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平成 14 年第 24 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年８月 29 日（木）16:35～19:16 
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 片山 虎之助 総務大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
同 平沼 赳夫 経済産業大臣 
同 速水  優 日本銀行総裁 
同 牛尾  治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 
同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 
同 本間  正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 
同 吉川  洋 東京大学大学院経済学研究科教授 
臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 
同 扇 千景 国土交通大臣 
同 石原 伸晃 行政改革・規制改革担当大臣 

           
（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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された。 
 
○制度・政策改革集中審議について（扇大臣） 
（扇臨時議員） 昨年は４省庁統合で、全力で４省庁の壁を除くことに努力。２年目に入

り、その努力をどう実効につなげるかが我々の 15 年度予算編成等の大きな目玉。 
   資料を説明する。20 世紀は「均衡ある国土の発展」として、国が定めた全国一律

の基準で社会資本整備を底上げしてきた。21 世紀は「個性ある地域の発展」へ転換
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する。国土交通省の大きな転換の目玉。是非、頭に置いておいて欲しい。 
   ２ページ。なぜ「個性ある地域の発展」へ転換するか。1番目に全国一律の画一的

規格・基準をやめるということ。ローカルルールで、個性を生かしていく。２番目に、
官主導の計画決定を住民参加型に。３番目に、国、地方が個々に事業決定する方式か
ら、国と地方が連携して事業決定する方式に。その際、一番下の４番目にあるように
「『広域ブロック』を重視」。路線は既にできている。 

   ３ページ。ローカルルールの具体例を示している。 
   ４ページ。国土交通省は 10 本の長期計画を作っていたが、そのうち８本が 14 年度

で切れる。これまで、長期計画は予算を均一的にとる手法に使われ過ぎていた。国土
交通省になったので、旧建設、旧運輸の壁を乗り越え、時期も、コストダウンも、成
果も一体でつくる。15 年度に期限切れとなる「治水」も含めて 10 本のうち９本まで
を全部見直す。その中で１つだけ申し上げたいのは、14 年度で切れる「道路整備」。
道路特定財源の道路整備に関しては金額を入れなければならない。ある程度これはや
むを得ない。また、海岸事業は農水省との共管、交通安全施設は国家公安委員会との
共管であるが、各省庁と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く。
こういう長期計画はかつてなかった。いわゆる 21 世紀型の長期計画。これまでの事
業分野の計画から、重点化と集中化のために一本化し、大きく転換した。 

   ５ページ。成田から都心まで、今まで１時間近くかかっていた。成田から羽田まで
は２時間。それを成田から都心まで 30 分台、成田と羽田間は１時間で行けるように
なる。１本の電車で全部行ける。 
 ６ページ。国庫補助金の問題。補助金は地方自治体と一体。交付税、あるいは税源
移譲を含む税配分のあり方は今後の大きな課題。特定財源の税率も関連。特定財源と
補助金がどうリンクするかもある。 

   ７ページ。コスト構造改革。コスト縮減は実行している。あらゆる面で取り組んで
いる。電子入札はもちろん、あらゆる点でコスト縮減を図る。 

   ８ページ。地籍調査。戦後から今日まで、全国の 3,246 市町村の中で 799 市町村は
全く調査せず。一般の方の協力がなかなか得られない。自分の家を建てるというと、
隣の境界線で初めて出てくるが、一般の市町村の地籍となったら協力してくれない。
進捗状態 18％と都市部は特に情ない。これをはっきりしないと公共事業はできない
し、公共用地の取得にも弊害がある。事業のスピードアップ、コスト縮減を図る上で
も是非必要。 

   ９ページ。国土交通省は電子入札を既に 13 年度から導入。計画を１年前倒しで 15
年度から約４万件の国土交通省の入札はすべて電子入札をする。公共事業全体で約
2,000 から 3,000 億円のコスト縮減。 

   10 ページ。大規模プロジェクトの見直し。あらゆる面で再評価する。国土交通省
は事前評価、再評価、事後評価、この評価制度を一番最初に取り入れ、既に実行。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、
10 年度から 229 事業を中止。これによって約３兆 4,000 億円を節約。 

   11 ページ。観光は 21 世紀のリーディング産業であり、我が国経済を強力に牽引す
る。そのためにもお客を受け入れる空港整備がまだまだ未整備。25 年経ってやっと
成田が暫定滑走路では誠に遺憾千万。 

   12 ページ。ＥＴＣを完全に実施していきたい。今、高速道路に入ると「もぎり」
で切符をとる。この「もぎり」の道路公団子会社が 25 社。12 年度だけで、関連会社
も含めて道路公団は 875 億円を払っている。ＥＴＣにしたら全部要らなくなる。道路
も安くできる。ＥＴＣをガソリンスタンドなどでも広範囲に活用できるようにし、一
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日も早く実現したい。 
   13 ページ。ＩＣ化。ワールドカップサッカーの時にＩＣカードプロジェクトを実

施して、ウォンと円を初めて使った。いかに便利であるかを世界に示した。ＪＲと私
鉄では改札が違う。ＪＲと私鉄が共通のカードでということも含め、ＩＣカードの適
用範囲を広げていきたい。 

   14 ページ。防災情報を集約し、光ファイバーネッ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。 

   15 ページ。官庁の営繕統一化。各省庁に営繕があり、それぞれも仕様書。各省庁
間で 780 箇所の不統一がある。これでは民間はとてもできない。私はこれを民間の仕
様書に一本化したい。これによりＰＦＩの推進が弾む。 

   16 ページ。国際拠点空港。関空が去年の９．11 以来使用回数が減っており、２期
工事は必要でないとの議論があるが、２期工事は必要。成田の二の舞はしたくない。
関空の２期工事を仕上げ、空港容量が 10 万回増えた時に、関空の国際線が現在の 13
万回程度にとどまっている場合は、国際線と国内線が目の前で乗り換えができたら有
難い。伊丹に今までどれだけ出しているか。今までの周辺事業費は 6,334 億円。うち
伊丹空港自体の整備費は 1,110 億円。６倍のお金をかけて周辺に配慮。これでは、伊
丹が出て行けと言ったことと整合性がない。しかも、今度は神戸空港。関空の 10 万
回を神戸空港が代替わりできるのであれば賛成したい。そうすると、関空からは、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。関西の
３空港の見直しぐらいは、皆さん方からも声が出てもしかるべきではないか。 

   17 ページ。羽田の４本目の滑走路は当然公共事業というのがそもそもの発想。関
空のように早くしたいから第三セクターをつくったというのは本来のスタイルでは
ない。むしろ国際と看板を張る以上は公共でつくる。その代わり国が責任を持つ。今
のようなに諸外国の３倍の着陸料では、やがて日本は世間から笑いものにされる。イ
ギリスのヒースローは 78,000 円の着陸料、日本は 90 万円超。今のやり方では着陸料
を安くすることはできない。 

   最後に、経済財政諮問会議ができて喜んでいるが、国民が元気が出ることを言って
いただくことも経済財政諮問会議には期待してます。 

（奥田議員） 資料の５ページの成田と羽田の問題は、関西と中部も同じ。相当時間の短
縮には敬意を表したいが、世界の空港で乗り継ぎに 30 分、１時間とかかるのは常識
外の話。行政面で何か考えてやれないか。中部空港についても、小牧は撤収という話
が出ているが、今更出ていっても困るという話も出ており、伊丹と同じだ。あるもの
を使うことや、また短縮することはいいが、東京という大都市で、国際線から国内線
に１時間近くかけて乗り換えることは恥ずかしい。 

（扇臨時議員） 成田を造ったときに、政治的判断で 30 分以内というのは当然できてい
るべき。高度成長で財力があるときにしなかったことは残念の極み。成田は 33 か国
が順番を待っているが、大きなジャンボが２本目を使えないため、羽田に新たな滑走
路ができることにより、国際線も受け入れることができる。今も国賓や総理専用機は
羽田から離発着するが、一般の人がなぜ使えないのか。羽田の４本目は集中的にやる。
道路特定財源を減らすのではなく、圏央道、中央環状線に集中的にやって、この都市
が国際的に恥ずかしいものを早く解消する。皆さんから声を上げていただきたい。 

（奥田議員） 同感。海外に出る時に成田と羽田で移動とはばかげた話。このままでいっ
たら乗り継ぐためにみんな韓国や中国に行ってしまう。 

（扇臨時議員） ソウル経由が一番安く時間も短縮できる。 
（片山議員） ５か年計画を、10 本をまとめるのはいいが、今の５か年計画は単独事業
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も入っている。目標を示すというが、地方の金でやる単独事業がこの中に入っている
のか。 
直轄事業は本来国が全て負担すべきだが、地方からも負担金をとっている。１兆円

以上だ。それは仕方ないにしても、直轄事業でできた道路等の管理も地方から 2,000 
億円とっている。せめてそれは地方から負担金をとらないようにして欲しい。地方の
要望だ。検討して欲しい。 

（扇臨時議員） はい。 
（片山議員） 道路特定財源はどうされるか。用途を広げるということだろうが、国が３

兆 4,000 億円で、地方が２兆 2,000 億円。３兆 4,000 億円のうちに補助金１兆円、
交付金 7,000 億円が地方に行く。実際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。これはぜひ考えていただきたい。国道はほぼ整備が
終わっているので他に転用という議論が出ているが、地方は都道府県道が６割で市町
村道が５割の整備状況。道路特定財源のあり方を考えるときに、一部を地方譲与税に
することを検討して欲しい。本当は目的税がいいが、それが無理なら譲与税方式を道
路特定財源の用途として検討いただきたい。 

   それから、人口４、５０万の中核市が 30 市ある。用途地域の変更、風致地区の設
定、道路の幅等、都市計画の権限をもっと中核市に下ろして欲しい。 

（扇臨時議員） 道路特定財源に関しては、道路関係特定財源と言うくらい、広範囲に使
ってきた。道路特定財源は不公平感が国民の間にあることを頭に置かなければならな
い。重油、原油等は企業は安く、一般は暫定税率で 25 倍だ。大企業だけ安いのはお
かしいというのがユーザーの声だ。道路だけではなく、都市計画等々に入れるべきと
ぜひ言っていただきたい。用途の拡大によってユーザーも納得できる。受益者負担で
あれば、その人たちがうまく使えるような使い方をすべきだ。 

（片山議員） 今、街路や公団の道路に使っており、かなり拡大。今後私は譲与税で地方
の道路に使える仕組みを考えるべきだと思う。御検討ください。 

（本間議員） 道路の問題は、真に広域的なものを除けば地方に移管していく精神をはっ
きり出すべき。地方分権の時代だから、財源、規制等の問題全体についてスケジュー
ルを示して地方に移していかないと。各地域の個性、特性も違う。下水道も含めてぜ
ひ御検討いただきたい。 

  長期計画の問題でいろいろ議論があるときに、新たに事業量、額も含め、今の段階
で議論することが適切なのか。特定財源等の絡みでそれが必要だとおっしゃるが、ま
ず凍結をして、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
流れの中で見直すことが必要ではないか。空港などミクロ的には社会資本が不足だと
いう議論がある。それは社会資本整備全体の中での配分の問題と無関係ではない。計
画で一本化しても、予算で、局課の対立があって再配分が進んでいかないのではない
か。この点については、民間の第三者機関でも結構だが、全体の計画の中で資源配分
の問題を考える場を作ることが、空港等に重点的な整備を可能にする大きな要素だ。
空港特会の中で、関空、伊丹、神戸という矛盾を引き起こすのではなく、より整合的
なあり方が求められている。総合的な視点をどうするかお考えいただきたい。 

（扇臨時議員） 資料に、「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」とある。絶対にこれをすべきだ。霞が関では百年デザインを出したこと
がないが、21 世紀の最後に日本をどういうふうにするか、例えば国際空港はどう必
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。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
えないということは今までは建設・運輸が縦割りでできていなかった。今年中に百年
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デザインを国土交通省から発表させていただく。それをお金があるときに順番に、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。 

（本間議員） 補足する。長期計画の背景には緊急措置法がある。個別の措置法は廃止す
るぐらいのことを考えていただかないと、統合の実が上がらない。特定財源の見直し、
空港特会の問題も含め、総合的な再検討ができるような枠組みをつくるべき。若手の
方々がなさることは結構だが、インサイダーだけで議論すると、客観性が疑われる。
外部者も含めてきちんと精査していくべき。長期計画は常に過大に需要、収益を見積
もり、それが実現しないことが大きな問題だ。総理、石原大臣の御指導のもと、道路
のいろいろな議論が進展しており、これをきっかけに社会資本整備計画を全体の中で
どう整合化していくかを御検討いただきたい。 

（扇臨時議員） 今のは大変大事。９本を１本にするためには閣議決定が必要。閣議決定
できるよう今後どうもっていくかが答えだ。 

   道路のことは石原大臣のところで大変論議が出ている。はっきり出てからでないと
コメントのしようがないが、旧国鉄の 18 名の役員が、ＪＲ７社に分かれて、96 名に
なっている。道路公団は役員９人だが、分割したり、上下分離すれば、屋上屋で役員
がいる。それが果たして見直しになるのかを含めて今後検討していきたい。 

（吉川議員） 繰り返しになるが、ほかの先進国に比べ、公共投資はマクロで見ると日本
は過大。一方、パフォーマンスでは非常に問題がある。つまり配分が悪い。それを見
直さなければならない。総額を抑えながら、配分を徹底的に見直すことが政府の新し
い方針。 

   そのためにはいろいろ具体的に工夫しなければならない。昭和 27 年にできた緊急
措置法を半世紀ぶりに見直すことも必要。 
  官公需法だが、公共投資の効率性や、単価の見直しを盛んに財務大臣はおっしゃる
が、もう一方で矛盾することを閣議決定しており、見直す必要がある。 
日本の公共投資は、空港が一番の象徴で、港でもハブ機能を失いつつある。配分が

悪い。この徹底的な見直しに、国の存亡がかかっている。 
（牛尾議員） 大臣の方向性、考え方は同感するところが多いが、「均衡ある国土の発展」

から「個性ある地域の発展」と７、８年前から盛んに言っていて、それが主たる考え
方になってから２、３年経つ。また国家プロジェクトを限定して、できるだけ地方に
という話もかなり歴史を持っている。これを３、４年間の間にどう実現するか、工程
表を示す必要がある。 

   公共事業計画が１本になるのは結構だが、優先順位、リードタイムをどう考えるか、
総合的に見てどう減らすか、そういうことをきちんと入れるべき。羅列的になり過ぎ
ている。 

   これだけ重要な長期計画を決めるときに、我々から見るとわからないことだらけだ。
今井委員会もディスクロージャーによって国民の関心は急激に増えた。長期計画をま
とめる場合も、過去の失敗を表に出す必要がある。着工前の需要予測と完成後の実際
の需要データ等の例も全部出して考える。そういう事実を知るためには１年ぐらいか
かるので、結論的には、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。一回全部表に出す。道路公団の場合は総理の英断で大変に激しい委員会
ができて物議を醸したが、国民としてはプラス。長期計画も国民が知りたいことを出
して、プライオリティ、リードタイム、総合性の中で考える。世論が出てきて進めて
いくというプロセスを真剣に考えるべきだ。 

（塩川議員） 扇大臣の努力は新しい方向だが、百年のビジョンが、かつての国土総合開
発計画のようにならないようにお願いしたい。そのためには、緊措法の廃止をこの際
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考えて欲しい。それから、入札方法を考え直して、本格的なコスト削減に取り組んで
もらいたい。 

（石原臨時議員） 長期計画を１つにまとめて 100 年後の日本の姿に合った再配分という
ものを模索されることには敬意を表する。道路については、高速道路整備計画 9,342
キロ、四全総にある 11,520 キロなど、時代の変遷とともに必要ではないものも出て
いるのではないか。明日総理に今井委員会から中間報告がなされるが、いわゆる施行
命令の出ている 9,064 キロについても、こういう議論が緒についたところで、国費を
入れない限り全部はできないということが明らかになった。規格の見直し、作らない
という再検討をという中間報告がなされる。道路５計においても、更なる見直しを御
検討願いたい。 

（奥田議員） 道路特定財源の問題については、誰も触れたがらず、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。今後税制を集中的にやるときに、もう一回、
暫定と本則の調整や、もう片一方で必要な道路とは一体何か、どこまでヒモをつける
のかについて十分な検討と討議が要る。よろしくお願いしたい。 

（片山議員） これは半分以上税制だ。それが５か年計画の財源としてリンクしている。
５か年計画の財源の部分が遮断されると、税制としてどう考えるかという議論になる。 

（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何も出ないのか。 
（片山議員） いや、それは議論されてもいい。半分以上は税制の問題だ。 
（扇臨時議員）  地方への移譲は、権限だけではなくて、金額もつけていく。既に本年度

からやっている。公共事業の一括配分、国土交通省は約３兆 7,000 億円を一括配分し
ている。これは公共投資の 33％に及ぶ。権限と金額をつけて移譲して、ブロックご
とに順序を決めて欲しいと、33％を一括配分していることは御確認いただきたい。 

   下水道は、人口密度に応じて、下水道、農業排水を一緒にしたり、合併処理を組み
合わせる。人口配分でこれだけの人口だったらという地図、基準をつくっている。一
括して無駄のないようにしていきたい。日本の社会資本整備は 100 年遅れているこ
とは事実。地域の人口差とそれに応じた公共工事のあり方を考えていきたい。 

   最後に、官公需法。これは経済産業省の持ち分であるが、中小企業への発注割合分
で国が 45.1％、地方公共団体は 71.8％。これは地方に回れば回るほど、分割されコ
スト高になる。悩む点もある。 

（竹中議員） 簡単に取りまとめたい。まず、官庁営繕。扇大臣がかねてからイニシアテ
ィブをとっている。引き続きその方向で進めていただきたいということだった。 

   ＥＴＣはＩＴ重点計画に入っている問題。私もＩＴ担当大臣としてきちんとお受け
するので、加速のプランを扇大臣から示していただくということか。 

   一番大きな問題として長期計画。長期計画の一本化、集約には多くの支持があった
が、集約の仕方については工夫の余地があるというのが多くの方々の意見。国から地
方に移した場合に、国が本当に計画をつくるのかという問題も出てくる。従って、長
期計画のあり方については、扇大臣は閣議決定に持っていくと仰ったが、閣議決定に
至るためにも十分今日の意見を集約していただき、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。非常に極端な議論として、この際１年凍結したらど
うかという意見があった。その他、緊急措置法の廃止は重要との意見、外部の血を入
れた独立性の高い場が必要との意見、需要予測が見誤っているから、過去の失敗例を
出す必要があるとの意見があった。これら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きたい。 

   さらに具体的な例としては、①国の直轄事業の管理コストを地方が負担しないよう
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にできないのか、②道路特定財源の一部を地方に譲与できないのか、③中核都市に都
市計画の権限を与えられないのか、といった具体的な問題についての提起があった。
これらの点を含め、早急に御検討いただきたい。 

   コスト削減の問題は、官公需法の見直しとも絡む。コスト削減は数値目標を持って
いた時代があったようだが、その数値目標を復活させることも踏まえ、早急に御検討
いただき、案をまた示していただきたい。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。 

   以上のような点があったと思う。 
（奥田議員） 羽田と成田の問題はどうするのか。これは出さないということか。 
（竹中議員） 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、それに関しては財源の問題があるが、概ね重要である
という御意見ではなかったかと思う。 

   以上を今日の合意にしたい。ここまでの議論に関して、総理。 
（小泉議長） 扇大臣には大いに努力していただいた跡が窺える。現状の問題点をよく把

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。 
   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です。道路だけではない。財源は限られている中で、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。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。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。必ず見直します。どう見直すのか、それを何案
でもいい、出してください。素案、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） 既に自動車重量税は一般財源化して使いました。法律は要らないから。 
（小泉議長） あれは法律じゃない。慣例を直しただけ。法律改正をやるのが大臣の役割

です。役所はやりたがらないから。期待しています。 
（塩川議員） 頼みます。 
（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。経済財政諮問会議ならばというものを私も期待している。よろし

くどうぞ。 
               （扇臨時議員退室） 
 
○制度・政策改革集中審議について（坂口大臣） 
（坂口臨時議員） 今後強化すべき新しい分野は何か、今後も持続していくべきことは何

か、逆に手離すべきことは何か、大くくりで３つに分けた。 
   強化すべき分野として、少子化対策と、国際交流の日常化による安全対策。食につ

いては、中国の痩せ薬やホウレンソウなど新しい問題が次から次へと出てくる。気候
が暖かくなり、新しい感染症が増えている。もう一つは社会的な病理現象。様々な歪
みが起こってきている。例えば、女性を中心にカロリー摂取量が減っており、また、
生まれる子どもの体重も減ってきている。さらに虐待があったり、生活保護を受ける
人が非常に増えている。この辺は今まであまり厚生労働省としてもやってこなかった。
強化していかなければならない。 

   今後も維持していかなければならない点について。一つは、社会的弱者と言われる
人々に対する支援について、今後は自立への支援という方向に切り替えていく。母子
家庭に対する児童扶養手当についても、額は少し削りながら、自分で働く意欲のある
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人に対しては、職業指導で手を差し延べ、できるだけ自立をしていただく方向に切り
替えた。これは非常に反発が強いが、やっていかざるを得ないだろう。それから、世
代間の均衡と持続可能な制度の継続について。年金や医療は世代間の均衡という観点
で見直しながら持続可能なものにしていかなければならない。もう一つは不採算部分。
例えば最先端の研究については採算ベースには乗らないので、厚生労働省として、見
直しつつも今後も継続していかなくてはならない。 

   次は、規制改革・分権・民間移譲をすべき分野について。国立病院の独立法人化を
決めたところだが、そのほかに労災病院や社会保険病院もあり、既に役割を終えてい
るところは減らすか、民間に移譲していかなければならない。宿泊施設についても、
平成 17 年までに民営化することになっているが、なかなか受け取ってくれるところ
がなく、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。職業訓
練についても、不採算な部分や新しい設備が必要な部分は国がやらざるを得ないが、
どこでもできるような職業訓練は民間に行わせてもいい。 

   一番の問題は、年金、医療、介護、雇用など各種保険制度の見直しと、地方・民間
移譲の検討。少子高齢化の進行に伴って企業がこれらの保険料をどこまで負担してい
けるのか考えていかなければならない。医療で言えば、現在の高齢化率が今後もう少
し進んで、2025 年には男性 80 歳の女性 88 歳まで行く可能性がある。支払いをする
側の人数も、25 年間で約 770 万人程度減少する。現行制度のままでは、保険料は 13％
程度増加し、企業側は 6.5％程度余分に負担してもらわなくてはならなくなる。した
がって、現在の保険制度の中で維持していく部分と、手放していく部分を考えていか
なくてはならない。医療制度で言えば、現在すべてを保険制度としているが、ある部
分については保険から手放すようにしなければ維持できない。混合医療という言葉を
使うと怒られるが、方向性としては、そうした方向に進めていかざるを得ない。 

   保険制度については、国保や政管健保等は、例えば都道府県単位にすることは可能
だし、市町村長も賛成している。難しいのは組合健保。これはそれぞれの企業が組合
健保を持っていて、集約しないと保険者としての機能を果たせない。なかなか手放し
にくいというのが現状だが、小さいところはどこかと統合するか、政管健保に行くか
どちらかだが、民間の保険を導入して、１つの選択肢を増やすことができないだろう
かと考えている。 

   それから規制改革・分権・民間移譲の中で、高齢者や乳幼児の施設に対する規制改
革について。保育園の民間への移譲や株式会社の導入、ケアハウス等については現在
進めている。高齢者については、施設の多様化に伴って民間にできるだけ移譲してい
かなければならない。保育所の問題については、文部科学省と議論をしなければなら
ないが、いわゆる幼稚園との一元化の問題がある。双方歩み寄ってはいるが、市町村
からはまだ駄目といわれている。東京都の千代田区は一元化に向け、ゼロ歳から２歳
までは保育園、３歳からは幼稚園とつないでいる。しかし保育園の方は、いわゆる「保
育に欠ける子」ということになっているので、勤めていないと国からのものが出ない。
その部分については、区が自分のところで出すというようなことが現在行われている。
こうした点は、双方もう少し話し合っていかなければならない。さらに無認可保育所
の問題があって、沖縄は無認可の方が多いということもあり、今後検討しなければな
らない。 

   やはり、幾つかある保険の中でどこをどう手放していくかが一番難しい。ただ、徴
収の一元化はかなり煮詰まって今年中に案を示せるだろう。労働保険と社会保険とを
同時に徴収することで、財源を削減していくことは可能になってきている。 

（塩川議員） 坂口大臣もおっしゃったように、各種保険を保険料中心にいくのか、税で
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いくのか、この方針をきちんと決めないと、保険料の改正ごとにもめる。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る。 

   次に、これからの問題として特に年金が来年の問題。年金給付の問題もあるが、基
礎年金の負担を２分の１にすると、きつい問題になってくる。これは早く解決しても
らわないと。年金の制度改正について、ぜひ原案をできるだけ早く出してもらいたい。
この 10 月ごろに出せないか。 

（坂口臨時議員） 年金の再計算は再来年で、審議会でやっている。私が先に言うのは控
えなければいけないが、私は年金については、税を中心にお願いしたい。２分の１と
して、税制改正と対でやらないといけない。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。高齢者の問題は、年金の問題、高齢者医療、介護もあり、そ
れをすべて税だと、税額が多くなり過ぎる。 

（塩川議員） 全部税とは言わない。受益者負担があるから。 
（坂口臨時議員） 年金は税を中心にお願いして。 
（塩川議員） これをやると国民負担や経営者負担の問題があり、大変なことになる。で

きるだけ厚生労働省の案を早く出して欲しい。 
   それから、雇用保険の実態調査を徹底的にやって欲しい。雇用保険の方が月給より

よかったというものが出てくる。自発的な退職者の保険をどうするか考えたらどうか。
本当に困っている中高年齢層の保険は、できるだけ厚くしてやりたいし、そこの合理
的な判断をとれるような資料を出してもらいたい。そのために一度給付の実態等を調
査して欲しい。 

   もう一つ、保育と幼稚園の幼保の問題はいずれは解決しなければと思っている。例
えば、保育園の問題について、これは非常に乱暴な意見だからあまり真剣に考えても
らわないでもいいのだが、０歳、１歳の子を持つ母親には保育費用の一部を国から出
すので保育園に預けるなとして、保育園は３歳以上に限る。そうしたら行政経費がも
のすごく安く済む。 

（坂口臨時議員） いい案だが、働く女性が多くなって、これからは夫婦で働かないと食
べていけない時代になる。女性が働いて子どもを産んで、その間２年、保育費用の一
部と言われても、そうはいかない。１年間は育児休業をとって、そのときにどれだけ
出すかという話は有り得る。もう少しきめ細かくやっていかないとうまくいかない。
女性からの反発も大きいのではないか。 

（塩川議員） 選択制にして、保育費用の一部を渡すので、子ども専門でやってください
とするか、働きますがその代わり保育料を 10 万円でも 15 万円でも払ってもらうとす
るか。２、３万の保育料で、乳幼児を預けるということは難しい。これは不公平を生
む。 

（坂口臨時議員） 雇用保険は具体的に見直している。これで引退という人、結婚して勤
めないという人は何とか御勘弁をということも導入をして、給付として本当に必要な
人はどういうところか絞り込みながら、それの必要経費を試算することとしている。
これは政労使の話し合いでまとまりつつある。 

（片山議員） 事務的なことを申し上げたい。児童相談所の設置は市まで降りておらず、
福祉事務所は市までおりている。老人虐待と児童虐待が市に持ち込まれるが、児童は
県になる。ぜひ一緒に市でやらせたらどうか。 

   保健所長は医者でないといけないという規制は止めたらどうか、弊害をもたらして
いる。薬局・薬店の許可権も今は知事だが下におろせないか。 
それから、この前の地方事務官の整理のときに、職業紹介は全部国となった。雇用

対策、就業対策は国と地方が一緒にやった方がよく、府県もできる仕組みも考えたら
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どうか。 
（坂口臨時議員） 法律事項だが、これは変えるようにやっている。 
（片山議員） もう一つ、国保が 3,000 億円を超える赤字で、地方財政上大きな問題にな

っている。ロットを大きくしてもらう。都道府県単位で、市町村長は賛成だが、保険
者になる府県は嫌がる。医療保険を大括りにする、一元化する、そのスケジュール、
工程表を示していただけないか。 

（坂口臨時議員） そうしたい。 
 年齢リスクの調整、所得格差の調整を行いながら統合化を進めていかないと、うま
く進まない。また、徴収という問題も国保にはついて回る。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把握できるようにどうするか。できるだけ御迷惑
をかけない形にしていきたい。 

（塩川議員） 保健所、児童相談所の必置義務の規制をとってもらえないか。地方自治体
の負担になっている。 

（片山議員） 大分減ったが、まだ残っている。厚生労働省、農林水産省に多い。 
（塩川議員） 農林水産省は大分やった。 
（牛尾議員） 2015 年、2020 年頃からの団塊の世代の年金受給開始には不安感が非常に

強い。５年の思想ではなく、10 年、15 年にまたがった考え方を出す必要がある。国
民から見ると税金は上がるわ、保険は上がるわ、上がる話ばかりで不安感が非常に強
い。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は、政治哲
学の問題。受益者負担に重点を置くなら、社会保障負担にウエートをかけるのも、小
さな政府を前提に税でできるだけ賄うのも一つの考え方。行き当たりばったりではな
く、国民が選択するようになってこなければ困る。  
次に、この重点項目には、雇用拡大が弱い。先進国の例を見れば、日本もこれから、

男女とも 65 歳ぐらいまで健康で働くため、どういう雇用を創出するか積極的に考え
るべき。学校教育も職業教育も、厚生労働省の分野と文部科学省の分野が共通して役
立つ職業指導を考えなければならない。 
また、生活費のためではなく、働きたいから働く女性が多い。保育料を８割払って

も仕事をしたいという人もいれば、家族手当を全部出すから家で保育しろ、教育は大
事だという思想もある。それも選択肢の問題であり、単なる財政的な問題でこういう
議論をするのでなく、国のあり方という、社会フィロソフィーにまで及ぶ問題なので、
真剣に考える必要がある。 
それから、社会保障、職業の選択について、塩川大臣がおっしゃったようなことは

特区でやったらいい。社会保障関係は、かつて経験したことがないことが多く、特区
で違った制度を実験的にやってみて、どこが一番反響がよかったかによって決める。 

   ぜひ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てはどうか。噂で
は特区に対して厳しいと聞いている。特区で試してみることを大いにやって欲しい。 

（坂口臨時議員） 少子化の問題とも絡むが、諸外国の傾向としては、女性の教育程度が
高くなり、そして勤務しているところは少子化は進まない。逆に教育程度が低かった
り、働いていなかったりとなれば、子どもの数が少ない。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。今までの考え方で、金をやるから家にお
れ、だけでは具合が悪い。そういう選択をする人も勿論あるが。 

（奥田議員） 生涯出生率が非常に下がっているが、問題は、結婚しないという人が多い。
どうしたら結婚できるのか。日本の住環境等が非常に悪く、夫婦２人で子どもを２人
つくれるような住環境をつくることが重要だ。 

   もう一つは、最近、非常に若年者の失業者が多い。就職はしたいが、採ってくれな
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いからだと。こういう話を聞くと、今は職に対して人の数が多過ぎ、しわ寄せが若い
人にきている。そういう人はボランティアとかをやってみて、会社もそういう人は評
価してやるとか、あるいは大学もそういうシステムをつくれないのか。 

（坂口臨時議員） 住宅と、若年者雇用は真剣に取り組む。勤めてないから結婚はできな
いなど、職業が安定していることが大事だ。厚生労働省は、どちらかと言えば、中高
年に力が入っており、若年者は、来年は予算でかなり要求し、しっかりやらないとい
けない。文部科学省と話をしているが、今まで卒業してからだったが、学生の間にい
ろいろ職業訓練をやっていただくようなことも加味をして、若い人たちの雇用促進を
やらないといけないだろう。 

   住宅問題は国土交通省にぜひお願いして、若い人たちにできるだけ安い住宅が与え
られることが必要ではないか。総理から少子化対策で９月中にというお話をいただい
ており、今やっている。「ネストプラン」と名づけ巣づくりをちゃんとしていきたい。 

（平沼議員） 雇用問題について。職業紹介、労働者派遣の規制緩和はぜひ環境整備して
いただく。雇用保険は、安易な保険料率の引き上げでなく、メリハリのある制度設計
にして適切な保障と再就職を強力に促進できる、セーフティネットの構築が必要。 

   それから再三お話が出たが、やはり人材対策が大事で、人的資本への投資がしっか
り行われることが中長期的に見て非常に大切だ。活性化の基盤になる。若年層を中心
として、最近、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。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い。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。人間力戦略の一環として、企業、社会のニーズを反映したシステムが必要
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、経済
活性化を支える次世代の人材育成システムとして協力させていただきたい。 

（吉川議員）  年金、医療保険、介護保険はこれから具体的に制度改革が議論されること
になるが、政府として世の中にしっかりと考え方を説明する必要がある。少子高齢化
については、世の中にインフォメーションが行き渡っている。それに加えて、２点。
世の中に対して厚生労働省としてよく説明して欲しい。これは財務省も同様。 

   １点は、健康寿命。例えば、年金給付の開始年齢に関係してくる。どう設定するか、
これから議論がいろいろ出てくると思うが、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、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割以上の人が思っている。そういうことが１つの理想の姿なのだということも説明
していただく必要がある。一方で医療費にも健康寿命が上がることは非常に大きな影
響を与えるということも説明していただく必要がある。なお、医療の問題で一丁目一
番地は、医療の供給体制の効率化。これは「骨太の方針」で、政府としても掲げてい
るが、ぜひとも進めていただく。 
もう１点重要なのは、高齢者は経済力、健康の面で同世代内でのばらつきが大きい

という点だ。どうも政府の議論を聞いていると、少し前までは、高齢者は全て弱者だ
ったが、振り子が逆にずれて、高齢者はすべて弱者でないと世の中に受けとられがち。
豊かな健康な高齢者に対しては、例えば年金などは少し我慢してもらうとか、年金の
課税などの問題についても、それなりの姿が見えてくると思う。政府の考え方をしっ
かり説明していただく必要がある。 

（塩川議員） 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。そうしたら高齢者は一生懸命貯めると思う。もらわんでもいい人はたくさん
いる。貯金している。実際もったいないと思う。そういうのはインセンティブをつけ
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て相続財産から引いてやるべき。 
（本間議員） 落ち穂拾い的に整理してお話ししたい。 
   社会保障制度は国民生活のセーフガード。年金、医療、介護、雇用・失業と分けて

議論すべきテーマではなく、個人生活全体に関わる問題なので、それぞれが一体的、
総合的にどうなっているか、情報を国民に与えることが極めて重要。昨年も社会保障
個人会計を提案したが、厚生労働省は必ずしも熱心ではなく、今回初めて年金に関し
て、50 歳以上の方々への情報提供が提示された。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、自分の年金はどうなるのかということを
視野に入れながら選択するわけで、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。 

   もう一点。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。例えば、介護保険や雇用・失業保険が上がると、
恐らく次のステップは年金が上がるだろうと。トータルの負担は、給料を見ていただ
くと分かるが、社会保険料は一括して納めている。これを分割しているのは役所の都
合で、各所管があるから縦割りにして、それを特別勘定にしてやっている。社会保障
の全体勘定をどう位置づけ、整理するかが重要。先ほど、徴収レベルでの一元化が提
案されたが、使う段階でもどのように総合的に考えていくか。 

   例えば年金の場合、一番逼迫する状況でも、１年間分の給付レベルは保障するよう
な形で前倒しでとっている。これは国民の消費あるいは貯蓄の動向の中で適切か、あ
るいは、運用制度の問題がきちんとやれるのかという問題と一体となって考えるべき
筋合いの問題だ。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。できるだけ早く、前倒しで厚生労働省が提案する必要がある。そ
れを受けて、厚生労働省の審議会あるいは我々も議論させていただくということでは
ないか。 

   もう一つは医療制度の問題。保険者統合の問題の方向性については、私は坂口大臣
と基本的に同じ考え。残りの２つ、高齢者医療制度、診療報酬体系の見直しについて
はどう考えるか。これは昨年総理の御指示があり、抜本的な医療制度改革の第一弾は
成功したが、次のステップがスケジュール的にもビジョン的にも全然見えてこない。
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
制度のサービスにどのような効果があったかとか、中医協等の委員の選定も含めて検
討する必要があるのではないか。そうしたことが国民に理解されないと、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されないのではないか。 

   それから、各種施設の売却の問題。厚生労働省にはたくさんある。グリーンピアや
旧労働省関係のものもある。保険料をプールしておいた部分で損失を抱えているので、
早急に不良債権処理しなければならない。この売却を推進し、管理を効率化する。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するような委員会等の設置も
含めてやっていく必要があるのではないか。相当深刻な問題だ。 

   最後に、雇用の問題。個人のサバイバル能力が子どもの頃から落ちているのではな
いか。幼、小、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を考え
ていただきたい。また、幼稚園と保育園の仕分け等で対立があろうかと思うが、文部
科学省との間で、人間力を子どもの頃からどのようにリスクテイクできる能力を培っ
ていくのかについて抜本的に議論しないとなかなか成果が上がっていかないのでは
ないか。ぜひ強化すべき分野として検討いただきたい。 

（石原臨時議員） 本間議員が指摘された、赤字の宿泊施設について。利用料では維持費
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も出ないものがたくさんある。グリーンピアについてもやっと営業を停止した。役所
は１か所 200 億円ぐらい注ぎ込んで、所長は天下っている人がいるので、なかなか止
めづらい。従って、不良債権処理という観点から民間の委員会を大臣の下につくり、
これまでの累積赤字を国民の目に明らかにし、その上で不良債権処理を進めていって
いただきたい。 

   もう一点、非常に細かいことだが、規制緩和の推進３か年計画に入っている保険者
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いない。民間法
人化もある。先があるので、ひとつやっていただきたい。 

（坂口臨時議員） 吉川議員ご指摘の健康寿命の問題については大きな関心を持っている。
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たが、健康増進の案も同時に
通過させていただいた。力を入れてやっていきたい。 

   年金改革についても、再来年が改善の年になっているので、今年中にアウトライン
を示し、来年１年間、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。
１年間ぐらいかけないと、この問題はだめだろうと思っており、そういうスケジュー
ルを現在立てているところ。 

   それから、高齢者の同世代内のばらつきが非常に大きいという話もその通り。ばら
つきを頭に入れながら諸課題に取り組まないと、十把一からげでいくと、大きな過ち
を犯す。 

   本間議員の、トータルで見る必要があるとの指摘については、そのとおりだ。しか
し、年金や介護の問題がばらばらに出てくるので、どうしても次から次へと何だとい
う話になる。塩川大臣のところと良く相談し、何を税中心にし、何を保険中心にする
のか、議論を早急に詰めないといけない。 

   高齢者医療や診療報酬の問題は、今抜本改革の中で同時進行で進めている。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、大体９月中にこ
れらの大体の考え方を取りまとめたい。高齢者医療は突き抜け方式とか独立方式とか
言われているが、年齢あるいは所得の調整をしながら都道府県単位で統合していくこ
とが可能であれば、私は敢えて高齢者保険をつくらなくてもいいのではないかと思っ
ている。 

   雇用のサバイバル意識について。文部科学省との間ではなかなかそこまでいってい
ないが、今後の課題の中に含めていきたい。 

   石原大臣指摘の不良債権処理の問題については、私も大変気になっている。早く処
理しようにも余りにも引き取り手がないので、たたき売りをしなければならない。私
たちも踏ん切りのつかないところだが、不良債権処理の検討委員会でもつくり議論す
ることはいい提案なので、そのようにしたい。 

   保険者給付の問題は、事務方は早くやらせて欲しいと言っているが、診療報酬基準
の見直し問題は医療関係者と大勝負をしなければならない。この大勝負をするときに、
先に細かい問題で対立していては具合が悪いので、まとめてやりたいと考えている。
今年中に大勝負をしないといけない。 

（竹中議員） ありがとうございました。簡単に要約する。今日合意がなされたこととし
ては、必置規制を見直す。厚生労働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ぜひお願いする。 

   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 10 月あたりにお
願いするということなのではないか。 
今、お話のありました保険者によるレセプト審査、支払いは今年中とか、遠くない
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うちにやっていただけると思う。 
   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、その方向で実現していただくというこ
とかと思う。 

   １つ強い要望があったのは、年金等、特にこれは塩川大臣の方から国庫負担２分の
１の問題も含めて原案を繰り上げて示してくれないかとの指摘があった。これは審議
会の審議もあるかと思うが、できれば 10 月とか 11 月にやっていただけるか。これは
後でまた確認させていただく。 

   それと、税と保険の哲学を提示しろという点は、この諮問会議でずっと言われてい
た。坂口大臣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、諮問
会議で責任を持ってしっかりと税と保険の考え方を提示する。これは進行係として責
任を持ってやりたい。 

   坂口大臣に強い要望として出された点が何点か。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。それと、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。これについても御検討をいただけると思う。 

   特区については、特に厚生労働省関係の特区は、積極的に活用して欲しいという強
い要望があった。 

   雇用対策は、特に若年者。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、それを一般に開放するコーポレート・ユニバーシティとかを行う。これは既に
やっている企業がある。ある企業が実施する場合、例えば、政策的に支援できないか
とか、ボランティアやインターン、つまり将来を担う人材である若い人に何らかのこ
とをしっかりやってもらうような仕組みを考えなければいけない。若い人の場合、雇
用保険に入っていないので、その訓練費用をどうするかも含め、若年者の総合的な雇
用対策について、予算編成にあわせて大臣から案を示していただくのが適切かと思う。 

   さらには、この分野は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い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。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
を考える上で直接的な問題なので、そこは内閣府と厚生労働省がよく協力しながら、
一度秋に負担増とマクロ経済の関係を示すということも考えたい。 
 医療報酬体系の見直しについては、更なる進捗を期待したいということであったか
と思う。 

   人間力については、問題は大きいと思うが、明日、文部科学大臣にも来ていただく
ので、そのときに議論をさらに発展させる。 

   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） 今の指摘の中で、我々のプログラムの中に入っていなかったのは、税

で行うのかそれとも保険で行うのかということ。財務省にやってもらわないとという
気持ちでいたが、厚生労働省で将来のことを見据えて、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なら、至急私達もやらなければいけない。 

（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るが、活力

ある経済改革、財政改革、行政改革をやる際も、ここまで築き上げてきた年金、医療、
介護は社会保障の基本だ。これだけの制度を持っている国は世界でもごくわずか。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批判が出てくる
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が、歳出では、しっかりとした年金と医療と介護、そして生活保護も就労を促すよう
なものとすることが安定し安心した社会生活をつくるための一番の基本だ。 
よく税か保険かというが、税も保険も折衷だ。取られる方は保険料でも税と同じで、

介護保険は負担が軽ければサービスは少なく、サービスがよければ負担が多いことが
わかっている。ところが、年金は給付にあわせて保険料が上がる。今後高齢者が増え
るときに、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。 

   あと雇用づくり。できるだけ就労の機会を広げ、雇用をつくるのが経済活性化で一
番大事な点で、その点をよく考えて改革をやっていただきたい。 

（坂口臨時議員） 雇用の問題は、失業者が出たときに、それをどうするかということし
か考えておらず、雇用の創出も考えるべきと昨年から少し転換した。経済産業省とも
一緒に、地域で考えていただいたものを吸い上げることをスタートした。御指摘を十
分に考えていきたい。 

（竹中議員） 今、歳出改革の議論を進めているが、９月以降の進め方について有識者議
員から御発言がある。 

（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。税制改革も政府

税調の総会が来週あり、規制改革もいよいよ特区等、また中間発表もあり、四位一体
の歳出改革以外にも金融システム問題が控えている。特に金融に関して、ペイオフの
問題で決済性の預金は例外とするところが正確には理解されていない。一度経済財政
諮問会議で正確な説明と我々の適切な評価を発表する必要がある。今のマスコミの報
道内容だけでは非常に分かりにくい。９月の経済財政諮問会議で金融庁が説明し、
我々が正確な評価をする必要がある。 

   ４つの問題がパッケージとしてどう収まるかは、経済財政諮問会議で上手にまとめ
ていく必要がある。特に一番初めは税制改革がくるが、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。 

   もう一つは今日話が出た国有財産の売却は財政困難の中で非常に重要な案件で、国
家の財産のみならず、特殊法人、公益法人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。売る気があれば、売却先を探す民間業者は幾らでもある。安めに売
っても、買った方が、民間にとっては活性化のスタートになる。各省全部、特殊法人、
年金関係公益法人が持っていようが、全部一堂に集める必要がある。それで財源に真
剣に取り組む必要があるのではないか。理財局からもプロだから説明してもらうと非
常にやりやすい。９月は非常に大事で、どういうテーマにするかを計画的に考える必
要がある。 

（奥田議員） 規制改革の件でお願いしたいが、総理のリーダーシップで総合規制改革会
議がやっているが、思ったように進捗していない。宮内議長に再度御出馬いただき、
諮問会議でも集中的に審議をしないと、規制改革はどんどん遅れていく。 

（吉川議員） 牛尾議員がおっしゃったように、現在、歳出の話をしているが、歳出と税
と規制改革と金融の４つはいろいろ関係している。政府の経済政策として、その４つ
を束ねて考えるというのがこの場。ぜひともそういう視点でお願いしたい。金融の問
題と平沼大臣のところの産業再生の問題も関係する。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が、税が税の中だけで議論されているとうまくない。一方
で経済の状況があり、歳出を抑え込むことを提案している。今のような経済の中で歳
出をカットして、税の方も負担増では、「改革と展望」のシナリオが実現できるのか
危惧を持つ。歳出と税の両にらみで議論していただかないと困る。 

（本間議員） 税制改革について、新聞報道等で我々も情報を得ているが、幾分当初の目
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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
認識だ。総理が６月に諮問会議及び税制調査会に対して出した、「包括的かつ抜本的」
な改革をせよという指示を受けて具体的な検討がスタートしている。抜本的な税制改
革とは、本則のところを見直す、基本的には制度改革をするとの意味だ。一時的な減
税は景気対策等で重要ということは認めるが、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なので、これをもう一度再確認する必要がある。 

   もう一つ。以前、中立か、活力かということで議論したが、当時、活力は何か特別
のことをやるイメージで非難された記憶がある。その後の経緯を見ると、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す
るねじれ現象が生じている。これは国民から見るとわかりづらい。抜本的な改革とは、
原則に忠実な税制改革を実現していくということで、恒久的・制度的な増減税と明確
化することが必要だ。 

   それからもう一つ混乱をしている税収の中立性という概念。時系列的な要素の中で
どうとらえるか。一部報道で政策減税の前倒しを恒久的な部分の増税で賄うという考
え方がある。お手元の図表で本格的な税制改革は、恒久的な増税を行う、あるいは歳
出の削減を財源として、それを恒久的な減税に回すのが基本的なスタイルだが、経済
活性化等の関連の中で減税を前倒しをして活力を引き起こす、さらに一時減税を組み
合わせることが必要になってくる。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、恒久的な部分は、恒久的な増税については追加的な歳出削減で賄わな
いと、対象の年限が過ぎれば増税のところだけ残る。正直にそう言って実施するので
あれば、それは１つの考え方だが、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。さらに、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、非常に大きな阻害要素になるので、この辺の部分に留意しながらやって
いく必要がある。 

   それから、マクロ経済と整合的な税制改革のスタート台は「改革と展望」で、この
シナリオが維持できるかが大きなポイントだ。例えば来年 0.6％ 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。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る。先程の保険料の引き上げ等が入ってくると、減税の規模で
かなりそれを相殺する形にならないと、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と恐れている。先ほどから強調しているが、歳出改革と一体と
せず、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。 

   最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ることが基本的なスタイル
で、その意味でも、税制改革を実現していく場合には、プロセスを工夫し、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。この辺を今後諮問会議の場で御議論
をいただきたい。 

（塩川議員） 本間議員の考え方は了解したが、私の考えを聞いていただきたい。 
  15 年度の抜本的改革の具体的中身は長期的な改革そのものから直接結びつけ導き出

されるものではない。税は経済の変動に対して非常に敏感で、考え方は長期的な展望
に立って、公正、中立、簡素という哲学に活性化を入れたものにして、中立を進めな
がら活性化を図っていく。 

   もう一つは、国と地方との見方をどうするか。これは抜本的な改正になってくる。
これも急いでやらなきゃいかんが、経済情勢に合った現実的な税制とは当面中期的な
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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。４、５年の中期展望
でやったらいい。 

   私が一番恐れているのは、減税だけが先行すれば、増税は絶対とれないというのが
過去の経験則だ。増減税は一体にしてもらわないと困る。この原則だけは維持したい。
あとの中身は税調なり、諮問会議等でいろんな意見を聞いて考えてもらいたい。 

（片山議員） これは大議論になります。追加的な歳出削減がこんなに安定的に出るわけ
がないでしょう。どういう計算なのか聞きたい。今日、この議論はもう止めるべき。
時間を過ぎている。 

（竹中議員） 今の問題提起は、９月以降のスケジュールをつくる段階での問題ですので、
私の方で各大臣といろいろ相談して案を提起したい。 

(以 上) 
   
 


