思う。確かな学力の推進のための条件整備をす
ることによって、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
思っている。 

    そのほかにも、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、横文字をお許しいただきたい。 

（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） 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考え

ており、今大作戦を練っている。日本人に国語力と同時に英語力を身につけさせ、本
当のツールとしての英語を使いこなせる子どもたちを育てる。また、プロの教師を育
成するため、今、教職経験 10 年を経過した教員の研修義務化の法律を出しており、
近々成立すると思う。それから、指導力のない教師は教壇に立たせない。これについ
ては昨年法改正した。学校の校舎も耐震・老朽化対策をどんどん進めなくてはいけな
い。全国の公立小中学校校舎の 43％は耐震性に問題があり、できるだけ早い機会に
対策を練らねばならない。 

    「学校運営」については、カリキュラム編成をかなり自由にして、創意工夫をして
もらう。それらを通じ、学力の向上を図り、学力低下を決して起こさせないだけでな
く、本当に自分の力を発揮できる子どもたちを育てていく。これはまさに人間力戦略。 
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同時に「豊かな心の育成」にも目を配っており、「心のノート」を今年度から全て
の児童生徒に配ったところ。それを通じて家庭の教育力も向上させたい。 

   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で、ナショナル・ミニマム
として、どこにいても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国とし
て確保していく。実はアメリカでも英国でも、日本のやり方に大変注目しており、日
本が 20 世紀の後半に成功した原動力は教育の仕組みであるとして、ナショナル・カ
リキュラム、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
っている。中国、韓国も日本のやり方を取り入れており、日本は今や追いつき、追い
越される立場になっている。是非ともしっかりやっていきたい。 

   以上、一言で言えば、本当に力を持つ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育てていこうというのが、今の私どもの取り組んでいる人間力
戦略、基礎づくり戦略だ。 

（狩野厚生労働副大臣） 経済活性化戦略に対し、厚生労働省の考え方のポイントを御説
明する。 
現下の雇用失業情勢は非常に厳しく、その打開のためには、まず経済の改善が必要

だ。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。特に民間議員の方々提案の「人間力」という視点からの検討が必要だ。 
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、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。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。 
今後は人材面での強みを維持する一方、個々人の知恵と能力を引き出す仕組みづく

りが必要。従来の組織中心の集団的なシステムの下での働き方では、国民の自己実現
を図れないばかりか、激しい経済社会の変化への対応が困難であり、今後は個人の主
体性尊重の下で、人間力を育てる新たな人材活性化戦略が不可欠と考える。  
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。 
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。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。 
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、多様な働き方を活かす社会・雇用システムを構築する。 
 特に、資料３ページに「個人の自発的な能力開発の推進」とあるが、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る。従来から低利の公的貸付制度が存
在しているが、本人の自己啓発のためにほとんど利用されていないのが実態だ。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いる。従って、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。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恐れもある。 

   「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が、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
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ことが重要と考えており、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。そのほか、民間議員から御提案の生涯現役、社会
を支える労働法制に関しても、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。 

   そのほか、経済活性化戦略に関連して、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
定を行いたい。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る。 
さらに、経済活性化という点で、大きな効果がある試験研究税制の強化について是

非とも実施すべき。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、事後の監視のみ
では不十分で、事前の規制も必要だ。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等に留意していく必要がある。 

（吉川議員） 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、総理からも御発言があったかと思う。今お二人の大臣、副大臣からお話のあ
った教育と労働は人間力という言葉から当然出てくる切り口だと思うが、私は、健康
寿命の増進ということも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う。健康寿命は、高齢者本人にとって、あるいは家族にとって大
切なのは当然だが、社会的にも非常に大きなインパクトがある。医療費あるいは年金
の給付開始、その他大きなインパクトがある。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。具体的には、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
と思う。また当然、医療もそこに深くかかわる。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高く掲げたが、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。是非とも厚生労働大臣にお考えいただきたい。 

（平沼議員） 武部大臣の報告は意欲的であり、感銘を受けた。特に２点。１つはバイオ
産業。経済産業省も非常に問題意識を持っており、連携してやっていきたい。２つ目
に特区。これは非常にいいアイデア。いろんな省にまたがって連携しなければならな
い。是非進めていきたい。 

（奥田議員） 遠山大臣から人間力について説明があったが、知的に豊かな人間というの
は、資料にあるように「豊かな心の育成」が非常に大事だ。これまで、受験勉強を偏
重し、いわゆる偏差値教育の秀才が社会の中で重用されてきた。やはり、学力と同時
に、人生の偏差値も子供の頃から育て上げるバランスのとれた人間教育が必要だ。 

（小泉議長） 全人教育ね。 
（奥田議員） それが大事だと思う。その意味で、「豊かな心の育成」はもう少し突っ込

んでやっていただきたい。 
（片山議員） 武部大臣のお話を聞かせていただいたが、構造改革特区を作るのなら、や

りたいと手を上げたところは全部認めてはどうか。２つとか、３つとかではなく全部
やらせる。それと農地法、農振法は一遍考え直した方がいい。地方ではこれが土地利
用のネックになっており、特区をいっぱい作ったらいい。例外的な特区でなく、一般
になるように。農地転用許可は市町村にやってもらったほうがいい。 
 それから、教育におけるナショナル・ミニマムは段々古くなっているのではないか。
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教育に、もっと地方の自主性を与えたらいい。 
（遠山臨時議員） 今はそういう方針。カリキュラムも多様なものが作れるし、学級編成

も標準を中心にしながら弾力的に組ませている。 
（片山議員） みんなの合意で、５日制もやりたいところと、やりたくないところと自由

にやらせたらいいではないか。 
（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、かなり自由になっている。 
（片山議員） 教育のカリキュラムも、あまり書く必要はない。 
（遠山臨時議員） 是非学習指導要領をお読みいただきたい。非常に大綱的なものとなっ

ている。 
（片山議員） あまり文部科学省は出てこない方がいい。 
（小泉議長） 人間力については、文部科学省も農水省も大事。人間で一番大事なのは健

康。食事と運動と休養、健康３原則と言っているが、最近の子供達の食事を見ると空
恐ろしい。買い食いさせる。家庭の問題。学校から健康づくりが必要。医療費にも関
係してくる。長野県の例を見ると、長生きして活動してピンピンコロリと言っている
ようだが。厚生労働省だけの問題じゃない。いかに食事と運動と休養が大事かという
こと。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いけない。 
また、トレーサビリティなんていうのは、わかりっこない。わかるかどうか考えて

使わないといけない。 
（武部臨時議員） 訳は大変なんです。だんだん一般化してくると思います。 

 最後に一言で申し上げると、農林水産省は農林水産業の生産振興から生物資源の持
続的活用へ農林水産業の役割を変えていく。それから、スローフードが重要。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。ゆっくり噛んで食べよう、味わっ
て食べようということ。また、遠山大臣に申し上げたい。知育、徳育、体育にもう一
つ食育とある。体育と食育は車の両輪。是非バックアップをお願いしたい。 

（遠山臨時議員） 奥田議員から指摘のあった「心の教育」は非常に大事。現在、２つの
柱で「確かな学力」の育成と「豊かな心」の教育を進めている。そのため、「心のノ
ート」というのを配っている。道徳教育のあり方も現在考えている。例えば、本物の
芸術に触れさせることでも、随分豊かな心を養える。朝の読書時間を 10 分とらせる
と、子供たちは５分前からシーンと待っているそうだ。学校教育のあり方は変わって
きたと思うが、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。 

   それから、国の果たすべき役割。文部科学省では従来から教育の地方分権に積極的
に取り組んできており、いわば、内容水準の確保と教育条件の整備に力を入れている。
アメリカ、イギリス、それらの国では地方に任せている部分が大きいが、学力低下が
大きな問題となっており、ナショナル・ミニマムとしての教育は、国でしっかりやる
必要があるという方向に来ている。弾力化すべきものと、そうでもないものをきちっ
と分け、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う。 

（坂口臨時議員） 人間力について、健康で長生きできるかということが重要であり、そ
の結果、平均寿命も延びるが、それはいいのだろうと思う。ただ、その際、雇用問題
が一番大きい問題になってくると思う。 

 
○社会保障制度について 
（坂口臨時議員） 私の方から社会保障全体について、一言だけ申し上げたい。 
   今まで社会保障の問題を言うときに、やはり一番大きな問題は少子・高齢社会と言

ってきた。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
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かなり置かれてきたが、だんだんと合計特殊出生率は下がっていき、低位で見ると将
来的には 1.1 となる。今まで常に低位の方に低位の方に来ているので、このまま進む
と 1.1 になってしまい、大変なことだ。現在の状況は、いわゆる高齢化の影響が出て
いるが、少子化の影響というのは、例えば、小児科の先生や産科の先生が急に少なく
なって困るということは、まだそんなに大きくは出ていない。これが 15 年なり 20 年
先になると、経済にも非常に大きな影響を与えるだろう。大変息の長い問題なので、
今からこの問題に手を打っておかなければならない。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頂戴した。今まで厚生労働省の中だけでやっ
てきたけれども、やはり、各省庁にお願いして、総合的な対策を確立していきたい。 

   次に、少子化が続くと一番大きい影響を受けるのは年金。再来年は改正を行わなけ
ればならないので、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。そうすると、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いる。いわゆる、基礎年金の国庫負担割合を３分の１から２分
の１へというのも、各政党間で合意をした話であるから、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。 

   その他の問題もあるが、社会保障の面においては、少子化と、併せて年金が最大の
課題になるので、全力を挙げてこれに取り組んでいきたい。 

（塩川議員） 社会保障の問題について、私自身の考えを聞いていただきたい。 
   まず年金について。これは 15 年度には物価スライド制を適用してもらわないとい

けないと思う。相当な世論等も出ているので、是非お願いしたい。同時に、平成 16
年度以降の年金財政再計算のときに持続的可能な年金制度にしようということにな
ると、２分の１負担はどうしても大きい負担であり、根本的に考えてもらわないとや
っていけない。実施するとしたら、２兆 5,000 億円の増税が必要だが非常に困難。16
年度以降２分の１にすることを固定観念とされれば、財政を組むことは困難。 

   基礎年金の負担をどのように上げていくかは一番の問題点だ。是非、経済財政諮問
会議で基本的な考え方だけ決めてもらいたい。 

   次に医療の問題だが、今度の健康保険法等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政策を盛り込んでいきたい。相当な抵抗も出てく
るだろうが、健康保険を維持するためには、苦いことでもやらざるを得ない。 

   雇用保険も、物価とかいろいろな社会的情勢等を見て、現行の給付水準の見直し、
それから、支援する必要のない者、例えば定年退職者や結婚退職者に対する給付の大
幅削減は了承していただきたい。 

   それから、派遣業の派遣先が非常に規制されており、国家資格のあるようなものは
全部だめ。今人手不足で派遣してくれという要望があるので、この制限を条件づけで
緩和してもらったらいい。そうすると労働市場が非常に開け、雇用拡大につながる。 

   介護と保育はコストを一回見直して欲しい。私自身、家族の中で介護が出て、えら
い矛盾を感じている。保育も公立保育園と民間の認可保育園、無認可で地方単独の認
証保育園と３つあるが、ものすごい格差がある。この格差を放っていけば社会的不公
平を生むので、是非厚生労働省の方で見てもらわなければいけない。 

（本間議員） 民間議員から、特に年金制度の改革について話をさせていただきたい。年
金制度に対して、国民が非常に今不安感を持っていることは、間違いない。その理由
は、１つは、財政再計算を繰り返すたびに少子化の影響が出て、保険料、財政負担が
非常に上がっていくことを繰り返しインフォームされるので、信頼性を非常に損なっ
ている。もう一つ、財源が大変、年金はもたないと言いながら、決められたことが守
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られていない。例えば物価調整は決まっているにもかかわらず、その時々の状勢によ
って変更される。あるいは保険料の引き上げも、差し止められる。さらには、微妙な
問題であるが、国庫負担の３分の１から２分の１への引き上げも、附則でありながら、
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。今後こういう悪循環が財政再計算のたびに繰り
返されると、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
なる。まず受益と負担を国民負担率の関係の中で、国民経済的に吸収できるか、きち
んと情報を与えていく必要があるし、世代間の不公平についても、きちんと精査をし
ていく必要があるのではないか。 

   ２番目は長期的な年金制度の維持と経済的な諸要因の変化をどう整合的に扱って
いくかが非常に重要。これからは、経済状況が変化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。諸外国においてもそのような動きが出てきている。 

   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
プールしている。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
持つことが考えられている。そのことが、妥当性を有するか、検討をしていく必要が
ある。 

   今月 13 日に福田官房長官から御提出いただいた「ライフスタイルの選択と税制・
社会保障制度・雇用」にもあるように、男女共同参画の考え方に基づくと、パート労
働者の年金適用、第３号被保険者制度の見直しは、配偶者控除等の問題と併せて検討
するテーマだと思う。 

   吉川議員から健康寿命の問題が出た。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、検討をすべき。所得税の公的年金等控除も、きちんと見直していくべき。 

   何よりも年金制度が個人にとって非常にわかりにくい。どこまで年金制度に頼って
いいかが非常にわかりにくい。各国にも年に一度は年金情報を定期的に国民に与える
仕組みもある。厚生労働省も御配慮いただき、ＩＴ時代であり、是非前向きにこれを
進めていただきたい。その流れの中で、社会保険の実務的な非効率さについても是非
御高配をいただきたい。 

   今の制度では、給付の問題が年金世代に入るとほとんど遡及できない。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亡くなった方の私有財産から社会保障
に返還するデスデューティ（死の義務）というような形でやっているケースもある。
社会連帯の観点から一考に値するのではないか。今後、平成 16 年の改正までわずか
１年半しかない。厚生労働省の関係審議会が精力的に御議論していただくと同時に、
経済財政諮問会議においても、塩川大臣から話があっ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ことが必要だ。 

（片山議員） 少子化が進むと、労働力が不足する。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。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ってはどうか。年寄りとは今の 65 歳ではなく、75
歳。定年は 65 歳までにして、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。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、福岡県が一番就労率が低いから一番医療費が高い。年金、医療費の抑制のため
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には、健全な高齢化社会を御検討いただきたい。 
（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いたい。年

金の問題は、塩川大臣からもいろいろ出たが、物価スライドや基礎年金という小さな
話は後の話。先ほど本間議員からも話が出たが、社会保障の中では年金が一番中心。
年金があるということが一つの安心になっている。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。他のことは少々厳しくしても、年金だけはちゃんとしていかなければ
ならない。年齢は少々遅れても、働いている間はなくてもいい。年金をどうするかと
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。ここを決めてから細かな問題は話をしてもらいたい。 

（塩川議員） 永久に年金制度を維持させるためにどうするか考えなければいけない。何
も削ってつぶしてしまおうと言っているのではない。年金制度があるから国の安定が
ある。それを持続的に可能なものにしておくにはどうするか。例えば、過去における
ミスが重なり、しわ寄せが来たので、この際国民が納得するように、給付と負担をし
っかりと議論してもらいたい。 

（坂口臨時議員） 基本的なことは、私もそう思う。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をしっかり御議論いただき、そこを決めなければ、他の問題は
なかなか決まってこない。そこをどう決めるかによって、経済も何も全部影響する。
そこまで踏み込んでやるか、それとも、今の年金を部分的にどうするかということに
とどめるかだ。 

（竹中議員） ありがとうございます。まさに公的な保険制度を、この社会の中でどう位
置付けるか。大きくするのか、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。そこから議論すべきということだ。 

 
○全体のとりまとめについて 
（竹中議員） お手元に「６月の基本方針のとりまとめ」として目次案を提示している。

次回以降とりまとめのパーツを少しずつ出していくことにしたい。 
（片山議員） 書き方に問題がある。例えば、「地方税財源」は地方税だけではだめだ。

税全体のこと。 
（竹中議員） そこは御相談しながら。 

最後に、総理お願いします。 
（小泉議長） いい議論をありがとう。税制改革に始まり、武部大臣、遠山大臣、坂口大

臣からあった指摘、説明は全部大事です。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していただきたい。いかに実現していくかです。 

（竹中議員） 特に特区の実現の仕組み等々、総理の御指示に従って御相談をさせていた
だきたいと思います。 
ありがとうございました。 

                                   （以 上） 
 


