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（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)制度・政策改革集中審議について 

(2)その他 

3．閉会 

（改革案） 

○扇臨時議員提出資料 

○坂口臨時議員提出資料 

（配布資料） 

○参考資料（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介
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（竹中議員） それでは、ただいまから今年24回目の経済財政諮問会議を開催させて

いただきます。本日はありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） 本日は、昨日に続きまして「制度・政策改革の集中審議」でございま

す。本日は、扇大臣と坂口大臣にお願いを申し上げております。また、昨日に引

き続きまして、石原大臣に臨時議員として御参加をいただいております。 

議事録の扱いは従来どおりとさせていただきます。 

時間が大変制約されておりまして恐縮なんですが、扇大臣、20分ということで、

ひとつ御説明の方をよろしくお願い申し上げます。 

○制度・政策改革集中審議について（扇大臣）

（扇臨時議員） 国土交通省としての基本的なあり方、また15年度に向けてのあらゆ

る政策と財政的なもの、それから各省同じですけれども、国土交通省になって２

年目に入りました。一番 初１年間は４省庁統合でございますから、何としても

統合の壁を除くということに一点集中して、全精力を挙げて４省庁の壁を除くと

いうことに努力したつもりでございますけれども、２年目に入って、その努力を

実にして、どう実効を上げるかということが、我々の15年度に対しての２度目の

予算編成等々で大きな目玉だと思います。 

まず私がお手元に示しております絵柄で、うちは大きいものを作っております

けれども、分かりやすいようにしてございます。これをめくっていただきまして、

一番大事なことは、21世紀に入って、20世紀の我々国の方針としておりました「均

衡ある国土の発展」、そういうことを私たちは目指して一生懸命やってまいりま

した。けれども、ある地域においては、国におんぶに抱っこという言い方は大変

不遜ですけれども、やはり国が「均衡ある国土の発展」ということで、荒廃しま

したあの戦後から経済への発展を図るために、国が定めました全国一律の基準で

社会資本整備を底上げしてきた。地方がそれを実施すると、そういうことに関し

てはやはり各種事業がある程度一定の形にはまりがちであった。自らの努力と自

らの個性を発揮できなかったということで、「均衡ある国土の発展」から21世紀

は「個性ある地域の発展」への転換をしていくと、これが国土交通省の大きな転

換の目玉でございますので、是非その点は第１ページの 初の「均衡ある国土の

発展」から「個性ある地域の発展」へという、大きな変換というものを是非頭に

置いていただいて、あとは、もうそれぞれ書いてあることは、１ページ、皆さん

もう既にお聞きの点も多々あろうと思いますので、見ていただいたら分かります

けれども、時間の関係上、細部にわたらせていただきたいと思います。 

まず２枚目、２ページ目を見ていただきますと、今申しました、なぜ「個性あ

る地域への発展」へ行ったかということが全部、①、②、③で書いてございます。

一律の画一的な規格・基準というものを①はやめるということでございます。地

方の個性によって、ローカルのルールで、ローカルの個性を生かしていくという

こと。２番目は、官主導の計画決定をこれからは住民参加型に変えていく。そし
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て３番目、事業の決定を国、地方が個々に実施をするということで、これは全国、

私回りまして、全国の知事さん、県単位ではない、ブロック単位でものを考える

ということを指導して、その路線も引いてまいりました。一番下の４番目、「『広

域ブロック』を重視し」と書いてございますけれども、そのような路線が既にで

きておりますので、それを図っていきたいと思っております。 

その次のページをめくっていただきまして３ページ、ローカルルールはどうい

うふうにしていくかというイメージでございますので、これは見ていただいたら

分かりますので、説明を省きます。 

その次でございます。４ページですけれども、我々の暮らし、国土交通省は旧

建設省、旧運輸省で10本の長期計画を作っておりました。たまたまそのうちの８

本が14年度で切れることになりました。これは大変幸いだったと思いますけれど

も、10本の８本が14年度で切れるものですから、この長期計画はどうするか。私

が今まで見ておりまして、長期計画は旧大蔵省に予算を均一的にとるという、そ

の手法に使われ過ぎていたのではないか。そうではなくて、今度は国土交通省に

なったんですから、旧建設、旧運輸の壁を乗り越えて、これを一本にして一体的

な時期も、コストダウンも、それから成果もこの三位一体になって作るにはどう

すべきかということで、申し訳ないんですけれども、この「治水」と書いてあり

ます一番上は、15年度が期限切れでございます。これを一緒にして14年度、15年

度、ですから、要するに10本のうちの９本までを全部見直すと。旧建設、旧運輸

でやったものはすべて見直してということで、役所は連日徹夜で、私、誰か倒れ

たら怒られると思ったんですけれども、頑張ってくれて一本にいたしました。あ

る新聞等々ではおもしろがられて、一本にしていることは表向きで、本当は中で

別々だろうなんて書いているのもいますけれども、大変な労力をみんなしてくれ

ました。そしてその中でただ１つだけ皆さん方に申し上げたいと思いますことは、

この中の「道路整備」という項がございます。これは14年度で切れるんですけれ

ども、後で論議されますけれども、道路特定財源というものを論議されて、昨年、

小泉総理から道路特定財源を一般財源化するぞということで、既に重量税に関し

ては一般財源化し、鉄道にも作り、そしてボトルネック、これも全部一般道路特

定財源は、私は道路関係特定財源と言いたいくらい幅を広げておりますので、こ

れは金額が入りますので、別途、この道路特定財源の道路の整備に関しては、こ

れは別に金額を入れなければいけない。あとは９本とも全部金額を入れないと思

ったんですけれども、これは道路特定財源上、金額を入れなければいけないとい

うふうに言われておりますので、ある程度これはやむを得ないと思いますけれど

も、それも今言ったように、鉄道と道路と都市計画と一本にするという意味で道

路特定財源も本来は金額を決めたくないというのが私の趣旨なんです。そういう

意味でこれは全部金額を決めないで、なおかつ、今ここにいらっしゃらないから

申し訳ないんですけれども、海岸の事業の７年計画、これも農水省との共管でご

ざいます。それから今申しました来年の15年度で切れる治水事業の７年計画とい

うのも、これは農水省と根拠法が共管でございます。そして、特定財源の中の「交
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通安全施設」と書いてございますのが下から４番目にございます。これは国家公

安委員会との共管でございますけれども、各省庁との連携のあるものまで金額を

入れないで一本にさせていただいて、今、農林水産省も御協力をいただいている

事態でございますので、この長期計画というものはかつてないことでございます。

今までの建設・運輸では考えられなかったことということだけは御認識いただい

て、いわゆる21世紀型の長期計画であるというふうに見直した訳でございます。

それから事業分野の計画から、これは重点化と集中化するために一本化したんだ

というふうに大きく転換したことを御確認、御認識、賜りたいと思います。 

それから続きまして５ページですけれども、５ページに関しましては、今まで

各地方によっては、空港が欲しい、高速道路が欲しい、新幹線が欲しい、一般道

路もして欲しい、あらゆる要望が地方から出てまいります。でも、すべてを満た

すことはできません。けれども、御存じのとおり、この地図を見ていただいたら

成田から東京まで、今までこれは１時間近くかかっておりました。成田から都心

まで１時間でございます。そして成田から羽田まで行くには乗り継ぐだけで２時

間かかってしまっておりました。それを今回は全部、成田から都心までを30分台、

正式にはかると36分ですけれども、36分で成田の新高速鉄道と一本で、北総線と

京成から今度は都営浅草線で羽田まで参ります。ですから、成田と都心までが30

分台、正式に36分、そして成田と羽田間は今までは２時間かかっていたものが浅

草線に乗り入れて１時間で行けるようになる。これは乗り換えしません。１本の

電車で全部行けるようになるということ、これは本来は25年前にしておいていた

だきたかったと、私は改めて一般の皆さんも感じていらっしゃることだろうと思

います。 

それから６ページ。国庫補助金の問題に関しましては、今までの長期計画も一

本になりましたので、補助金に関しては地方自治体と一体になるもので、交付税、

あるいは税源の移譲を含む税配分のあり方というのは今後大きな課題になってま

いりますので、特定財源の税率ということもございますけれども、これは改めて

申し上げたいと思いますし、特定財源と補助金がどうリンクするのかということ

もございます。時間がないから後で見ていただいたら分かると思います。 

それから続きまして７ページ。コストの構造改革でございます。コストの構造

改革というのは、見ていただいたら分かりますけれども、本当にあっと言う間に、

構造改革というものがコストを縮減するということに関しては実行できておりま

す。我が国の高コストというものは、「見直しのポイント」と書いてございます

けれども、その件に関しては、あらゆる面で今取り組んでおります。電子入札も

もちろんそうでございますけれども、あらゆる点でコストの縮減を図るというの

は当然のことでございますので、次に飛ばしていきます。コスト改革は事業のス

ピードアップというのは、当然のことですから省きます。 

それから８ページ。これは今まで私も随分申し上げたんですけれども、国土庁

の時代に地籍調査というものを国土庁長官を承ったときから言っておりますが、

なかなかこれが実現いたしません。なぜ実現しないか。それは考えられないこと
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ですけれども、戦後今日まで、全国の3,246 市町村の中で799 の市町村では全く

調査していないんですね。なぜかといいますと、これを調査することによって出

てこないんです。ここを線引きますから出てきてくださいと言ったら、民間の人

たちが出てきてくれない。自分にプラスになるのは出ていくけれども、そんな線

引きするのなら出ていかないよといって、モノを新しく建てるとか、自分の家を

建てるというと、お隣の境界線で初めて出てくるんですけれども、一般の市町村

の地籍をするといったら出てきてくださらない。この進捗状態18％という、都市

部は特に大阪も東京も情けないことになっているというのは、いつか塩川大臣に

も申し上げたと思いますけれども、これをはっきりしないと公共事業なんてでき

ないんです。公共用地の取得にも弊害があるんです。ですから、何としてもこれ

をしたいということで、一番下に書いてありますように、公共事業の実施と密接

に連携しておりますので、この進捗により、事業のスピードアップ、コスト縮減

を図る上にも、これは是非必要であるということでございますので、何としても、

この地籍調査というのをしていきたいと。そして、この地籍調査が進んでいない

地方には、申し訳ないけど、公共事業を実施しない、あるいは、この公共事業の

構想がある地域からは先行的に地籍調査をしていただくという、それくらいの強

制力を持たなければ、私は今まで運輸・建設省とばらばらとなって公共事業をや

ってきた弊害がこういうところにも出ていると思いますので、この世界に恥ずか

しいような地籍調査というものは何としても達成していきたいということを考え

ております。 

次は９ページでございます。これはコストの構造改革で、先ほどもコストダウ

ンというところで電子入札ということを言いました。電子入札は少なくとも１億

円以上ということを言っておりますけれども、国土交通省は電子入札ということ

は、私が一昨年暮れに公共工事の入札と契約の適正化法を通したときから、電子

入札を既に13年度から導入しております。そして、今現在は16年と言っておりま

したけれども、平成15年ということで計画を１年前倒しにして、約４万件の国土

交通省の入札はすべて15年度に電子入札をするつもりでございます。一番下に書

いてございます、これで約2,000 から3,000 億円のコスト縮減が行われるという

ことでございます。 

それから10ページを見ていただきたいと思います。大規模プロジェクトの見直

しでございますけれども、あらゆる面で再評価するということ、評価制度、これ

も国土交通省が事前評価、再評価、事後評価、この評価制度を一番 初に取り入

れて、閣議で国土交通省の評価制度の評価を、各大臣に失礼ですけれども、お渡

ししたということで、評価制度は一番 初に導入して既に我々は実行しておりま

すので、この第三者からなる事業評価制度によって、8,500件を超える事業につい

て再評価を実施し、平成10年度から229事業について中止しております。これによ

って約３兆4,000 億円の事業資産を節約したということになりまして、これを見

直ししました。３兆4,000 億円見直ししたということになります。 

それから次の11ページですけれども、観光を21世紀のリーディング産業であり、

 5




平成 14 年第 24 回 議事録 

我が国の経済を強力に牽引していきたいということを申し上げております。これ

を見ていただいたら分かりますように、観光というものは、まずそのためにも空

港、国際的にお客を受け入れる空港整備がまだまだ未整備で、国際空港と看板を

つけるのは恥ずかしいと私は言い続けたとおりでございます。25年経ってやっと

成田が暫定滑走路では、誠に遺憾千万であると考えております。 

次12ページ、ＥＴＣでございます。ＥＴＣに関しましては、御存じのとおり、

付けていただいている方もいらっしゃると思いますけれども、まだまだＥＴＣが

できていないところもたくさんございます。これも完全にＥＴＣを実施していき

たいと考えております。ＥＴＣの実施に関しましては、あらゆる面で皆さん方の

世話になっておりますけれども、ＥＴＣが完全にでき上がるという理想を我々は

考えております。今、高速道路をお入りになったら、「もぎり」でおじさんが切

符をとってくれています。これを全国の道路公団の高速道路で引き受けている子

会社が25社ございます。25社が分割して「もぎり」の仕事をしております。従業

員は117名の道路公団のＯＢが天下って取締役をしております。25社です。そして

何と驚くなかれ、この12年度だけでも道路公団がこの25社及び関連会社に対して

「もぎり」の費用を払っているお金が875億です。875億かけて我々は「もぎり」

の人にしてもらっているんです。こんな情けないこと、ＥＴＣにしたら全部要ら

なくなるんです。１年間875億を持ったら全国ＥＴＣにできるんです。そして人も

要らないし、インターチェンジのジャンクションがあんなラッパみたいなものが

要らなくてストレートでいいんです。これも道路が安くできるんです。こういう

情けないというか、そしてＥＴＣは今の機械だけではなくて、ガソリンスタンド

とかいろんなところで全部使えるように、あの機械で広範囲な活用をしたいと思

っておりますので、この875億を「もぎり」の25社及び関連会社に渡していること

を思えば、全国一日も早くＥＴＣにしたいと思っています。 

次は13ページ、ＩＣ化。これはワールドカップサッカーのときにＩＣカードプ

ロジェクトを実施いたしまして、ウォンと円を初めてこれを使いました。そのと

きにいかに便利であるかということで、これは御存じのとおり、皆さん方は余り

お乗りになったことがないかも分かりませんけれども、ＪＲと私鉄と乗り入れて

いるときに改札が右と左、右がＪＲ、左が私鉄、これを乗り換えるときに同じ機

械じゃないから通れないんです。例えば品川、私鉄を降りてＪＲに乗り換えよう

と思ったら、一遍外へ出ていかないとＪＲの機械に通らないという、誠に民間と

ＪＲとの機械の誤差というものを私は実感しておりますので、今はそれを訂正し

つつありますけれども、民間とＪＲが共通のカードで乗り降りできるようにとい

うことも、それも含めてＩＣカードというものの適用範囲を広げていきたいと思

っております。 

   14ページの光ファイバーは、ずっと言い続けておりますので、余り時間をとり

たくないと思っておりますけれども、光ファイバーは少なくとも国土交通省がこ

れだけしておりますけれども、ラスト１マイルというのが遅れていますので、こ

れも民間にすべて開放しておりますので、防災情報を集約し、光ファイバーネッ
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トワークからワンストップで入手できる体制を構築していきたいと思っておりま

す。 

   15ページに移ります。官庁の営繕統一化、これは私が既に申し上げております

けれども、官庁の営繕化の一元化というものをしたいということで、大変多くの

皆さん方に努力していただいています。何と驚くなかれ、これもびっくりいたし

ました。各省庁に営繕があります。各省庁の営繕の建築工事の共通仕様書、学校

を建てるときにはこうしなければいけませんよという仕様書が各省全部あります。

文部科学省の学校、後からいらっしゃる厚生労働省、病院を建てるときにはこう

いうと。この仕様書というのが各省庁間で780箇所の不統一があるんです。これで

はＰＦＩで民間が入ろうと思ったって、とてもじゃないけれども、どっち向いて

仕事をしていいんだかわからないんです。これを私は一本化しようと思っており

ます。そしてなおかつ、国土交通省の仕様書にするのではなくて、民間の仕様書

に一本化したいと思っております。そうするとＰＦＩのスピードがうんと早くな

りますし、これによってＰＦＩの推進の弾みがつくということで、この780 項目

という情けない仕様書を改善していって一本化したいと、この官庁営繕事務の統

一化というのが一番頭に書いてあることでございますので、これは是非皆さんの

お力で御協力を賜りたいと思います。 

   16ページでございます。国際拠点空港。言わずもがなでございまして、私が財

務大臣と昨年の予算の時に、２期工事に関しては15年度予算編成までに結論を得

るということでお互いに申し渡し、お互いに確認書を署名いたしました。関空が

去年の９．11以来使用の回数が減っております。そして2007年度13万回の離発着

が16万回になると予想しておりましたけれども、これが2007年度に至っても13万

回でとどまるのではないかと。この落ち込み数が言われておりまして、２期工事

は必要でないのではないかという議論がございます。けれども、「ローマは一日

にしてならず」と同じように、今の観光とか、あるいは国際化ということに関し

ては、２期工事を仕上げておかなければ、国際という看板は成田の二の舞はした

くない。25年の暫定ではなくて、関空の２期工事を仕上げて、これが１本増える

ことによって10万回増えます。もしそれになれば、考え方によっては関空の13万

回でとどまったときには、２期工事ができ上がって10万回増えたものは、伊丹空

港が今10万回です。国際線と国内線の乗換えに伊丹から関空を作るときに、伊丹

は出ていけと言ったんです。それを関空ができて、伊丹は出ていくよといったら、

今度はいてくれと、こういうことになったんです。ですから、私はもし２期工事

ができ上がったときに、国際線の需要の伸びが少ないときには、何らかの形で２

期工事ができたところで、国際線と国内線が目の前で乗り換えができたら、こん

な有り難いことはない。なおかつ、伊丹に今までどれだけ出しているかというこ

とも考えて、我々はその結果を出していきたい。なぜならば、伊丹空港国際線と

いうことで今まで周辺整備事業、空港周辺整備機構というところから周辺に住ん

でいる皆さん方に、現在までで6,334億円の、累計ですけれども、周辺事業費とし

て補償しております。防音壁を作ったり、閉めたら窓が二重だから暑いといって
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冷房を付けたり、6,334 億円で伊丹空港自体の整備費は今まで1,110 億円です。

６倍のお金をかけて今まで周辺に配慮してきた。これでは伊丹が出ていけといっ

たことと存続しろということと整合性はありません。しかも、今度は神戸空港と

きています。同じ関西で同じ兵庫県の中に伊丹と神戸を作るのであれば、少なく

とも関空の10万回を神戸空港が代替わりできる滑走路を作るのであれば、私は賛

成したいと思います。そうすると、関空から海からも、それこそ海底トンネルを

使っても、国際線と国内線の乗り換えが自由にできるんです。ですから、そうい

う意味で、これは改めて財務大臣の塩川大臣とも相談させていだたきますけれど

も、神戸出身の牛尾議員もいらっしゃいますので、関西の３空港の見直しぐらい

は、私が言わなくも皆さん方の方からこれは声が出てもしかるべきではないかと

いうのが私の意見でございますので、何としてもそういうことは、経済財政諮問

会議になればこそ言えたということを私に代わって言っていただければこんな嬉

しいことはないと思います。 

   17ページ、羽田でございます。本来、公共事業というものはなぜ公共というの

かということから考えれば、羽田の４本目の滑走路というのは当然公共事業で、

私は皆さんからいただいている税金から作るというのがそもそもの発想だと思い

ます。関空のように早くしたいから第三セクターを作ったというのは、根本の公

共事業ということから考えたら本来のスタイルではないと思います。むしろ国際

と看板を張る以上は、それが公共で作る、国民のいただく税金によって作るとい

う、その代わり国が責任を持つということが、国際線を乗り入れる皆さん方に、

今のような諸外国の３倍の着陸料、九十数万円というようなことで、欧米先進国

の30万円の３倍をとったのでは、やがて日本は世間から笑いものにされる。しか

も、イギリスのヒースローは７万8,000 円の着陸料、日本が90万円を超えるとい

うのは、お客来ないでくれと言うに等しいということを、今のやり方では着陸料

を安くするということは何としてもできないということも是非頭に入れた公共事

業のあり方を考えていただきたいと思います。 

それから 後に、私は経済財政諮問会議ができて大変喜んでおりますけれども、

経済財政諮問会議が第二の旧大蔵省のようになっていただきたくない。文章のど

れを見ても、旧大蔵省の文章と変わらない。もっと発想の転換で、切るところは

切るけれども、国民の希望が持てるような経済財政諮問会議の御発言を是非私は

期待しておりますので、いつか私が申しました都市再生、都市機能移転も少なく

とも経済財政諮問会議が公共事業の 大の無駄遣いだというふうに言っていただ

きたいと言ったけれども、一遍も声がありません。そういうことこそが、私は経

済財政諮問会議に民間からお入りいただいたからこそ言える。公共事業として、

基本を持って国際的に日本が遅れない21世紀をつくれと。元気が出ることも言っ

ていただくことが私は経済財政諮問会議に大変期待している基本でございますの

で、是非そういうことを言っていただくことを期待申し上げて説明を終わります。

何かありましたらどうぞ。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうぞ御自由に御発言をお願いし
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ます。奥田会長どうぞ。 

（奥田議員） 声を上げろということですから、声を上げたいと思いますが、大きな

資料の５ページの成田と羽田の問題でございます。これは大阪、関西と中部と同

じような経過といいますか、問題があると思うんですが、これで相当時間が短縮

されたということについては大いに敬意を表したいと思いますが、それにしても、

大体世界の空港で国内線から国際線へ乗り継ぐのに30以上とか、１時間とかかか

るというのは常識外の話であって、それを何とか更に改善して、これはむしろ航

空行政といいますか、行政面で何か考えてやれないのかと、そういうことを私は

感じている訳です。今おっしゃられました中部空港につきましても、既に小牧に

ついては撤収という話が出ている訳ですが、これについても、今更出ていっても

らっては困ると、こういう話も出ておりますし、これは伊丹と同じケースだと思

います。ですから、私はあるものを使うということはいいし、またさらに短縮し

ていただくということはいいんですが、いずれにしても、東京という大都市で、

国際線から国内線に１時間近くもかかって乗り換えをしないとということは本当

に恥ずかしい話で、これは行政面でうまく処理できないかということを大臣にお

伺いしたいと思うんですけれども。 

（扇臨時議員） 私は正直申し上げて、これは政治的判断で成田を造ったときに、先

ほど申しましたように、この30分以内というのは当然25年前にでき上がっている

べきだったんです。しかも、高度成長で財力があるときになぜそれをしなかった

という、残念の極みでございますけれども、せめて17ページに羽田と書いてあり

ます。第４番目の滑走路を作って、そしてこれは10万回ですから、ここで国際線

も余力があれば、なぜならば、成田に33か国が今順番を待っています。けれども、

暫定滑走路でこれが2,180 、成田は大きなジャンボが２本目を使えないんです。

もしそれだったら、羽田を私は新たな国際の滑走路として何便かここで受けられ

る。今だって国賓の人は何で羽田に着くんですか。総理の専用機がなぜ羽田から

離発着するんですか。おかしいじゃありませんか。一般の人がなぜ使えないんで

すか。公共工事の事業を少なくすると言いますけれども、羽田の４本目ぐらいは

集中的にやって、しかも、道路特定財源を減らすというのではなくて、道路特定

財源も圏央道とか中央環状線に集中的にやって、この都市の国際的に恥ずかしい

ものを早く解消しなさいと、そういうことを是非皆さんから声を上げていただけ

れば、結果はそうしたいと思っています。羽田の国際線ということが書いてある

のはその意味でございますので、そこで乗り継いだら一番いいに決まっているん

です。 

（奥田議員） 分かりました。大いに同感ですが、私どももよく海外に出るんですが、

成田と羽田の国際線と国内線の移動というのはばかげた話で、こういうのは世界

的にどこへ行ってもないんですね。今、大臣がおっしゃられた、将来羽田がそう

いうふうに使えるというような形になるとか、何かそういうことをやらないと、

このままでいったら日本は除け者になってしまって、乗り継ぐためにみんな韓国

とか中国に行ってしまう。そういう可能性はあると思います。 
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（扇臨時議員） みんなソウル経由で行くんです。一番安くて時間短縮できるから、

ソウルへ行って、ソウルで乗り換えて、ソウルで冷麺食べている間に次に乗り換

えるという、そういうことが平気で行われるようになってしまったんです。御理

解いただいて有り難いと思っていますので、是非……。 

（竹中議員） 片山大臣お願いします。 

（片山議員） 基本的なことをお尋ねしますけれども、５か年計画を10本をまとめら

れるのはいいけれども、これは数字は入れない訳でしょう。そこで、今の５か年

計画は単独事業も入っているのですよ。道路にはかなり入っていますよね。これ

は目標を示す訳でしょう。今度はバリアフリーでも、無電柱化でも、踏切何とか

でも、これには単独事業で入っているのですか、入っていないのですか。直轄と

補助事業だけでやるのですか。 

（扇臨時議員） 入っていません。もちろん入っていますけれども、数字を挙げてい

ないということで、今おっしゃった地方は、どこを自分たちが重点化するかとい

うのは地方に選ばすんです。 

（片山議員） そんなことではなくて、地方のお金でやる単独事業がこの中に入って

いるのかどうかですよ。今の５か年計画には入っているのですよ。道路整備率の

計算の上で、補助事業ではなくて単独事業がかなり入っているのです。そこは同

じ扱いにしているのかどうかということが１つです。 

（扇臨時議員） 入っていると思います。 

（片山議員） それから、今公共事業というのは直轄事業と補助事業があります。そ

れには５か年計画の中に単独事業に入っている。直轄事業は本来国が直轄でやる

べきものなのですよ。ところが、地方からも負担金をとっている。１兆円以上と

っているのです。それは仕方がないにしても、直轄事業でできた道路等の管理に

まで地方からお金をとっているのです。これが2,000億円。これは国の直轄で実施

するものの管理ですよ、建設じゃなくて。せめてこれについては地方からの負担

金をとらないで欲しいというのが地方の要望です。ひとつこれを御検討ください。

（扇臨時議員） はい。 

（片山議員） それから道路特定財源についてここでは御提案がありませんけれども、

道路特定財源をどうされるのか。用途を広げるということでしょうけれども、道

路特定財源というのは、国が３兆4,000億円で、地方が２兆2,000億円なのですよ。

この３兆4,000億円のうちに補助金が１兆円、交付金が7,000億円地方に行ってい

るのです。実際に使う道路特定財源というのは、国が１兆7,000億円で、地方が３

兆9,000億円なんですよ。これは是非考えていただかないといけません。そこで、

今、国道はほぼ整備が終わってオーバーフローしているのですよ。だから、これ

は他に転用という議論が出てきています。道路関連事業に拡大しているのですけ

れども、地方の方の整備率は都道府県道が今６割で市町村道が５割なので、道路

特定財源のあり方を考えるときに、今、道路特定財源のうち一部が譲与税になっ

ているように、その一部を地方の譲与税にしてもらう。こういうことの御検討を

いただけないでしょうか。さらに言えば、本当は目的税がいいのですが、それは
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国にとっては嫌でしょうから、譲与税で出す。譲与税方式、これを道路特定財源

の用途として御検討いただければ、関係の方々も皆さん、道路に使うのだからと

いうことで、これは抵抗が少ないでしょう。国道に使っている分を、今、国道は

１兆7,000億円しか使っておらず、３兆9,000億円は地方の道路に使っているので

すから。それをはっきり仕組みとしてそうしていただく。今は補助金や交付金で

すけれども、譲与税にしていただく。これは是非御検討いただきたいと思います。 

それから、中核市という制度がありまして、これは大体人口が４、５０万人の

市で、30市あります。そこの市長さんとの懇談会のとき、都市計画の権限をもっ

と下ろして欲しいという要望がありました。用途地域の変更だとか、風致地区の

設定だとか、道路をどれだけの幅にするとか。今、政令市にはほとんどの権限が

下りているのですよ。政令市というのは100万人以上ですから、この４、５０万人

の中核市にも都市計画の実質的な権限を下ろしていただく。特に三大都市圏は独

自にはできないようになっているのです。是非都市計画全般についてもっと地方

に権限を下ろすように、ひとつ御検討いただけませんか、一番これが強い要望で

す。 

（扇臨時議員） 道路特定財源に関しては、先ほど申し上げましたように、道路特定

財源ではなくて、道路関係特定財源と私は言うべきだと思うくらい、我々は広範

囲に、去年、総理の御指導で一般に立体交差とかそういうものを使ってきたんで

す。道路特定財源を我々は死守しようというのではなくて、やっぱり不公平感が

国民の間にあるということだけを頭に置かなければならないと思うんです。少な

くとも重油とか、原油等の企業が使っているものは安い訳ですから、その企業が

使っているものは暫定税率ということで25倍も一般はお金を払っている訳ですよ

ね。ですから、それを変えようという、暫定税率をやめようというのだったら、

大企業だけ安い重油税等々で25分の１で済んで、一般だけ何でやめてくれないの

というのが私はユーザーとしての声だと思うんです。だけれども、私たちは、そ

れでも道路だけではなくて、今言ったような都市計画等々に、今回も圏央道と外

環の一部が9,342に入っていない訳ですけれども、これを早くするべきだと、今回

は道路特定財源で特別にそれも入れるべきではないかぐらいは都市再生のために

も是非言っていただきたいというぐらいのことを思っています。道路特定財源だ

けを死守せよというのではなくて、用途の拡大とその使い方によって世の中はよ

くなるし、一般のユーザーも納得できるような使い方をするべきである。違う目

的に使うということではなくて、一般の人たちが、受益者負担というのであれば、

受益者負担という人たちがうまく使えるような使い方をするべきであるというこ

とは私は申し上げようと思っているだけの話でございます。 

（片山議員） 今、街路や公団の内の道路などに使うようになっている。かなり拡大

しています。駅前広場なども、実際は。私が言うのは、道路に使うのですよ。地

方の道路に使えるような仕組みを考える。譲与税か何かで、そこは是非御検討く

ださい。道路に使うのですよ。 

（竹中議員） どうぞ。 
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（本間議員） 今の２大臣の議論の中に関係する訳ですけれども、私は道路の問題に

ついては、国が直接的に関与する部分のところは、真に公益的なものを除けば地

方に移管していくという精神をはっきりと打ち出していくべきではないかと思い

ます。財源、規制等の問題全体について、地方の分権の時代でありますから、は

っきりとスケジュールを示して地方に移していただかないといけない。各地域の

個性、特性も違いますから、全国一律であるということの問題は極めて大きいと

思います。これは下水道も含めて是非御検討いただきたいというぐあいに思いま

す。 

それから、御苦労してまとめていただいたという長期計画の問題でございます。

この長期計画についていろいろ議論があるときに、新たに事業量、額も含めて、

今の段階で議論することが適切なのかどうか。ここは一度、特定財源等の絡みで

それが必要だというようなことをおっしゃる訳ですけれども、まずこれは凍結を

して、全体を社会資本整備の中で資源配分をどのように変えていくかという流れ

の中で見直していくということが必要ではないか。例えば、空港の問題。今、ミ

クロ的には社会資本が不足だといろいろ御議論がございます。しかし、その問題

は社会資本整備全体の中でどのように資源を配分をしていくかという問題と無関

係のものではない訳でありまして、漁港の問題もありますし、海岸の問題もあり

ます。計画で一本化をしたからといって、予算の面では、局同士、課同士の対立

があって再配分がなかなか進んでいかないのではないかと思います。是非この点

については、民間の第三者機関でも結構でありますけれども、全体の社会資本計

画の中で資源配分の問題をきちんと位置付けていく、そうしたことを考える場を

作っていくということが、大臣がおっしゃった空港等に重点的な整備を可能にす

る非常に大きな要素だろうと思います。空港特会の中で、関空、伊丹、神戸とい

うような矛盾を引き起こすような形ではなくて、より整合的なあり様というもの

が私は求められていくのではないかという気がいたしまして、是非総合的な視点

をどうするかということをお考えいただきたいと思います。 

（扇臨時議員） 今、本間委員のことで、１ページを開いていただいて、一番 初の

「均衡ある国土の発展」から「個性ある地域の発展」と書いてあります一番下に、

「国土交通省若手タスクフォースによる『国づくり百年デザイン』の検討」と書

いてあります。これは私は本当は書きたくなかったんですけれども、これは人に

言いたくなかったといいますか、国土交通省として私が大臣をやめても絶対にこ

れをしなさいということで、霞が関で百年デザインを出したことがないんです。

どこからも。けれども、私はそれをしたいと思いまして、全省庁から募集をしま

したら、これがあっと言う間に443 名の募集があって、全部選びましたら、その

うちから32名、平均年齢が34歳、これを全部選びまして、主査を一人ずつ付けて

全部でこのタスクフォースを立ち上げました。それは今言った21世紀の 後に日

本をどういうふうにするか、国際空港はどう必要なのか、国際港湾はどう必要な

のか、それを全部地図で示す。金額はなきにしても、それを示して道路のように

１万1,520キロ書いてはあるけれども、ここまでできるよという目安が国のデザイ
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ンとしてないんですね。おかげさまで国土交通省は４省庁統合したものですから、

全体の国土デザインというもの百年デザインを出していただきたい。このタスク

フォースの若手で時間外に仕事をしろということで、それも全部オーケーして、

おかげさまで全局のしかも、海上保安庁、気象庁からも応募がありました。これ

を全部入れてやっておりますので、今、本間先生がおっしゃったように、公共工

事を日本の国のどこにどうするべきか。国際港湾と国際空港とが全部一体で連携

していなければ国際都市と言えないというようなことは今までは建設・運輸が縦

割りだったらできていなかったんです。けれども、幸いに４省庁統合できたので、

この百年デザインというのは、みんなに馬鹿にされて、百年デザイン、気が遠く

なるようなことを言うなって、大ボラ吹くなとおっしゃるかもしれませんけれど

も、今年中に私が大臣をやめても、若手に絶対するようにということで、これは

今年いっぱいで百年デザインというものを国土交通省から発表させていただくと

いうのが、国際的に日本が生きていく基本を、百年デザインを出したいというの

が今、本間先生がおっしゃったことのすべてだと思います。それでお金があると

きに順番に、それをどの程度達成できるかはその地域によって判断すればいいこ

とですから。 

（本間議員） ありがとうございました。さらに補足させていただきたいと思います。

この長期計画を作る背景には、緊急措置法というのがある訳ですね。これが作ら

なければならないということに拍車をかけている訳で、個別の措置法、これは廃

止するというぐらいのことを考えていただきませんと、統合の実が上がっていか

ないんだろうと思うんです。したがって、特定財源の見直し、空港特会の問題も

含めて、洗いざらい一般のフレームワークの中で、少なくとも公共投資の部分の

ところ、国土交通省に関する部分のところは、総合的な再検討というものができ

るような枠組みを広くするということが必要。若手の方々がなさるということは

結構だと思いますが、やはりインサイダーだけで議論をしておりますと、たとえ

客観性があったとしても疑われるという問題があります。この辺のところは是非

外部の民間の者も含めてきちんとこれを精査をしていくことが必要だと思います。

長期計画が費用便益分析等をやりながら常に過大に需要、収益を見積もって、そ

れが実現されていかないというところが非常に大きな問題でございますので、是

非その辺のところは、今、総理、石原大臣の御指導のもとで、道路のいろいろな

議論が進展をしておりますので、これをきっかけに社会資本整備計画を全体の中

でどのように整合化をしていくかということを御検討いただきたいと思います。 

（扇臨時議員） 今おっしゃったのは大変大事なことだと思いますし、少なくともこ

の９本を１本にするというのは閣議決定しなければいけません。そのことも含め

て、これは閣議決定するということに今後どういうふうにもっていかなければい

けないか。閣議決定していただけるようにまでもっていくということが今のお答

えになろうと思いますので、すべてそれを含んでいることでございます。 

それから、道路のことをおっしゃいまして、今、石原担当大臣のところで大変

論議が出ております。明日ということで、私も記者がそれに対してどう思うか、
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コメントしろ、コメントしろと。私、コメントのしようがない、はっきり出てか

らでないと何も言えませんと言ったんですけれども、昨日でしたか、東海の葛西

さんが私のところにいらっしゃいまして、国鉄のときの話も私も随分聞きました。

私たちは思わなきゃいけないなというのは、旧国鉄のときに、昭和62年でしたけ

れども、あれが18名の役員だったんですね。これが全部ＪＲ７社に分かれまして、

役員だけでも96名になっているんです。18名が96名です。ですから、今の道路公

団というのが一言お話が出ましたけれども、道路公団というのは今役員９人です。

これを分割したり、上下分離して、何とか機構とか、何とかかんとかとおっしゃ

っていますけれども、私、今コメントしたくないですけれども、例えば今おっし

ゃったから言うんですけれども、そこでまた役員がいるんですよ。屋上屋で、今

道路公団９人しかいないのが、また次に役員を増やすんですかということになっ

ちゃうんですね。ですから、今日はあんまりコメントしたくないのでそれ以上言

いませんけれども、昨日も国鉄の話を聞いて、私はあの当時は18人だったものが

今96人の役員がいるということから考えても、それが果たして見直しになるのか

どうかということも含めて今後検討していきたいと思っています。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） もう皆さん言われて繰り返しになるところもありますけれども、ほか

の先進国に比べると、公共投資はマクロで見るとやはり日本は過大なんですよ。

一方、パフォーマンスでは非常に問題がある。というのは、やっぱり配分が悪い

んです。徹底的に配分が悪いということで、それを見直さなくちゃいけない。こ

れが大きな課題なんですね。ですから、総額を抑えながら、配分を徹底的に見直

すというのが政府の新しい方針だろうと私は思います。 

    そのためにはいろんなことを具体的に工夫しなくちゃいけない。本間先生か

ら緊急措置法といったようなものは見直していいのではないかという話がありま

した。我々が勉強してみると、昭和27年にできた法律のようですね。1952年です

から、ちょうど半世紀ですか。やはり時代が変わった訳ですから、こういうとこ

ろも見直すということだと思います。 

それから、昨日、中小企業の問題が大分出て、塩川大臣、片山総務大臣から

もお話がありましたけれども、官公需法というのがありますね。公共投資の効率

性を上げる、単価の見直しというようなことを盛んに財務大臣はおっしゃるんで

すが、もう一方で随分矛盾するようなことを閣議決定するというようなことにな

っている訳で、こうしたことも見直す必要があるのではないかと思います。いず

れにしても、日本の公共投資というのは、空港が一番の象徴で、扇大臣も言われ

ましたけれども、港でも御承知のとおり問題がありますね。ハブ機能が失われつ

つあるということだと思います。これも繰り返しですが、配分が悪いんですよ。

これを徹底的に見直すことは、国の存亡がかかっていると言ってもいいと思いま

す。 

（竹中議員） 時間の関係で、一応何人かに質問いただいてまとめてお答えをいただ

ければと思います。牛尾議員。 
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（牛尾議員） 今大臣から説明があった方向性とか、考え方は非常に同感するところ

が多いのでありますが、「均衡ある国土の発展」から「個性ある地域の発展」と

いうのは７、８年前から盛んに言っていて、 近、それが主なる考え方になって

から２、３年経ちますし、また国家プロジェクトを限定して、できるだけ地方に

移そうという話もかなり歴史を持っている。これも３、４年間の間にどういうふ

うにこれを実現するかという工程表みたいなものを掲示される必要があるんじゃ

ないか。今度は１年１年進んでいくということをしなければ、今、大臣がおっし

ゃるように、閣議にかけるような形にならないだろうと。 

それから公共事業計画、９本が１本になるというのは非常に結構なんですけれ

ども、やはりプライオリティ、優先順位をどう考えるかということと、リードタ

イムをどう考えるかということと、総合的に見てどう減らすかということ、そう

いうことをきちんと入れた上での１本案にしないと、今まで見た範囲の中では羅

列的になり過ぎているということが問題あります。 

３番目は、これだけ重要な長期計画を決めるときに、中ではやっていらっしゃ

るのだけれども、あまりにも我々から見ると分からないことだらけでありまして、

今度の今井さんが委員会をやってくださって、へえ、こんなことがあったのかと

いうディスクロージャーによって国民の関心は急激に増えて、あれをサポートす

るようになってきたんですね。これまで全然分からなかったことがいろんなこと

が表に出てきた。そういう意味では長期計画をまとめる場合も、過去の失敗とい

うものを表に出す必要があるんじゃないかという気がするんです。着工前の需要

予測と完成後の実際の需要データなんか、過去15年間の成功、失敗、１対９ぐら

いで失敗が多いと思いますが、そういう例も全部出して、それで全部考える。そ

ういう事実を知るためには１年ぐらいかかるんじゃないか。そういう意味でと、

結論的には本間さんと一緒で、凍結してでもいいからまず事実を知って、やると

きは一気にすればいいんですから、ちょうど財政的にも苦しいときですから、一

回全部表に出す方法、道路公団の場合は総理の英断で大変に激しい部会ができて

物議を醸したんですけれども、それは非常に国民としてはプラスじゃないか。こ

の長期計画もいろんな点で国民が知りたいことを表に出してもらって、それをど

うやってプライオリティ、リードタイム、総合性というものの中で考えるかとい

う、世論が出てきて進めていくというプロセスということを真剣に考える必要に

今きているんではないかということを申し上げます。大変言いにくいことばかり

で申し訳ありません。 

（塩川議員） 扇さんの努力、これは大変だったと思って、新しい方向だと思います。

ついては、この計画が、百年のビジョンということが、かつての国土総合開発計

画のような、ああいうものにならないようにひとつお願いいたしたいと思ってお

ります。そのためには、本間先生が言うように、緊措法、これは是非廃止しなけ

れば、また再びあのことになってしまうということを思っておりますので、緊措

法の廃止は是非ひとつこの際に考えて欲しいと思っております。それから、コス

トの削減も非常に進んでまいりました。入札方法とかを考え直して、本格的なコ
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スト削減に取り組んでもらいたいと思っております。それだけ申し上げたいと思

います。 

（竹中議員） 石原大臣。 

（石原臨時議員） 扇大臣が10本あるうちの長期計画を９本、このうち、道路だけは

総事業費が出ておりますけれども、１つにまとめて100年後の日本の姿に合ったも

のの再配分というものを模索されるということには敬意を表する次第でございま

す。私、関係あるところで先ほど若干の委員の方からお話が出ました道路のこと、

これは扇大臣も中で触れておりましたけれども、高速道路の整備計画9,342、ある

いは四全総の中で出てきました高規格も入っていると思うんですが、11,520とい

うキロ数、これだけのものを作るということを決めるということも、この総合的

な再検討の中で必要ならばつくればいいと思うんですけれども、時代の変遷とと

もに必要じゃないものも私は出ているのではないか。そんなことも是非扇大臣の

ところで御検討していただきたいと。さらには、明日総理の方に今井委員会から

中間報告がなされるんですが、こんな中でいわゆる施行命令の出ている9,064キロ

でございますか、これについても今こういう議論が緒についたところでございま

すので、全部はできないということがお金の問題から、国費を入れない限りはで

きないということが明らかになった以上は、やはり４車線を２車線にするとかと

いったような規格の見直し、あるいは作らないところは作らないんだというよう

な再検討を行うということを中間報告でなされるということでございますので、

道路５計においても、更なる見直しもこれから是非御検討願いたいと御要望を申

し述べさせていただきたいと思います。 

（竹中議員） 手短に、すみません。 

（奥田議員） 道路特定財源の問題でございますが、この問題については、どこの審

議会とか、いろんな会合を見ても誰も触れたがらないといいますか、見直し見直

しと書いてあるだけで、具体的なものが何も出てない訳でございまして、これは

今後税制をこの後でまた集中的にやるのでしょうけれども、そのときに、特定財

源についてはもう一回暫定と本格的な税制、本則との調整とかそういうものと、

片一方で必要な道路とは一体何なのかとか、あるいは、どういうところまでヒモ

をつけるのかとか、そういうことについて十分な検討と討議が要るんじゃないか

と、そういうふうに思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 

（片山議員） これは税制ですよ。半分以上税制です。それが５か年計画の財源とし

てリンクしているのですよ。５か年計画の財源の計算の中で今までいろいろやっ

てきているのですよ。そこが遮断されると、税制としてどう考えるかという議論

があるのです。 

（奥田議員） 税制の問題が出るまでは、道路特定財源については何も出てこないと。 

（片山議員） いやいや、それは議論されてもいい。半分以上は税制の問題だという

ことです。 

（坂口臨時議員入室） 

（竹中議員） それでは扇大臣。 
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（扇臨時議員） いろいろあるので。坂口大臣がいらしているんですけれども、御質

問ですからあれですけれども、少なくとも地方に移譲するというのは、権限だけ

ではなくて、金額もつけていこうと。当然のことで、私たちは既に本年度からや

っていますので、公共事業の一括配分、これが国土交通省は約３兆7,000 億円を

一括配分しています。これは公共投資の33％に我々及んでいますので、これはお

っしゃるまでもなく、権限と金額をつけて移譲して、ブロックごとに私たちは順

序を決めて欲しいということで、33％を一括配分しているということは是非御確

認いただきたいと思います。 

それから下水道の話も出ました。下水道も、おっしゃるように、私たちは人口

密度によってこの密度であれば、これは少なくとも下水道がいい、この密度であ

れば、農業排水を一緒にするべきであると。それから合併処理の車を使って、集

めてきて一緒に合併処理しようと。これは全部全国の人数ごとに人口比例で一緒

にやっておりますので、そういう意味では下水道を、ある県の名前を言うのをや

めますけれども、「下水道の整備があなたの県は遅いですよ。早くしてあげなき

ゃ社会資本整備があなたのところが遅れていますよ」と言ったら、知事さんが「い

え、うちの負担金がありませんから、うちは赤字ですから３分の１は要りません。

下水道の予算は要りません」とこういうところもあるんです。あえて名前は言い

ません。ですから、やはり人口配分でこれだけの人口だったらという地図を全国

でつくって、基準をつくっていますので、これも下水道だけじゃなくて、一括し

て私たちはやっていこうと。合併処理場とか、農業排水の落水の排水と一緒にし

ようとか、これは人口配分をしておりますので、無駄のないようにしていきたい

と思っております。それによって、社会資本整備が遅いということはでなくて、

今、吉川議員がおっしゃいましたけれども、社会資本整備は日本は100 年遅れて

いることだけは事実なので、どの程度でいいかという地域の人口差と、それに応

じた公共工事のあり方というものをやっていきたいと思っておりますのが今のお

答えです。 

後に１つだけ、官公需の話が出ました。官公需の話は今平沼大臣がいらっし

ゃいますけれども、少なくとも昨日も出たというふうに書いてありましたけれど

も、中小企業の発注の割合分、これは少なくとも官公需法というのは経産省の持

ち分でございますから、経産省の方が今、国としては45.1％の実績を上げていら

っしゃるというのも知っておりますし、また少なくとも地方公共団体としては、

今いらっしゃいます総務省も、これは関係しておりますけれども、この官公需の

契約状況が71.8％になっているんです。これは地方に移譲すればするほど細分化

されてコストアップになっちゃうんです。その辺のところも、71.8％官公需の契

約をしていらっしゃるというのはいいんですけれども……。 

（片山議員） 何も関係ない。 

（扇臨時議員） そういう意味では、地方に回れば回るほど、少なくとも分割すると

コスト高になるということも、私は１点どっちがいいかなということで悩む点も

あるということを改めて申し上げておきたいと思います。 
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（竹中議員） それでは簡単に取りまとめをさせていただきます。 

たくさん議論が出たのでありますが、まず、官庁営繕の問題に関しては、これ

は扇大臣がかねてからずっとイニシアティブをとってくださっている問題で、こ

れは引き続き是非扇大臣にその方向で進めていただきたいということではないか

と思います。 

あと、ＥＴＣの話が出ました。ＥＴＣの話についても、恐らく反論は何もない

んだと思いますが、実はＩＴの重点計画に中に入っている問題ではある訳です。

今日の話ですと、それをさらに加速させるということだと思いますので、これは

ＩＴ大臣として私もきちっとお受けしますので、その加速のプランを扇大臣の方

から是非示していただくということではないかと思います。 

一番大きな問題として長期計画の問題があります。長期計画を一本化する、集

約するということに関して、これは多くの支持があった訳ですが、その集約の仕

方については、まだまだ工夫の余地があるのではないかというのが多くの方々の

意見だと思います。実は国から地方にいろんなものを移していく。今日地方道と

下水道の話が出ましたけれども、地方に移した場合に、国が本当に計画を作るの

かというような問題もこれまた出てくるのだと思います。したがって、長期計画

のあり方については、引き続き扇大臣は閣議決定に持っていくというふうにおっ

しゃいましたけれども、閣議決定に至るためにも十分の今日の意見を集約してい

ただいて、もう一度10月ぐらいに案を総合的に示していただく必要があるのかな

と思います。非常に極端な議論として、今日は１つの例として、この際１年凍結

したらどうかという意見がありました。緊急措置法の廃止は重要であるという御

意見もありました。内部で作るのではなくて、外部の血を入れた独立性の高い場

が必要ではないかという意見もありました。需要予測が見誤っているから、その

過去の失敗例を出す必要があるというのがありました。こういった４点を踏まえ

た上で、扇大臣には長期計画のあり方について、「改革と展望」の見直しの前の

段階で、もう一度今日の議論を踏まえた案を出していただければ有り難いなとい

うふうに思います。 

さらに具体的な例としましては、例の国の直轄事業の管理コスト、これは地方

が負担しないようにできないのか、道路特定財源の一部を地方に譲与できないの

か、中核都市に都市計画の権限を与えられないのか、これは極めて具体的な問題

についての提起がありましたので、これらの点を含め、早急に御検討をいただき

たいというふうに思います。 

あと、コスト削減の問題でありますけれども、これは官公需法の見直しの問題

も絡まってまいります。コスト削減に関しては、かつて調べたところによります

と、数値目標を持っていた時代があったようであります。その数値目標を復活さ

せるということも踏まえて、これも早急に御検討をいただいて、案をまた示して

いただければというふうに思います。それぞれの問題についてできるだけ時期を

明確にして欲しいと。 

以上のような点があったと思いますが……。 
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（奥田議員） 羽田と成田の問題はどうされますか。これは出さないということです

か。 

（竹中議員） すみません。羽田に向けては、議論の要約としては羽田の国際化に向

けて努力したいという扇大臣の意思表明がありまして、それに関しては、これは

もちろん財源の問題がある訳でありますが、概ね、そういうことに関しては重要

であるというような御意見ではなかったかなと思います。 

非常に粗っぽい要約でありますが、以上のようなことを今日の合意にしたいと

存じます。ここまでの議論に関して、総理。 

（小泉議長） 扇大臣は道路関係議員、自民党の皆さんに比べて、しがらみが少ない

せいか大いに努力していただいた跡が窺えると思うんであります。現状の問題点、

よく把握されて案を出してきましたから、これを加速させていただきたいと思い

ます。 

それと、道路特定財源ですけれども、公共事業というのは、どこも部分をとれ

ばみんなやれやれという声ばっかりなんです。道路だけじゃないです。財源は限

られている中で、今までのどんどん特定財源で上がってくる。とられるのは嫌だ

という気持ちは分かるけれども、道路だけに使う必要はないということで見直せ

と言っているんですから、運輸にしても、建設にしても公共事業は道路だけでは

ないんです。そういう点から、むしろ国土交通省で見直しの案を出してください。

現状維持では絶対だめ。それで税制改革でやりますから。必ず見直しますから。

どう見直すというのはよく議論に上る。それを何案でもいいや、道路族に押され

て絶対一銭も渡さんというような意見に屈しないで見直す、まず案を出してくだ

さい。素案を、たたき台を、国土交通省で。お願いします。できるだけ早く。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（扇臨時議員） 既に重量税は一般財源化して使いましたからね、法律は要らないか

ら。 

（小泉議長） あれは法律じゃないんです。慣例を直しただけです。 

（扇臨時議員） あれは法律改正が要らないから、重量税は。 

（小泉議長） それをやるのが大臣の役割ですから、役所はやりたがらないから。道

路族をおっかながっちゃって。それができるのが扇大臣ですから、期待していま

す。 

（塩川議員） 頼んまっせ。 

（竹中議員） 扇大臣、どうも今日はありがとうございました。 

（扇臨時議員） はい。是非、経済財政諮問会議ならばというものを私も期待してお

りますから、よろしくどうぞ。お先にすみません。 

（扇臨時議員退室） 

（竹中議員） 引き続いてでありますが、坂口大臣、大変お待たせして申し訳ありま

せん。それでは、坂口大臣の方から御説明をいたします。時間の制約がありまし

て、大変申し訳ございませんが、時間についてはお願いしていると思いますので、

時間内でひとつよろしくお願いします。 
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（坂口臨時議員） 20分間。 

（竹中議員） 一応テリトリーが広いので、30分ということでお願いしておりますが、

できるだけ手短にお願いできればと思います。 

○制度・政策改革集中審議について（坂口大臣）

（坂口臨時議員） 厚生労働行政でございますが、間口が広いものですから、どのよ

うにこれを皆さん方に御説明をし、我々も考えていったらいいか随分悩んだ訳で

ございますが、とにかく今まではやっていなかったけれども、これからは強化を

しなきゃならない新しい分野は一体何か。それから、今やっておりますことで持

続をしていかなきゃならないことは何か。そして、もう今やっているけれども、

手を離していかなければならないところは何か。大くくりで３つに分けて考えて

まいりました。 

強化すべき分というのは何か。これは中長期的には今までよりも強化しなけれ

ばならないのは、１つは少子化対策、これはやはり強化しなければならないと思

っています。もう一つは、国際交流の日常化によります安全対策、１つは食の問

題も私のところはございますので、中国のやせ薬がありましたりとか、ホウレン

ソウがありましたりとか、今までなかったようなものが次から次から出てくる。

これに対しては対応していかなければならないだろうというふうに思っておりま

す。それから、気候が少し暖かくなってまいりまして、新しい感染症が増えてき

たりもいたしておりますので。それから、人の行く来によりますところのものを

含めまして、国際交流の日常化に対します安全対策という分野は強化をしていか

なければならないのだろうというふうに思っています。もう一つは社会的な病理

現象、ちょっと適当な言葉がないんですけれども、様々な歪みが起こってきてお

りますが、例えば、女性を中心としてでございますけれども、カロリーの摂取量

が非常に減っており、また、生まれてきます子どもの体重まで減ってまいりまし

た。虐待がありましたり、あるいは生活保護の人が非常に増えたり、何となく社

会的な病理現象と呼びたいような部分がかなりございます。これらの点は新しく

生まれてきていることでございますので、ここには何らかの手を打っていかなけ

ればならないだろう。この辺のところは今まで余り厚生労働省としてもやってこ

なかったことでございます。ここは少し強化しなければならないというふうに思

っております。 

今までやってまいりましたことで、維持をしていかなければならない点は何か

ということだろうと思います。１つ、社会的弱者という言われる人たちに対する

支援をしてきた訳でございますが、ここは自立をするということに対する支援と

いうことに少し切り替えていかないといけないだろうというふうに思っておりま

す。社会的弱者に対する自立への支援、自立をしようとするところに支援をする。

したがいまして、これは母子家庭に対します児童扶養手当につきましても少し削

る方向にする。これは大変だったんですけれども、しかし、その額は削りますけ

れども、自分で働こうという意欲のある人に対しては、職業に対する指導ですと
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かそういったところに手を差し延べて、そしてできるだけ自立をしていただこう、

そういう方向に切り替えをいたしました。なかなかやってみまして非常な反発で、

「おまえが前に言っていたことと違うじゃないか」と随分やられましたが、それ

はそのとおりなんですけれども、ここはそういうふうにやっていかざるを得ない

だろうというふうに思っておる次第でございます。それから、世代間の均衡と持

続可能な制度の継続ということでございますが、これは年金にいたしましても、

あるいは医療にいたしましても、世代間の均衡というものをもう少しこれは見直

ししながら維持を、継続をしていかなければならないというふうに思っておりま

す。持続可能なところにしていかなければならない。ここは今までのままでいく

のではなくて、見直しながらここは継続をしなきゃならない部分は確かにある。

ここはそうせざるを得ない。それからもう一つは不採算部分でございます。これ

は雇用の面におきましても、例えば訓練をするとかいろいろなことがございます

けれども、そうした中におきましても、なかなか不採算な部分というのは民間は

やってくれませんので、そこはやはり厚生労働省として手がけていかなければな

らないのだろうというふうに思います。それから 先端の研究への取り組みも、

これも採算ベースには乗らないところでありますから、厚生労働省として今後も

手がけていかなければならないところだろうというふうに思っております。ここ

は今までやってまいりましたけれども、そこを直しつつ、今後も継続をしてやっ

ていかなければならないというふうに思っております。 

さて今度は、規制改革、分権、民間移譲、こうして手放していくべきところは

何か。ここがなかなか大変でございますけれども、国立病院の独立法人化も決め

ていただいたところでございますし、そのほかに労災病院が37、社会保険病院が

54と、こうした病院もある。こうした病院につきましても、もう既に役割を終わ

っているところもある訳でありますので、ここは減らすべきところを減らしてい

かなければならない。民間に移譲すべきところは移譲していかなければならない。

これはこれからの課題でございますが、これに取り組んでいきたいというふうに

思っております。それから宿泊施設につきましても、平成17年までに民営化する

ことになっておりますけれども、ほとんど進んでいないといいますか、なかなか

受け取ってくれる、それをとってくれるところがないというのでずっと増えてお

ります。ここは少々ハードルを下げてでも早く決着をつけていかなければならな

いというふうに思っております。それから職業訓練も、これも先ほど申しました

ように、不採算な部分でありますとか、新しい設備をして訓練をやらなければな

らないようなところは国がやらざるを得ないというふうに思いますが、どこでも

できるような職業訓練というのは民間に行わせてもいいのではないかというふう

に思っておりまして、これも内部調整も大変でございますけれども、これはそう

いうふうにしていくべきだというふうに思っている次第でございます。 

それから一番問題でございますのは、各種保険制度の見直しと、地方・民間移

譲への検討でございます。年金、医療、介護、雇用もございますけれども、そう

した保険制度を一体これからどうしていくのかということが 大の課題ではない
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かというふうに思います。少子高齢化がこれから進んでいきますと、企業がこれ

らの保険料の負担をどこまでしていただけるのかということを考えていかないと

いけないだろうというふうに思っております。それで、試算をしなければいけな

いというふうに思いまして、年金なんかは難しいですが、医療で少し言いますと、

医療は現在の高齢化率をもう少し今後進むのだろうというふうに思っておりまし

て、現在男性が78歳、女性が85歳でございますが、これはもう少しは進むだろう。

2025年ぐらいには男性80歳の女性88歳、これは一つの壁でございましょうけれど

も、その辺まではいく可能性としてございます。それから、少子化によりまして、

今度は支払いをする側の人数というのも減りつつございます。2001年から2010年

の間で60歳未満の労働力人口というのは330 万人減少いたします。10年で。これ

が25年で約800 万人、770 万人ぐらい、 新のあれで見ますと減少をいたします。

そういたしますと2025年ぐらいのときに支える側の人間は、どれだけ女性が働く

か、高齢者が働くかということによって違いますけれども、まず１割ぐらいは減

ることを覚悟しなければならないのではないか。１割減って高齢者が88歳なり80

歳まで長生きをするということを、それをもとにして現在の制度をそのままにし

て、これを見たらどうかというのは、大体現在の保険料を13％ぐらい増加せざる

を得ないという計算でございます。そうしますと、企業の方は今よりも6.5 ぐら

い余分にパーセントを出していただかなければならない訳でありまして、そこが

いわゆる企業としての限界を超えるのか、それとも、それは負担をしていただけ

るものなのかというところが保険の問題としましては一番難しい問題だというふ

うに思いますが、そのことを考えていますと、現在の保険制度の中で維持をして

いく部分と、それから、そこは手放していく部分、医療制度でいいますと、すべ

てを保険制度でしておりますが、その中で混合医療という言葉を使いますと医師

会は猛烈に怒る訳でございますけれども、ある部分は保険から手放す部分がなけ

れば、ここは維持できない部分も多分出てくるだろうというふうに思っておりま

す。そこをいつの時期にどうするかという問題があろうかというふうに思います

けれども、方向性としては、そうした方向性に進めていかざるを得ないのではな

いかというふうに思っております。 

現在、医療制度改革につきましては、抜本改革につきまして取組を進めており

まして、かなり煮詰めてまいりました。保険制度におきましても、現在までの国

保でありますとか政管健保等は、例えば都道府県単位にこれをするというような

ことは可能でございますし、市町村長さんもそのことに賛成をいたしております。

ただ問題は、比較的難しいのは組合健保です。これはそれぞれの企業が組合健保

をお持ちになっていて、これにはかなり愛着をお持ちになっている。一番小さい

のはわずか27人しかいないという保険もある訳でありまして、これはかなり集約

をしていかないと保険者としての機能を果たす訳にはいかない訳でございますけ

れども、しかし、それでもなかなか手放しにくいというのが現状でございます。

これは民間でございますから、余り国の方も大きなことも言えないということも

ございまして、ここを一体どうするかという問題がございます。今１つ考えてお
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りますことは、何と申しますか、民間の企業、民間の保険によって組合健保等で、

今、組合健保に入っている人は小さいところはどこかと統合してもらうか、それ

とも、政管健保に行くかどちらかの選択しかない訳でありますけれども、ひとつ

民間の保険をそこに導入して、そうしたところに行ってもいいという１つの選択

肢を増やすことができないだろうかということを今考えているところでございま

す。そういたしましたら、政管健保に行くか、どこかの大きいところと一緒にす

るか。例えばトヨタ自動車でしたら、その下請けのところはトヨタさんのところ

に一緒にいくか、あるいは民間のできたところへ行くかということに多分なるの

だろう。そういう選択肢を１つ作ってはどうだろうか。これも言いましたら、健

保連からも医師会からも猛烈な反対を受けるだろうというふうに思っております

けれども、しかし、そういうこともひとつ考えて統括化を進めていく以外にはな

いというふうに思っているところでございます。 

それからその後、規制改革・分権・民間移譲の中で高齢者、乳幼児の施設に対

する規制改革がございまして、ここはいわゆる保育園に対します民間への移譲と

か、あるいは株式会社の導入等、ケアハウス等につきましては現在進めていると

ころでございます。高齢者の問題は、やはり施設もこれから多様化をしていくと

思いますし、多様化してまいります部分は民間にできるだけ移譲していかなけれ

ばいけないというふうに思っております。それからもう一つは保育所の問題でご

ざいますが、これは言われて久しい訳でございますけれども、これは文部科学省

と議論をしなきゃなりませんが、いわゆる幼稚園との一元化の問題でございます。

これはかなり前のことを思いますと、双方歩み寄りまして、できやすくはなって

まいっておりますけれども、市町村からはまだ駄目だというので、かなりお叱り

を受けております。このところをどこまでやるのかということでございます。東

京都の千代田区あたりはこの一元化に向けまして、ゼロ歳から２歳までは保育園、

そして３歳から学校に入るまでは幼稚園、こういうことになっておりまして、そ

して小学校というふうにつないでいるということをいたしております。この保育

園の方は、いわゆる「保育に欠ける子」ということになっているものですから、

どこかにお勤めでないとそこは入れない。国からのものが出ない。その部分につ

きましては、区が自分のところでお出しをいただいておやりをいただいていると

いうようなことが現在行われている。こうしたことについて、これからももう少

し改革を、両方もう少し話をし合っていかないといけなのではないかというふう

に思っております。保育園につきましては無認可保育所の問題でございまして、

沖縄あたりは認可より無認可の方がうんと数が多いというようなところもあった

りいたしまして、そうしたところもどうするかというようなことをこれからやっ

ていかないといけないというふうに思っております。 

１枚紙を見て申し上げましたけれども、強化すべき分野と維持すべき分野と、

それから今後整理をしていかなければならない分野、分野としてはそういうこと

ではないかというふうに私は考えております。 

ここで先ほど申しましたように、幾つかございます保険の中でどこをどう手放
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していくかということが一番難しいのではないかというふうに思っております。

ただ、徴収の一元化はかなり話が煮詰まりまして、今年中その案をお示しできる

ようになるだろう。労働保険と社会保険とを同じに徴収をするというようなこと

で、この財源の削減をしていくということは可能になってきたと、こういうふう

に思っているところでございます。 

時間が限られておりますから、一応そういう大枠のくくりで考えております。

また、より具体的に話が出れば、そこでお答えをさせていただくということにし

たいと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。塩川大臣。 

（塩川議員） これは諮問会議で是非ひとつ考えていただきたいと思いますのは、坂

口大臣もおっしゃいましたように、各種保険ですね。医療保険、雇用保険、年金

とかありますが、保険料を中心にいくのか、これは税で賄っていこうとするのか、

ここらの方針をきちんと決めないと、そのたびごとに保険料の改正でもめちゃっ

てどうにも政治がやりにくい。ここらをきちんとして、そうすると国民も自分ら

の税金で賄うとういことになれば納得するんじゃないかと思うんですが、そこら

のことは一回根本問題として考えていただかないと、将来の福祉行政ができなく

なっちゃいます。それが１つです。 

それから次に、私は坂口大臣に是非これからの問題として年金と医療なんです

が、特に年金ですね。年金が来年の問題ですからこれは是非ひとつ考えていただ

きたいと。年金の中で年金の給付の問題もありますが、もう一つ大事なのは、基

礎年金の負担を２分の１にすると、これは私のところで宿題であって、寝ていら

れないほどきつい問題になってきておるんですね。これは早いこと解決してもら

わないと、これはいつまでも国会で責められることになってくるので、これは是

非この際にやって、年金の制度改正をやるんですから、制度改正について、原案

をできるだけ早く出してもらいたいと思っておるんですが、坂口大臣どうですか、

この秋中の10月ごろに出ないでしょうか。 

（坂口臨時議員） 年金の再計算を再来年でございますね。今、審議会でおやりをい

ただいているところでございますので、私が先にいろいろなことを言うというの

は本当は控えなければいけないというふうに思いますけれども、私個人は年金、

医療、介護の中で、年金につきましては、いわゆる税を中心にひとつお願いをし

たい。２分の１にすることについて、それは税制の改正と、これは対でおやりを

いただかなければならない問題だというふうに思いますし、私は年金の問題につ

いては国民の理解も得られやすいのではないかというふうに思います。ただ、高

齢者の問題は、年金の問題もある、それから高齢者医療もある、介護もある、そ

れをすべて税でというのは、税の額が多くなり過ぎると私は思っております。 

（塩川議員） 全部税とは言わないですね。やっぱり受益者負担というのがあります

から。 

（坂口臨時議員） 年金は税を中心にお願いして。 

（塩川議員） これをやると経営者の負担との問題がありまして、実は大変なことに
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なってくる。そういうのがありますので、できるだけ厚生労働省の案はこういう

ようなことを考えているということで、できるだけ早く出して欲しいと思ってお

るんです。 

それから、雇用保険の実態調査を徹底的にやってもらえないだろうかと思うん

です。と言いますのは、雇用保険をもらっている方が月給よりは良かったという

ような、こういうものが出てくることが１つあるのと、それから自発的な退職者

ですね。これの保険をどうするかということなんかも、ひとつ考えてもらったら

どうだろうと思うんです。本当に困っている中高年齢層のところの保険は、これ

はできるだけ僕らも厚くしてやりたいと思うし、そこらの合理的な判断というも

のをとれるような資料をひとつ出してもらいたい。そのためには一度給付の実態

等を調査して欲しいなと思っておるんです。 

それからもう一つ、保育と幼稚園の幼保の問題ですね。これはいずれは解決し

なきゃならぬ問題だと思っているんですが、さしずめ保育園の問題について、例

えば、これは非常に乱暴な意見だから余り真剣に考えてもらわないでもいいんで

すが、０歳、１歳の子どもを持っているお母さんには月20万でも25万でもあげま

すから、月給として国から出しますから保育園に預けなさんなということです。

保育園は３歳以上に限る。そういう具合にしてしまったら非常にいいと。そうし

たら行政経費がものすごく安く済むんです。私は保育園を０歳児と２歳児、これ

に対する計算をさせてみたんです。すごくかかっていますね。それだったら、い

っそのことお母さんに20万でも30万でもあげるから、そうしたら、ポンポン子ど

もが生まれたら、ずっと月給をもらって子どもを育ててくれたらいいんや。それ

でいいと思いますよ。 

（坂口臨時議員） よろしゅうございますか。大変立派ないい案だと私も思いますけ

れども、しかし、働く女性がこれだけ多くなってまいりまして、これからは夫婦

で働かないと食べていけないという時代に私はなってくるだろうと思うんです。

所得はそんなに上がらないんですから。そうなってまいりましたときに、女性が

そこで働いていて、そして子どもを産む。その間２年なら２年、毎月20万円をや

るからと言われても、それはそうはなかなかいかない。やはり働かなければ、働

くということが必要だということにもなってまいりますから、そこはそれだけの

ことを言っていただくのだったら、いわゆる１年間は育児休業をとっていただく。

そのときにどれだけ出していただくという話は有り得ると私は思います。その後

のことについては、やはり復帰をしたいという希望の女性が非常に多いですから、

そこは男性が休業をとるか、女性がとるかは別にいたしまして、そこはもう少し

きめ細かくちょっとやっていただかないと、そこはうまくいかないのではないか。

かなり女性からの反発も大きいのではないかという気がいたします。 

（塩川議員） 選択制にして、あんたは30万でもお渡ししますから、子どもを専門で

やってくださいということと、私は働きますと、その代わり保育料を10万でも15

万でも払ってもらうとかという、コストが２万、３万の保育料で、乳幼児を預け

るということは難しいんです。非常にこれが不公平を生むようになってきておる
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ものでね。 

（坂口臨時議員） それと、先ほどの雇用保険につきましては今見直しをやっており

ますので、かなり具体的に見直しをやっております。それで高齢者の皆さん方も、

これで引退という方もずっと雇用保険をおとりになっている訳ですね。これで引

退という方、これで結婚して勤めないという方は何とか御勘弁をいただきたいと

いうようなことも導入をして、給付として本当に必要な人はどういうところかと

いうところで絞り込みをしながら、それに対する必要経費を試算することとして

おり、これは公労使、政労使三者での話し合いの中でも大体今まとまりつつござ

います。 

（片山議員） もっと事務的なということで、何点か申し上げたいのですが、１つは

児童相談所の設置は市ではないですね。福祉事務所、これは市まで下りています。

今、老人虐待と児童虐待が多いのだそうですね。そこで市にいろいろ持ち込まれ

るのです。その際に市が福祉事務所を持っているから、お年寄りの方はそっちで

対応できるのです。児童の方は府県になってしまうのですよ。これを是非市まで

下ろして、これも一緒に市でやらせたらどうでしょうか。 

それから、以前から言われている保健所の所長さんはお医者さんでなければい

けないというのは、これはそろそろやめられたらどうですか。様々な弊害をもた

らしています。それから薬局・薬店、これはいろいろな議論があるけれども、こ

れも下におろせませんか。薬局やなんかの許可権。今は知事でしょう。 

（坂口臨時議員） 薬を販売するのをさせてもいいという。 

（片山議員） そうそう。 

（塩川議員） 調剤薬局はだめだろうね。 

（片山議員） それが権限移譲の話で、それからもう一つは、この前の地方事務官整

理のときに、職業紹介安定を全部国でやってしまったのですよ。以前は都道府県

に職業安定課があったのです。それから事務所もあったのです。ところが、これ

をあのときの整理で全部国だとなっているので、今地方団体は困っているのです。

雇用対策、就業対策は国と地方が一緒にやった方がいいのです。そこの仕組みも

少し考えていただいたらどうだろうと思います。 

（坂口臨時議員） これは変えるように今やっています。 

（片山議員） その方が効果的です。 

（坂口臨時議員） これは法律も変えなきゃいかんものですから。 

（片山議員） その方がいろいろ細かいことができるのです。これは早まってやって

しまった。少し前ですからね。 

それからもう一つ、医療保険の問題は私どもとの関係では国保です。これが

3,000億円を超える赤字です。地方財政上大きな問題になっているので、ロットを

大きくしてもらう。都道府県単位は、市町村長さんはみんな賛成ですが、保険者

になることは府県は嫌なのです。保険者をどう考えるか。そういう議論があるも

のですから、とにかく手順を、医療保険を大括りする、一元化していく。方向と

しては簡単にいきません。そのスケジュールというのか、工程表というのか分か
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りませんが、それを示していただくことがいいのではなかろうかと、私は以前か

らお願いしているのです。 

（坂口臨時議員） そういうふうにしたいと思っております。 

（片山議員） ここは一番そういう意味で効率が悪い。医療保険ですからね。 

（坂口臨時議員） この一元化をいたします前にやらなければならないのは、年齢リ

スクの調整ですね。年齢の格差がありますから。年齢の調整を行う。それから所

得の格差がありますから、所得格差を行うということを一方で行いながら統合化

を進めていくということでないと、統合化がうまく進まないというふうに思って

おります。そして県に一本にしましたときに、そこをどこが持つかという問題が

ありますから。だけれども、そこは所得調整や年齢調整を各保険間で行うという

ことを前提にすれば、ここだけ今までのようなことはなくなる訳でありますから、

そこはかなり楽になると思っております。ただ、ここの問題は税に関わってくる

訳ですが、税の徴収がうまく行われているかどうかという問題が国保につきまし

ては常について回るものですから、これが公平に、サラリーマンも経営者も同じ

ようにちゃんとここが把握できるようになるということが前提であれば、これは

本当に楽なんですけれども、その問題がついて回ってまいります。そこをどうす

るかという問題が残りますけれども、そこはできるだけ御迷惑をかけないような

形にしていきたいというふうに思っております。 

（塩川議員） それから必置義務ですね。保健所だとか、児童相談所だとかいろんな

ものがありますね。あの必置義務の規制をとってもらえませんかな。 

（片山議員） 必置規制。 

（塩川議員） 必置規制ね。あれは大変な地方自治体の負担になっているんです。 

（片山議員） 大分減ったのですが、まだ残っていますね。 

（坂口臨時議員） これは厚生労働省の中でできることなんですかね。 

（片山議員） 厚労省、農林水産省なのです。簡単に言うと。 

（坂口臨時議員） 児童相談所なんかは、県でなくて……。 

（片山議員） これは市がやりたいのです。 

（塩川議員） 農林省は大分やりましたよ。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今、年金制度の話や保険制度の話が塩川大臣からも出ましたけれども、

やはり2015年、2020年ぐらいに団塊の世代が完全に年金を受給するということに

なると不安感は非常に強いので、平成16年の改正というのは2004年ですから、10

年後に不安が来るので、５年、５年の思想ではなくて、ここは10年、15年にまた

がった考え方を出す必要があるんじゃないかと思っております。しかし、これも

行政の方は、こういうようなことが分かれて議論されるんですが、国民から見る

と税金は上がるわ、保険は上がるわ、上がる話ばっかりなんですね。下がる話は

皆暫定的でね。それは別に置いておいて、上がる話ばっかりなんです。それに対

する国民の不安感というのは非常に強いので、やはり税との関連でも租税負担と

社会保障負担をどういう考え方でやるかというのは、これは政治哲学の問題です
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から、受益者負担に重点を置くんだったら、社会保障負担にウエートをかけるし、

小さな政府を作ることを前提に置いて、税でできるだけ賄うかというのも一つの

考え方。そこのところをはっきりしていかないと、行き当たりばったりじゃ困る。

野党のことまで考えると、それが政治の対立になって、それは国民が選択するよ

うになってこなければ困るということをひとつ申し上げます。 

第２番目は、この重点項目の中には、雇用を拡大するということに対する見地

が少し弱いんじゃないかというふうに私は思います。先進国の例を見ますと、や

はり日本もこれから、できるだけ男女ともに65歳ぐらいまでは健康で働けるため

に、どういう雇用を創っていくかということを積極的に考えないと駄目だと。そ

うなると、学校教育でも職業教育を込めた問題まで、かつての労働省の分野と文

部省の分野が共通して役に立つ職業指導というものを考えていかなければならな

いと思うし、また、今、塩川大臣がおっしゃった女の人は、生活じゃなくて、働

きたいから働くというのが非常に多い訳です。要するに保育料を８割払っても仕

事をしたいという人が……。 

（塩川議員） ならば、それに合わせたらいい。 

（牛尾議員） そういう人もおれば、かつて松下幸之助さんは、家族手当を全部出す

からみんな家で保育しろと。教育は大事だという思想もある訳です。そういうの

も一つの選択肢の問題ですから、これも単なる財政的な問題でこういう議論をす

るのではなくて、国のあり方、国民の過ごし方という、かなり社会フィロソフィ

ーにまで及ぶ問題なので、これはかなり真剣に考える必要があると思います。 

それから、社会保障とか職業の選択について、我々でも初めてのケースなので、

それこそ今塩川大臣がおっしゃった０歳から２歳までは30万やるから、なしだと

いうようなことは特区でやったらいい。ある地区で試してみたらいいと思うんで

す。社会保障関係というのは、かつて経験したことがないことが多いから、特区

で、ある地域でいろんなことをやってみると。どこが一番反響がよかったかによ

って決めるという、特区の中でそういう制度を、違った制度を実験的にやってみ

るということが非常に大事だと思うんです。 

（塩川議員） これだけ失業者が増えているんだから、お母さんはちょっと家で引っ

込んで、子どもを産めと……。 

（牛尾議員） 何々市では、人口30万のその市では全部の子どもがいるんです。そう

いうようなことを特区で、是非厚生労働省は特区に対して寛大にいろんなことを

やらせてみる。巷の噂では特区に対して厳しいというふうに聞いているんですが、

是非坂口大臣のところで、特区で一回試してみるということを大いにやって欲し

いと思います。以上です。 

（坂口臨時議員） これは少子化の問題とも非常に絡んでくる訳でありまして、諸外

国の大きなところの傾向といたしましては、女性の教育程度が高くなり、そして

勤務をしておみえになるところの方が少子化は進んでいないんです。子どもの数

は多くなってきているんです。逆に教育程度が低かったり、それから働いていな

かったりということになりますと、非常に家庭的にも厳しいものですから子ども
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の数が少ないという現象に世界の流れはなってきている。我々が考えたのは、ち

ょっと違う、逆だなというふうに思いますけれども、諸外国ではそうなってきて

いる。そうなっていない国はなぜかというと、子どもを産むことに対する障害を

そのままに残しているから産まないんだということになってまいりまして、そこ

は今までの考え方で、金をやるから家におれというだけでは具合が悪いと。そう

いう選択をする人もちろんあると思いますけれども……。 

（竹中議員） それでは奥田議員。 

（奥田議員） 今、生涯出生率が非常に下がっておるという話がございましたけれど

も、その前に問題は、結婚しないという人が多いんです。結婚をした人だけをみ

れば、そう悪くない。ところが結婚をしなくて、結局子どもが生まれない。どう

したら結婚できるのか。それを考えていくと、やはり日本の住環境とかそういう

ものが非常に悪いものですから、夫婦２人で住んで子どもを２人つくってやって

いけるような、そういう住環境を作る社会制度というか、それを作ることが結婚

して子どもを産んでいくと、そういう形になるんじゃないかと思っています。 

もう一つは、 近、非常に若年者の失業者が多いということなんですけれども、

若年労働者の中で、もちろん会社なんかに入って拘束されたくないという人が昔

に比べて非常に増えた。そういうことも言われておりますけれども、現実にいろ

いろなデータをとってみると、やはり就職はしたいんだ、したいんだけれども、

やはり行くところがない。採ってくれないから駄目なんだと、こういう話を聞い

ておると、これは景気が悪いということもあるんですが、今のところは職に対し

て人の数が多過ぎるということで、しわが若い人に寄っているということですか

ら、日本の若い人の今の状態を見ていると、ボランティアをやってみて、その上

で、例えば、会社もそういう条件だったら、そういう人は評価してやるとか、あ

るいは大学もそういうところを、そういうシステムをつくれないのかなと考えて

いるんですけれども、それはどうなんでしょうか。 

（坂口臨時議員） 今、御指摘になりました住宅の話と、それから若年者の雇用の話

は真剣に取り組まないと、やはり勤めてないのに結婚はできないという、やはり

前提条件として職業が安定しているということが大事なことだと思うんです。厚

生労働省も今までやってまいりましたけれども、どちらかと言えば、中高年のと

ころに力が入っておりまして、若年者のところは、来年は予算でかなり要求させ

ていただいておりますが、ここはしっかりやらないといけない。ちょっと見直さ

ないといけない。それでも予算の額からいきましたら６分の１ぐらいでございま

すけれども、若年者のところをもう少し力を入れて、そして文科省と同じに話を

させていただいておりますが、学生の間にいろいろ職業訓練をやっていただく、

あるいは一時そこで働いていただくというようなことを、今まで卒業したらと言

っておったんですけれども、そうじゃなくて学生時代にやっていただくというよ

うなことも加味をして、若い人たちの雇用促進ということに、これを、中高年よ

りももう一つ上へ行くぐらいのつもりで、ちょっとここをやらないといけないだ

ろうというふうに思っております。 
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住宅の問題は国土交通省に是非お願いをして、若い人たちに早く住宅を、でき

るだけ安い住宅が与えられるようなことが必要ではないかというふうに思ってお

りまして、これは総理から少子化対策に対する９月中にというお話をいただいて

おりますので、今やらせていただいておりますが、ひとつ「ネストプラン」とか

名前をつけまして、巣づくりをちゃんとするということをして、そしていくとい

うことをひとつ進めていきたいというふうに思っているところでございます。 

（牛尾議員） 強化すべき分野の中に雇用問題を入れていただいた方が印象的になる

と思いますね。 

（竹中議員） 平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） 雇用問題について、いただいた資料の11ページ以降にはちゃんと書い

てありますので、例えば、職業紹介の規制緩和、それから労働者派遣の規制緩和、

これは既に問題意識で書いていただいておりますので、これは是非環境の整備を

していただくということが非常に大切だと思います。それから雇用保険の問題で

すけれども、やはりメリハリのある制度設計にしまして、これは大臣もよく御認

識だと思いますけれども、安易な保険料率の引き上げということではなくて、や

はり適切な保障と再就職を強力に促進できる、そういうセーフティネットとして

の構築、これが私は必要だと思っております。 

それから再三お話が出ましたけれども、やはり、これから人材対策というのが

非常に大事で、人的資本への投資というのがしっかり行われるということが中長

期的に見て非常に大切だと。これが活性化の基盤になっていると思います。私ど

もが関係しておりますけれども、若年層を中心として、 近、企業自身による能

力開発だとか、職業訓練等が全体から見ると減少している訳です。その結果、必

要とされる能力と訓練が必ずしも結びついていなくて、これは雇用面でのミスマ

ッチ、失業の増大、そういったことが懸念されておりますので、そういう雇用の

ミスマッチを避けるために、人材ニーズを的確に反映した人材の育成のシステム

の構築が必要だと思っています。やはり、人間力戦略の一環として、これは企業、

そして社会のニーズを反映した、そういったシステムが必要だと思っております

ので、企業と大学と職業訓練機関等の適切な分担と連携のもとに構築されるよう

に、経済活性化を支える次世代の人材育成システムとして私どもも大いに協力を

させていただきたいと思います。そういうことで、是非ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 先に御発言をいただいて、まとめて坂口大臣からお答えいただきたい

と思います。吉川議員。 

（吉川議員） 年金と医療保険と介護保険、これから具体的にいろいろと制度改革が

議論されることになると思いますが、制度改革をするというのは、少子高齢化が

進んでいる。それを踏まえて必要な制度改革をしなければいけない。ただ、これ

は政府としてよくよく世の中に考え方を説明していただく必要があると思うんで

す。普通の人たちにも大きな影響を与える訳ですから。少子高齢化ということに
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ついては、世の中にインフォメーションが行き渡って、少子高齢化が進んでいる

ということはよく分かっている。そういう中で制度改革が必要だということはそ

うなんですが、それに加えて、２つほど世の中に対して是非とも厚生労働省とし

てよく説明していただきたい。これは財務省でもそうだと思いますが、２つポイ

ントがある。 

１つは前に大臣にもお願いしましたけれども、健康寿命の話です。これはどう

いうところに関係してくるかというと、例えばですが、年金の給付の開始年齢を

どういうところに設定するかこれから議論がいろいろ出てくると思うんですが、

ただ金がないから、それを引き上げるというのではなくて、やはり高齢者の１つ

の理想的なあり方として元気なうちは働きたいと、７割以上の人がそう思ってい

る訳です。そういうことが１つの理想の姿なんだということをしっかり説明して

いただく必要がある。医療費にも、健康寿命が上がるということは非常に大きな

影響を与える訳ですから、そういうことも説明していただく必要がある。健康寿

命との関係で医療の問題の一丁目一番地は医療の供給体制の効率化です。これは

「骨太の方針」でも、政府としてもそれを掲げられていますが、さらに進めてい

ただく必要がある。 

もう一つ高齢者の問題というのは、高齢者はばらつきが大きい。経済力あるい

は健康、20代の人を100 万人連れてくると、大部分の人は健康、大部分の人は金

を持っていないということでほとんど一様ですが、高齢者というのは経済力でも、

健康でも非常にばらつきが大きい。このことが重要なのに、どうもいろんな政府

の議論を聞いていると、ちょっと前までは高齢者は全て弱者だったのに対して、

高齢者は必ずしも弱者じゃないというのはいいんですけれども、聞いていると振

り子が逆に行って、高齢者はすべて弱者でないというように世の中でとられかね

ないような１つの流れがあるんですね。高齢者というのはばらつきが大きい訳で

すから、豊かで健康な高齢者に対しては、例えば年金など少し我慢してもらって

もよい。その点からすれば、年金の課税の問題についても、それなりの姿が見え

てくると思う。ただ、金がないからとか、金をとらなくちゃというだけで言うの

はでなくて、考え方として、こういう考え方で政府はやっているんだから、これ

は皆さん納得がいくことでしょうというのを、是非とも噛んで含んで説明してい

ただくということが必要だと思います。 

（塩川議員） 先生、私が提案したいのは、65歳以上で年金をもらっている人は、年

金を辞退して、それを積み立てておく。そして死んだら子どもに、その分は相続

財産から抜いてあげる。そうしたら親父さんは一生懸命貯めると思うんです。も

らわんでもいい人はたくさんいますよ。僕が知っているのでも随分いますよ。み

んなもらって何をしているんだと言ったら、貯金してほったらかしてあるんです。

実際もったいないと思うね。そういうのはインセンティブをつけて相続財産から

引いてやると。 

（竹中議員） 本間先生から。 

（本間議員） 後になりますので、落ち穂拾い的に整理してお話しさせていただき
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たいと思います。 

社会保障制度というのは国民生活のセーフガードでありまして、これは年金と

か、医療とか、介護とか、雇用・失業とか、そういうふうに分けて実は議論すべ

きテーマではなく、個人生活全体に関わる問題ですから、是非それぞれが一体的、

総合的にどうなっているかということを情報としてきちんと国民に与えていくと

いうことが、負担増が避けられない状況下で極めて重要なことではないかと思い

ます。そういう問題意識で、昨年も私、社会保障個人会計というものを提案させ

ていただいたんですが、厚生労働省は必ずしも御熱心ではなく、情報提供につい

ては今回初めて年金に関して、50歳以上の方々に対してどのようになるか情報提

供するということを御提示された訳です。国民各層は、例えば20代の人が再就職

を考えたり、転職を考えたりするときに、一体自分の年金はどうなるのかという

ことを視野に入れながら、これを選択する訳で、50歳以上でまもなく年金生活に

入る人だけを対象に限定的にやるというのはいかがなものか。この問題は国民の

選択を広げていくという意味では早急にＩＴ化すべき問題の１つとして取り上げ

ていただきたいと思います。 

それからもう一つ気になっておりますのは、これは財務大臣のお話とも関係す

る訳ですが、五月雨的に保険料が上がって、それが税制改革の枠外というような

イメージで国民が捉えているという問題です。例えば、介護保険料が11％上がる

とか今日新聞に出ております。あるいは雇用保険料が上がる、こういうようなこ

と。恐らく次のステップは年金保険料が上がるだろう。全体のトータルな負担と

いうものは、これは給料を見ていただくとお分かりのとおり、社会保険料という

のは一括して納めている訳です。これを分割してやっているというのは役所の都

合で、各所管があるから縦割りにして、それぞれを特別勘定にしてやっている訳

ですが、社会保障の全体勘定というものをどういう具合に位置づけて、整理をし

ていくかということをいたしませんと、かなりこれは問題があるのではないか。

先ほど徴収のレベルでの一元化ということが御提案されました。使う段階におい

ても、どのように総合的にそれを考えていくか。 

例えば年金の場合ですと、一番逼迫する状況でも、１年間分の給付レベルはこ

れを保障するような形で前倒しでとっている訳です。果たしてそれが国民の消費

あるいは貯蓄の動向の中で適切か否か、あるいは、その運用の制度の問題が果た

してきちんとやれるのかどうかというような問題と一体となって考えるべき筋合

いの問題でございます。先ほど国土交通省の場合にも申し上げたんですが、総合

的な見地から社会保障制度全体を見直して税との区分をどのようにしていくかと

いうことです。できるだけ早く、財務大臣も御指摘ございましたけれども、これ

を前倒しで厚生労働省が提案をしていくということが必要になってくるのではな

いか。それを受けて、厚生労働省におきます審議会、あるいは我々もまたその中

で議論をさせていただくということではないかと思います。 

それからもう一つは医療制度の問題でございます。これは保険者の統合の問題

を御指摘いただきまして、私はその方向性は、坂口大臣と基本的に同じとすると
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ころでありますが、あと残りの２つ、つまり高齢者医療制度をどういうぐあいに

考えるか。これは御指摘ございません。それからもう一つは診療報酬体系の見直

しであります。これは昨年総理の御指示をいただきまして、抜本医療制度改革、

第一弾は成功した訳でありますけれども、次のステップが全然スケジュール的に

も、あるいはビジョン的にも見えてこない状況。ここはやはり相当踏み込んで、

例えば、過去、診療報酬体系を見直したときに、医療制度のサービスの中に、ど

のような効果があったのかとか、あるいは中医協等の委員の選定も含めて検討し

ていかないといけないのではないか。そういうようなことが国民に分かってまい

りませんと、なかなか医療の負担がサービスの向上のために必要だという形で理

解がされないのではないかという気がいたしております。 

それからもう一つ、先ほどの保険料を前倒しで徴収してプールしておくことと

関連するのですが、各種施設の売却の問題です。厚生労働省はたくさんございま

す。グリーンピアもございます。旧労働省関係のものもございます。プールの部

分のところで損失を抱えているということでございまして、早急にこれは不良債

権処理をしなければならない。こういう部分のところについて、これはいろいろ

御努力をいただいているというぐあいに聞きますけれども、この売却を推進し、

管理を効率化していくというようなこと。これも民活で、例えば民間の方々がコ

ミットしながら促進をするような委員会の設置も含めてやっていく必要があるの

ではないか、という感じを持っています。これは相当深刻な問題ではないかとい

うぐあいに判断をいたしております。 

後に、雇用の問題でございます。もう各議員から出ておりますけれども、海

外での生活等を踏まえたときに私が個人的に思いますのは、人間力が個人のサバ

イバル能力が子どものころから落ちているのではないか。これを大学以上という

ような形で、極めて局所的な形で議論するよりも、幼、少、中ぐらいのレベルか

ら意識改革をしていくような仕組みづくり、これは是非考えていただきたいと思

います。幼稚園と保育園の仕分け等でいろいろ対立があろうかと思いますけれど

も、文部科学省との間で、人間力を子どものころからどのようにリスクテイクで

きる能力を培っていくかということを、相当抜本的に議論をいたしませんとなか

なか成果が上がっていかないのではないかと思います。是非積極的な部分、強化

すべき分野として、こういうようなところも御検討いただければというぐあいに

思います。 

（竹中議員） それでは、石原大臣の後、坂口大臣にお願いします。 

（石原臨時議員） ただいまの本間先生が御指摘されました赤字の宿泊施設、私も何

か所も見てきたんですけれども、利用料で維持費も出ないものがたくさんある訳

で、グリーンピアについてもやっと営業を停止したんですけれども、役所として

は１か所200 億円ぐらい注ぎ込んで、所長さんは天下っている人がいますので、

なかなか止めづらいんです。ですから、本間先生御指摘のように、民間の不良債

権処理という観点からの委員会を大臣の下につくられて、これまで幾らの累積赤

字があるということを国民の目に明らかにしないと、これはかなりのものだと思
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いますので、その上で不良債権処理を是非進めていっていただきたいと思います。

それからもう一点、非常に細かいことですけれども、規制緩和の推進３か年計

画に入って、例の保険者が自らがレセプトの審査、支払いを行うことを可能とす

るといって、13年度中に措置と御了解をいただいているものが、14年度になって

もまだ行われておりませんので、細かいものですけれども、民間法人化もござい

ます。先がございますので、ひとつやっていただきたいと考えております。 

以上です。 

（竹中議員） それでは、坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） 吉川先生から御提案をいただきました健康寿命の問題につきまし

ては大きな関心を持っておりまして、前国会で値上げの問題だけが大きくクロー

ズアップされましたけれども、健康増進のところの案も同じに通過をさせていた

だきました。力を入れてやっていきたいというふうに思っております。 

年金改革につきましても、先ほど申しましたように再来年が改善の年になって

おりますので、今年中に大体アウトラインをお示し申し上げて、来年１年間どう

いう案がいいかということを国民の皆さん方にも御議論をいただく場をつくって

いきたいというふうに思っております。１年間ぐらいかけないと、この問題はだ

めだろうというふうに私たちも思っておりまして、そういうスケジュールを現在

立てているところでございます。 

それから、高齢者のばらつきが非常に大きいというお話もそのとおりでござい

まして、ばらつきを頭に入れながら諸課題を取り組んでいきませんと、十把一か

らげでいきますと、大きな過ちを犯すというふうに私たちも思っておりますので、

ここは御指摘をいただきましたことを私たちも忠実に政策化したいと思っており

ます。 

本間先生から幾つかの点で御意見をいただきましたが、トータルで見なきゃな

らないと御指摘になりました。それは私たちも本当にそのとおりだというふうに

思っている訳でございますが、年金の問題でありますとか、介護の問題でありま

すとかばらばらに出てくるものですから、どういたしても、次から次へと何だと

いう話になってくる訳でございます。ここは塩川大臣のところとよく御相談をさ

せていただいて、何を税では中心にし、何を保険を中心にするのかということに

ついての議論を早急に詰めさせていただかないといけないというふうに考えてい

る訳でございます。 

高齢者医療の問題でございますとか、診療報酬の問題につきましては、これは

今抜本改革の中で同時進行で、先ほど申しませんでしたけれども、進めさせてい

ただいております。大体９月中の診療報酬の今後の進め方と保険の一元化の問題

と医療の質を高める問題と、これらの大体の考え方を取りまとめたいというふう

に思っているところでございます。高齢者医療についてでございますが、これは

突き抜け方式でございますとか、独立方式でございますとかいろいろなことを言

われておりますが、先ほど申しましたように、年齢だとか、あるいは所得の調整

をしながら、都道府県単位で統合をしていくということが可能であれば、私は敢
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えて高齢者保険というものをつくらなくてもいいのではないかと個人的にはそう

思っておる次第でございます。 

それから、雇用のサバイバル意識のお話をしていただきましたが、ここは文部

科学省との間の話はなかなかそこまでまいっておりませんので、今後の課題の中

にそこは含めていきたいというふうに思います。 

それから、石原大臣の御指摘をいただきました不良債権処理の問題、これは私

も実は大変気になりまして、早くこれが処理できないかということを言う訳です

が、余りにも引き取り手がないものですから、たたき売りをしなければならない

ということでございまして、そこを一体どうするかというのは、なかなか私たち

も踏ん切りのつかないところでございます。御指摘をいただきましたように、不

良債権処理の検討委員会でもつくりまして、そしてそこでやるということはいい

御提案でございますので、そういうふうにさせていただきたいというふうに思い

ます。 

それから保険者給付の問題、これは御指摘いただいたように、３月29日に閣議

決定をしていただいた問題でございまして、13年度中にやれということでござい

ましたけれども、２、３日しかございませんでした。これは事務方はやりたいと

言っておりまして、早くもやらせて欲しいということを言っております。しかし、

先ほどお話が出ましたように、診療報酬の基準の見直しの問題、これが特に大き

い訳でございますが、ここは医療関係者と大勝負を実はしなければならないとい

うふうに思っております。この大勝負をするときに、先に細かいので対立してお

っては具合が悪いものですから、まとめてやりたいと考えておりまして、ここは

私が抑えさせていただいております。これは今年中に大勝負をしなきゃいけない

というふうに思っておるところでございます。 

それから、これはどなたに御指摘をいただいたんでしょうか、いわゆる強化す

べきところの雇用の問題、事務局はここへ入れて欲しいと言ったんです。ところ

が、私は３つずつ挙げてあるので、ここだけ４つにはできんと言って、すみませ

ん、削った訳でございまして、決して思っていない訳ではございませんで、保険

全体の中の大きなアウトラインの中でここは考えていくというふうにしていると

ころでございますので、どうぞお許しをいただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。大変多岐にわたる分野なので、また、

要約がいつも以上に難しいのですが、あえて乱暴に要約させていただきます。今

日、幅広くある意味で合意がなされたこととしましては必置規制を見直す。厚労

省関係の必置規制をかなり強力に見直していただく。これは坂口大臣のイニシア

ティブで是非お願いするということだと思います。 

医療保険の統合、一元化の手順を示す。これも坂口大臣の方から予算等々にも

絡みますので、やはり10月とかそのぐらいにお願いするということなのではない

かと思います。 

今、お話のありました保険者によるレセプトの審査、支払いは大勝負を受けて
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今年中とか、遠くないうちにやっていただけるということだと思います。 

それから、各種施設の売却については、民間の方がコミットする委員会をつく

ってはどうかという提案を大臣に受けていただきまして、その方向で実現をして

いただくということではなかったかと思います。 

１つ強い要望がありましたのは、年金等、特にこれは塩川大臣の方から国庫負

担２分の１の原資の問題も含めて原案を早く示してくれないかと、繰り上げて示

してくれないかとの御指摘があった。これは審議会の審議もあろうかと思います

が、これもやはりできれば10月とか11月にやっていただけるか。これは後でまた

御確認をさせていただきます。 

それと、税と保険の哲学を提示しろというのは、これは実はこの諮問会議でず

っと言われていたことでありながらなかなかできていないことでありますので、

坂口大臣の方から年金改革の考え方を示していただくのと歩調を合わせる形で、

これは諮問会議の方で責任を持ってしっかりと税と保険の考え方、これは複数に

なるかもしれませんが、提示するということは、これは進行係としては責任を持

ってやりたいと思います。 

坂口大臣の方に強い要望として出された点が幾つかあったと思います。それは

少子化対策として、０－１歳児育児の対応を抜本的に見直す必要があるのではな

いかという御意見であります。それと、片山大臣の方からは児童相談所を県から

市へ、保健所長は医者ではなくてもいいのではないか、薬局の許認可許可権を知

事から市長へと、それについて前向きに御検討いただきたいということであった

と思います。これについても御検討をいただけると思います。 

あと特区については、特に厚生労働省関係の特区は、是非積極的に活用して欲

しいという強い要望があったということだと思います。 

あと雇用対策について、特に若年ですね。今日意見が出ませんでしたけれども、

企業が社員訓練を行う、その社員訓練を行うのを一般に開放するのをコーポレー

ト・ユニバーシティとかいいますが、そういったものを行う。これはＩＢＭなん

かがやっている訳ですが、トヨタがそういったことをやる場合、例えば、そうい

ったものに対して政策的に何か支援ができないかというようなこととか、ボラン

ティアやインターン、つまり若い人に将来を担う人材であるんだから、何らかの

ことをしっかりやってもらうような仕組みを含めて考えなければいけないのでは

ないだろうか。若い人の場合、雇用保険に入っていない訳でありますから、その

訓練費用をどうするかということも含めて、若年の総合的な雇用対策について、

これも予算編成にあわせて一度大臣の方から案を示していただくということが適

切ではないかと思います。 

さらには、この分野は大変国民生活とつながりが深いので、いわゆる説明責任、

本間議員が前から主張しておられる社会保障個人会計の問題等々も含めて全体的

な姿を責任をもって示して欲しい。実は家計の負担増の問題は、諮問会議として

も来年度の経済見通しを考える上で大変直接的な問題でありますので、そこは内

閣府と厚労省とよく協力しながら、一度秋に負担増とマクロ経済の関係を示すと
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いうことも考えたいと思います。 

あと医療報酬体系の見直しについて、更なる進捗を期待したいということであ

ったかと思います。 

あと人間力につきましては問題は大きいと思いますが、明日、文部科学大臣に

も来ていただきますので、そのときに議論をさらに発展させるということかと思

います。 

坂口大臣、今の点について何かございますか。 

（坂口臨時議員） 今、御指摘をいただきました中で、我々のプログラムの中に入っ

ていなかったのは、いわゆる税で行うのか、それとも保険で行うのかということ

の決定を厚生労働省の中でするということはプログラムになかったということで

ございます。これはちょっと財務省にやってもらわないといけないなという気持

ちでおりましたけれども、厚生労働省でそのことを、将来のことを見据えて、そ

して何を税で、何を保険でいくかということの考え方を示せということでござい

ましたら、これは至急私たちもやらなければいけないというふうに思います。 

（竹中議員） 総理コメントを。 

（小泉議長） 私も厚生大臣をやったせいか、坂口大臣の言うことは十分分かってい

るんですが、これは活力ある経済改革、財政改革、行政改革をやる際にも、ここ

まで築き上げてきた年金と医療と介護、これは社会保障の基本ですから、これだ

け制度を持っている国というのは世界でもごくわずか。介護保険導入の際も賛否

両論がありました。しかし、今、介護保険制度を導入してみて、不十分だという

声があっても、廃止しろという声はごく少数です。この歳出を考える場合、税制

の場合は、税負担の重い部分を減税すると必ず金持ち優遇だというような批判が

出てくるんですけれども、歳出でしっかり年金と医療と介護、そして生活保護も、

むしろ働かなくてもいいよという生活保護じゃなくて、就労を促すような生活保

護、これがやはり基盤、安定した安心した社会生活を作るには一番の基本だと思

います。 

よく税か保険かというんですけれども、これは税も保険も折衷ですよ。とられ

る方は保険料でも税と同じなんだから、介護保険の方は負担が軽ければ介護サー

ビスは少ないですよ。介護サービスがよければ負担が多いですよというのが分か

っている。ところが、今、年金の方は給付にあわせてどんどん保険料が上がって

いっちゃう。これは今後高齢者はどんどん増えるというときに、年金と医療と保

険と一体で考えなければならない大事な点だと思います。 

あと雇用づくり。できるだけ就労の機会を広げる、雇用を作るというのが経済

活性化で一番大事な点ですから、その点をよく考えて改革をやっていただきたい

と思います。 

（坂口臨時議員） 雇用の問題は、私の方は失業者が出たときに、それをどうするか

ということだけしか今まで考えてこなかったものですから、雇用を創出をすると

いうことも、やはり我々は考えていかなければならないということに、考え方を

昨年から少し転換をいたしておりまして、これは経済産業省とも一緒にやらせて
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いただいたり、一括してするのではなくて、地域で考えていただいたのを吸い上

げるということを今スタートさせていただいているところでございます。御指摘

いただきましたことを十分に考えていきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

あと５分、10分お時間をいただきたいんですが、今、歳出改革の議論を進めて

おりますが、９月以降の進め方について民間議員から御発言があるということで

ございますので、牛尾議員よろしくお願いします。 

（坂口臨時議員、石原臨時議員退室） 

（牛尾議員） ９月にいろんな問題が一気に終結する方向に進んでいる訳ですが、税

制改革も政府税調の総会が来週ありますし、規制改革も９月の中旬にいよいよ特

区等、また中間発表の実行の計画もあるし、四位一体の歳出改革以外には金融シ

ステム問題が控えていまして、特に金融に関しては、ペイオフの問題等決済的な

預金については例外とするというところが正確には理解されていない。ペイオフ

はやめたんじゃないかと言っている人もいるぐらいですから、これも一度経済財

政諮問会議できちっとした正確な説明と我々の適切な評価という部分を発表する

必要があるだろう。でないと、今新聞が書いてあることを見ると訳が分からなく

なってしまって、やはり９月の経済財政諮問会議で金融庁にしゃべってもらって、

我々が正しい説明を媒体として、また正確な評価をする必要がある。 

それでまた４つが連動しておりまして、すべての４つの問題がパッケージとし

てどういうふうに収まるかということは、経済財政諮問会議で上手にまとめてい

く必要があると思うので、その辺の問題、特に一番初めは税制改革がやってくる

と思うんですが、やはり９日までぐらいに、そういうことをする必要があるので

はないかということ。 

もう一つは今日話が出ました国有財産の売却というものは財政困難の中で非常

に重要な要件で、それは国家の持っている財産のみならず、各省の持っている特

殊法人なんかの財産が非常に多くて、その一覧表すら我々は持っていない訳です。

一体幾らになっているのか。また、売れないんじゃなくて、売らないという部分

があるので、ちょっと言葉を返すようで申し訳ないんですが、本人が売る気がな

きゃ売れないのは同じで、売る気があれば、そういう民間業者は幾らでもあるん

だし、それが安めに売っても、買った方が、民間人にとっては活性化のスタート

になる訳ですから、各省全部、国有であろうが、特殊法人が持っていようが、年

金が持っていようが、そういうものを全部一堂に集めてみる必要がある。そうい

うことで財源というものを真剣に取り組む必要があるのではないかという意味で

は、理財局かなんかからも、そういうプロでありますから説明をしてもらうと非

常にやりやすいんじゃないかという気があります。そういう点で９月は非常に大

事でありますので、どういうテーマにするかということを計画的に考える必要が

あるということで、できれば明日ぐらいに決めてもらうと非常にいいんじゃない

かと思っております。 

38




平成 14 年第 24 回 議事録 

（竹中議員） 関連して何かございますか。 

（奥田議員） 私から規制改革の件で、石原大臣がちょうど出ていますのでお願いし

たいんですが、やはり総理のリーダーシップで、今、総合規制改革会議がやられ

ている訳ですが、なかなか思ったように進捗しないと、こういう話が出ておりま

して、一度やはり宮内議長に再度御出馬いただいて、財政諮問会議でも集中的に

これらについて審議をしないと、規制改革はどんどん遅れていくということにな

ると思いますので、それも今年のスケジュールの中に入れていただきたいなと思

っています。 

（吉川議員） 牛尾議員がおっしゃったように、現在、予算、歳出の話をしています

が、歳出と税と規制改革と金融の問題と、この４つはいろいろ関係している。で

すから、政府の経済政策として、その４つをいつも束ねて考えるというのが必要

だ。諮問会議の場では、是非ともそういう視点でお願いをしたい。昨日も金融の

問題と平沼大臣のところの産業再生の問題が関係することを指摘しました。今、

ペイオフの問題も出ました。これから本間先生から詳しいお話があるかと思いま

すが、税の問題もこの９月から本格的にいろんな議論が出てくると思うんですが、

税が税の中だけで議論されていると我々としては余りうまくないと思っています。

一方で経済の状況というのがありますね。歳出を抑え込むということを我々提案

している訳ですから、今のような経済の中で歳出をカットして、税の方も仮に負

担増のようなことだけでは、「改革と展望」のシナリオを実現できないのではな

いかと我々としては危惧を持つということなんですね。ですから、歳出と税を両

にらみで是非とも議論していただかないと困る。これが私の意見です。 

（本間議員） 税制改革につきまして、新聞報道等でいろいろ我々も情報を得ている

ところなんですが、幾分当初の目的からすると乖離が生じ始めているのではない

かというのが民間４議員の基本的な認識であります。そもそも総理が６月に諮問

会議及び税制調査会に対して、「包括的かつ抜本的」な改革をするということで

スタートをしてきております。抜本的な税制改革というのは、普通本則のところ

を見直す、基本的には制度改革をする、そういう意味であります。一時的な減税

は景気対策等で重要であるということは認める訳でありますけれども、メジャー

な関心は、制度改革の部分の見直しをしていくことですから、これをもう一度再

確認する必要があるのではないかという気がいたします。 

それからもう一つ。以前、中立か、活力かということで議論をした訳でありま

すけれども、その当時活力は何か特別のことをやるようなイメージで我々は非難

されたという記憶もある訳です。その後の経緯を見てみますと、活力を主張した

我々は一般的な制度改革として課税ベースを極力広げ法人税の税率を引き下げる

ことを提案しており、中立という形で御議論された方は一時的な政策減税を提案

される、こういうねじれ現象が生じております。これはちょっと国民から見ると

分かりづらいなと。抜本的な改革というのは、これは先ほども申し上げましたと

おり、やはり原則に忠実な税制改革というものを実現していくということでござ

いますので、是非恒久的・制度的な増減税だと明確化していくということが必要

 39




平成 14 年第 24 回 議事録 

だろうと思います。 

それからもう一つ混乱をしておりますのは税収の中立性という概念であります。

時系列的な要素の中でこれをどうとらえるか。一部報道されておりますように、

政策減税を前倒しにして、そして恒久的な部分の増税でそれを賄うと、こういう

考え方がある訳です。お手元に有識者議員提出の参考資料として図表を用意いた

しております。その点のイメージをちょっと共有をした方がいいかと思いますの

で、見ていただきたいと思います。本格的な税制改革というのは、先ほど申し上

げましたけれども、恒久的な増税を行うとか、あるいは歳出の削減をした部分を

財源として、それを恒久的な減税に回すというのが基本的なスタイルであります

が、経済活性化等の関連の中で、減税の前倒しをして活力を引き起こし、さらに

一次減税を組み合わせるというようなことが必要になってくると思います。しか

し、その際も一時的な政策減税の部分は、一時的な増税で対応させ、そして恒久

的な部分のところは、恒久的な増税については追加的な歳出削減で賄うというこ

とをいたしませんと、対象の年限が過ぎますと増税のところだけ残っていく。こ

ういうようなことになりますので、正直にそれを言って実施するのであれば、そ

れは１つの考え方なのだろうと思いますが、それを税収中立だと言って行うのは、

歳出削減等に対してもマイナスになってくる可能性があるのではないかと思いま

す。さらに、それを前提にして例えば政策減税をやっても、後で期間を過ぎれば

ネットの増税が待ち構えているということになれば、設備投資等に対する効果の

面でも、非常に大きな阻害的な要素になっていくということでございまして、そ

の辺の部分に留意しながらやっていく必要があるんだろうと思います。 

それから、マクロ経済と整合的な税制改革というのは、一番のスタート台は「改

革と展望」でございまして、このシナリオが維持できるかどうかということが非

常に大きなポイントだろうと思います。例えば来年0.6％成長を達成できるかどう

か、次に1 1/2％以上の成長率が達成できるかどうか。シナリオを描いた前提を税

制改革等で変更することになりますが、そのときにシナリオが維持できるのかと

いうことでございます。先ほどの保険料の引き上げ等が入ってまいりますと、減

税の規模がかなりそれを相殺するような形になりませんと、この「改革と展望」

のシナリオが実現できない危険性もあるのではないかということを恐れておりま

す。それから、先ほどから強調しておりますけれども、歳出改革と一体としない

で税の世界だけで議論していくということは極めて危険だろうと思います。 

後に小泉構造改革というのは、国民にきちんと目指すところを明らかにし、

プロセスをはっきりと示しながら総理がリーダーシップをとられるということが

基本的なスタイルでございますので、その意味でも、是非税制改革を実現してい

く場合には、そのプロセスを工夫をし、国民の理解を深めていくという努力をお

願いいたしたい。そうでないと、税制改革がうまく進まないのではと、私、今、

危惧いたしておるところでございまして、この辺のところを今後諮問会議の場で

御議論をいただければと思います。 

（塩川議員） 本間先生の考え方は私たちも了解しておりますけれども、私の方の考
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えをちょっと聞いていただきたいと思います。 

抜本的改革というのが長期的な改革ということと直接結びつくものではないと

思うんです。というのは、税はそんなに長期的な制度としては存続し得ない。税

というのは経済の変動に対して非常に敏感なものですから、私が考えております

のは、考え方は長期的な展望に立って、さっきおっしゃった公正、中立、簡素と

いう哲学、これに活性化を入れていったものにして、活性化をしながら中立を図

っていくということはできるんですから、これをやっていこうということ。 

それからもう一つは、国と地方との見方をどうするかということ。これは抜本

的な改正になってくるんです。これも我々急いでやらなきゃいかんと思っている

んですが、しかし、個々に経済情勢に合った現実的な税制というものは当面中期

的な展望でいいのではないか。それしか事実上難しいのではないか。中期的な展

望というものはどうかということになれば、「改革と展望」で示された４年とい

うことになるのか、４年後２つに割って、３年と５年とやったら、足して２で割

ったら４年と。それは冗談としても、 初４、５年ぐらいの中期展望でやったら

いいのではないかと思ったりしております。 

それと私が一番恐れておりますのは、減税だけが先行してしまったら、増税は

絶対とれないというのは過去の私らの経験則なんです。ですから、増減税は一体

にしてもらわないと困ると、この原則だけは維持したいと。あとの中身について

は税調なり、あるいはこの諮問会議等でいろんな意見を聞いて考えてもらいたい

と思っておりますが、アイディアはあるのかといったら、私はアイディアをどん

どん何ぼでも出しますから、アイディアはアイディアとして……。 

（片山議員） これは大議論になりますから、今日はこれ以上やったって……。 

（竹中議員） 今日はこれ以上やりません。 

（片山議員） 追加的な歳出削減がこんなに安定的に出る訳がないでしょう。どうい

う計算なのか、それを聞きたいのです。もうやめたらいかがですか。とっくに時

間は過ぎていますよ。 

（竹中議員） 今終わりますので、すみません。今、問題提起をいただきましたのは、

９月以降のスケジュールを作る段階での問題を言っていただきましたので、これ

を私の方で各大臣といろいろ相談して案を提起したいと思います。これはそうい

うものではありません。来年度ですので。今日の議論は、御指摘のとおり時間を

かけてしっかりやらなければならない議論であります。次回、次回というのは明

日ですけれども、明日は集中審議ですので、９月以降の予定につきましては各大

臣と御相談しまして、しっかりと四位一体が反映できるように私の方で案を提示

したいと思います。時間を過ぎて大変申し訳ありませんでした。 

（以 上） 
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