
平成 14 年第 33 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 33  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 11 月 1 日（金）17:00～19:04 

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・金融担当大臣 

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 大島 理森 農林水産大臣 

同    坂口 力 厚生労働大臣 

同    川口 順子 外務大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

(1)制度･政策改革集中審議のフォローアップについて 

(2)その他 

３．閉 会 

（配布資料） 

○ 大島臨時議員提出資料 

○ 農業構造改革の加速化について（有識者議員提出資料） 

○ 坂口臨時議員提出資料 

○ 川口臨時議員提出資料 

○ 政府開発援助（ＯＤＡ）について（塩川議員提出資料） 

（本文) 
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○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから平成14年度第33回目の経済財政諮問会議を開

催いたします。本日はありがとうございます。 

それでは、本日は昨日に引き続きまして、制度・政策改革集中審議のフォロー

アップを行います。本日は大島大臣、坂口大臣、川口大臣に御出席をいただきま

す。それでは、大島大臣から資料に基づきまして御説明をお願い申し上げます。 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（大島大臣）

（大島臨時議員） それでは発言させていただきます。 

   まず、Ａ３の資料の１ページをご覧いただきたいと思います。農林水産行政は、

食料・農業・農村基本法等に基づきまして、食料の安定供給及び、食の安全・安

心の確保と多面的機能の発揮を基本目標として、担い手の育成確保と農林水産

業・農山漁村資源の確保という基本コンセプトのもとに、総合的に施策を実施し

ております。これは食という人の命を支えるものを確保し、農山漁村の農地・森

林・海を通じた資源循環や環境との共生を支える枠組、いわば、いのち・循環・

共生の枠組みの基本を国の責務として総合的に推進しようとするものです。 

他方、地方分権改革推進会議からは、地方からの要請として、地域行政の総合

化の推進や地方の個性の発揮など国の行政の改革の方向が示されております。今

後の農林水産行政の展開に当たっては、基本法等に定められた国の責務、すなわ

ち、いのち・循環・共生の枠組みの基本を構築するという国の責務と、こうした

地方からの要請との調和を的確に図っていく必要があると思っております。 

このような観点から、食料自給率向上に向けての経営マインドに優れた自立で

きる担い手と産地育成、多面的機能の発揮を支える農山漁村の資源循環と環境保

全の推進との視点に立った重点化、効率化、スリム化の方向で見直しを行うこと

が必要と考えております。 

資料２ページをご覧いただきたいと思います。農業農村整備事業のうち、農業

基盤は自給率の向上や経営体の育成を図るための農地や安全で安心な農業用水を

確保するものであります。また、農村基盤は、農業基盤の整備と併せ、農村の住

みやすさの向上を図るとともに、美しい村をつくることにより、担い手の確保と

都市と農村の交流に資するものであります。その結果、農業の持続的な発展が図

られ、食料の安定供給、下流域での洪水防止や地下水涵養、さらに国民に安らぎ

を与えるといった多面的機能の発揮が可能となり、その便益を広く国民全体が受

けることから、その整備に当たって、国が一定の役割を果たしていくことが必要

であると思います。 

農林水産省としては、事業実施に当たりまして、地方の考えをより重視すると

ともに、これまで以上に施策目的の実現や事業効果の発揮の観点から重点化を進

め、地方分権改革推進会議の指摘に応えていく考えであります。 

まず、農業基盤の整備でありますが、具体的には農業基盤につきまして、農地

についてはすべての農地整備を経営体の育成や農地利用集積などを図る施策に大
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幅に転換したいと思っております。広域農道につきましては、抜本的な見直しを

行うこととし、地方単独事業や他府省事業との代替の可能性や、産地の形成の観

点から、第三者委員会により検討を進めたいと思っております。農業水利施設に

つきましては、今後ダムの新設は厳に抑制し、既存の施設を可能な限り長寿命化

させる整備に転換してまいります。 

農村基盤の整備でございますが、農村基盤については、新たに総合補助事業を

導入し、住民の意向を反映した新たなコミュニティ連携を実現することについて

検討を進めてまいりたいと思っております。農村基盤整備の今後の方向として、

国民の財産としての地域の個性ある美しい村づくりに向けて、生産基盤の整備と

より一層関連するものに重点化するとともに、バイオマスの利用活用を図る資源

循環対策を新たに推進してまいります。さらに今後、これらの整備に当たりまし

て、本年度から導入した自然と共生する環境創造型事業を積極的に推進していく

所存でございます。 

資料の３ページをご覧いただきたいと思います。公共事業に対する国民の批判

の要因の一つは、公共事業の目的が国民の共感を得られていないということにあ

ると考えております。私は農林水産省の公共事業の目的を改めて問い直し、いの

ち・循環・共生に資するものとすることに国民の理解を得ることができるのでは

ないかと考えております。「いのち」については、「食」と「安心」の基盤とな

る恵み豊かな大地と海・水と緑の確保でございます。「循環」につきましては、

森林・農地・海に至る健全な水や物資の循環の促進、地球温暖化の防止でありま

す。「共生」につきましては、「いのち」と「循環」を守る基盤となる美しく心

安らぐ国民のふるさとづくりなどを目指すということであります。 

他方、国土交通省で検討される一本化計画は、社会資本整備の重点化、集中化

によって「暮らし」、「安全」、「環境」、「活力」といったテーマによる施策

展開を意図していると聞いておりますが、農水省の公共事業が果たす役割とは視

点が異なることもございますし、まずは両省がそれぞれの政策目的に応じて責任

ある取り組みを進めていくことが重要であると同時に、その上に立って、両省の

公共事業は社会資本整備という面では相互に関連する部分もありますから、この

機に、両省の連携をさらに発展させたいと考えております。 

具体的には、従来の個別事業や地区レベルでの連携から、計画や施策段階及び

地域レベルでの連携に発展させるため、両省の長期計画等に相互連携の基本的方

針を明示するとともに、中央での施策の連携・調整や地方での広域的な連携プロ

ジェクトの実践に向けた体制整備を行うことなど、積極的に国土交通省に提案し

てまいりたいと思っております。 

また、農水省の公共事業計画は、「骨太方針2002」を踏まえ、現在検討中の土

地改良長期計画をはじめ、すべての計画を事業費目標から成果目標に転換するこ

ととしております。併せて、当然のことでございますが、事業の効率的な実施、

コスト低減についても問題意識を持って取り組んでまいります。 

資料の４ページをご覧いただきたいと思います。農業改良普及事業と農業委員
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会の課題として現在として大きく分けて、担い手の育成・確保のための体制の再

編・効率化、米の抜本改革や構造改革特区の活用などによる農業構造改革、地方

分権改革推進会議から提言をいただいた必置規制の廃止又は大幅な緩和と一般財

源化の検討の３つがございます。こうした課題につきまして、現在、制度の検討

会を開催して検討しているところでありますが、改革の方向性としては、担い手

の支援の将来ビジョンとして、普及組織のコーディネート力の発揮によって市町

村、農業委員会、農協等のほか、新たに試験研究機関、大学、民間等が連携・結

集した総合的な支援体制の構築を図り、その上で事業の重点化や事業内容の転換、

組織を担う人材の資質の向上などに取り組むことが重要であると思っております。

特に、この改革については地方分権改革推進会議からいただいた提言も踏まえ、

必置規制の大幅緩和、組織定数のスリム化などに積極的に取り組んでいくことと

しております。一方、農業改良普及事業、農業委員会は、「食と農の再生プラン」、

また、これから御意見があろうかと思いますが、私どもも申し上げますが、米の

本格的な改革という経過の中において、革新的技術・経営の普及推進機関として、

また農地・構造政策の推進機関として、それぞれの重要な役割を発揮しているの

も事実であり、その必要性は存在していると思っております。今後ともこれらの

役割が適切に発揮されるとの観点から、機関の必置とこれを支える交付金のあり

方を検討してまいりたいと思っております。 

５ページをご覧いただきたいと思っております。特区における株式会社等の農

業参入について申し上げたいと思います。農地制度につきましては、効率的かつ

安定的な農業経営体を育成していく観点から平成12年に農地法改正し、資金調達

や人材確保などの面でメリットがある株式会社形態を農業生産法人制度に導入し

たところでございます。今回の特区提案では、担い手不足により農地の遊休化が

進行するなどの問題を抱える地方公共団体から、従来の農業生産法人の枠を超え

た担い手の参入が必要との多数の御提案がございました。そこで、農地の遊休化

が深刻な地域について、市町村との協定の締結、地域との調整を行う責任者の設

置など地域との調和や農地の適正利用等が確保されるような仕組みの中で、株式

会社等が現行農業生産法人の要件にとらわれず、農地を借り受けて農業経営を行

うことができるよう、特区制度の枠組みの中で措置することとしております。 

今回のこの特区の取り組みは、いわばまず第一歩を踏み出すということでござ

います。今回の特区制度の実施状況を今後よく検証することが重要であり、その

時点において、様々な御議論をしてまいりたいと思っております。 

６ページをご覧いただきたいと思います。米政策の改革でございます。我が国

水田農業の現状は資料の左側に示してありますとおり、様々な問題が存在し、一

言で言えば、閉塞とも言える状況にあると思っております。このような状況を打

破するため、効率的かつ安定的な経営体が市場を通じて需要を感じ取り、消費者

の多様なニーズに即した価格などの条件を満たしながら「売れる米づくり」を行

う、「米づくりの本来あるべき姿」を平成22年度までに実現すべく改革を実施い

たします。 
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このため、需給調整システムについては、需要量を基礎に数量調整を行う仕組

みへ転換し、 終的には国による生産調整の配分をなくす。２点目は、集荷流通

については、計画に基づく規制を原則廃止するとともに、検査・表示制度の見直

しや、危機管理体制の整備を行う。３点目は生産構造については、担い手の育成

と土地利用の集積、過剰となる水田の活用方策の確立などを行うこととしており

ます。 

このうち、過剰となる水田の活用方策の確立については、既に私が申しつけ、

省内にプロジェクトチームを立ち上げたところであり、これらの措置により、生

産者につくる喜び、消費者に選択の幅、併せて水田の持つ多面的機能の発揮をそ

れぞれもたらすよう改革を進めてまいっております。このような改革につきまし

て、本年１月から生産調整に関する研究会において農業の殻に閉じこもらないオ

ープンな議論を積み重ねてきておりまして、６月28日には需要を感じとった売れ

る米づくりを目標とした中間取りまとめをし、先月17日には改革ステップとして

ここに示した４つの選択肢を示したところでございます。 

具体的には、１つは、平成16年度に国による生産調整の配分を廃止し、農業者・

農業者団体の自主的調整に移行し、需給調整システムの改革を先行させる考え方

と、２つ目の生産構造改革の状況を見ながら自主的調整への移行の判断を行うが、

その目標年次を明らかにしない生産構造改革を先行させる考え方の２つがありま

す。この中間として自主的生産調整体制への移行の目標年次、例えば３年後、を

明確にして、この両者を並行して実施する考え方がありますが、その中には農業

者の経営判断を重視するタイプと地域の主体性を重視するタイプの２つがありま

す。これらは手法の差はあるものの、 終的には、今述べたあるべき姿を実施す

るための手順を示したものでございます。 

これらにつきまして、与党を含め様々な場での御議論をお願いしているところ

であり、その状況を見つつ、11月末には結論を得て、中間取りまとめの方向性を

ベースに米政策の抜本的見直しについての改革プログラムを作成したいと考えて

おります。 

後に恐縮ですが、資料はございませんが、地球温暖化防止対策について一言

申し上げさせていただきます。京都議定書では温室効果ガス削減目標の6.0 ％の

うち3.9 ％の分を森林吸収により達成することとなっております。このため農林

水産省として、この3.9 ％の目標を達成すべく森林整備等を従来を大幅に上回る

テンポで推進していく必要があると考えておりますが、この地球温暖化防止対策

は、政府全体で取り組むべき課題と考えております。森林吸収源対策に要する財

源確保を含め、関係省庁の御理解と御協力をお願い申し上げたいと思っておりま

す。 

以上が発言でございます。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。関連しまして、民間議員からペーパーが出

ております。 

（吉川議員） それでは私から御説明いたします。お手元の私ども４人の名前が書い
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てあります「農業構造改革の加速化について」という紙をご覧いただきたいと思

います。 

農業というのは、生産規模で言いますと、ＧＤＰの１％強くらいを占める産業

であって、非常に小さいわけですけれども、大臣のお話にもありましたが、食べ

物という命にかかわる産業ですから非常に大切な産業だと我々考えております。

恐らくほとんどの国民も非常に大切な産業だというふうに考えていると思います。

しかし、残念ながら、これも先ほどの大臣の御説明にありましたが、現状は閉塞

とも言える状況にあるということであります。つまり、問題が大ありだというこ

とであろうと思います。 

余談ながら、今の農業基本法の前の旧農業基本法というのは、東畑精一先生と

いう方がその成立にかかわられたということは御存じかと思いますが、東畑先生

と一橋大学の中山伊知郎先生のお二人はシュムペーターという経済学者の高弟で

あられたわけです。シュムペーターは、「イノベーション（技術革新）」という

概念を初めて考えた経済学者ですが、東畑先生は、イノベーションの担い手とし

て実は農業者を念頭に置いてこの言葉を日本に初めてもたらされたという経緯が

ございます。残念ながら東畑先生の夢はかなわなかったと言わざるを得ないので

ありますが、そもそもは、農業というものを一つの産業として考える以上、やは

りイノベーションというものがなければ成り立っていかないというのは、今でも

真理であると思います。 

そこで、紙の１の（2)ですが，農政の基本的な問題はどこにあるのだろうかと

我々思うわけですが、要するに一つの産業としての農業の育成と、それと、既存

の稲作を中心とした農業者の保護政策というのを峻別しなければならない、それ

がすべての農政の基本ではないかと私どもは考えております。様々な問題は、結

局は２つを峻別しないがために、すなわち一つの産業としての農業を育成するこ

とと、現在の農家を保護するということ、その２つを峻別しないために生じてい

るのではないかというのが我々の考え方であります。 

そこを押さえていただければ、基本的な視点は自然に定まる。それは４つ書い

てあるわけですが、まず第１に一つの産業としての農業を育成するというのであ

れば、消費者をきちんと重視しなければいけない。２番目に市場原理、競争原理

を基本としなければいけない。それから水田農業の構造改革というものも進めら

れなければいけない。これは先ほど来お話ししているイノベーションに係るわけ

ですが、効率的な政策運営を行う。そうした主体、つまり東畑先生が頭の中に描

いておられたような、そうした革新性に富む農業の担い手を育てなければいけな

いということがある。こうしたことが出てくると思います。 

紙の２枚目に移りますが、個別の問題としては、農協という組織もやはり現在

大きな問題を抱えているのではないか。農協という組織についても改革をする必

要があるということが書いてあります。 

後に、これは大臣も触れられたわけでありますが、公共事業のあり方につい

ては、ここに書いてあるような見直しを進めていただく必要があると考えます。 

6




平成 14 年第 33 回 議事録 

総じて、農政には問題があると我々は思うわけですが、同じようなことを第三

者に繰り返し指摘されるということではなくて、ぜひとも農業のことを一番よく

知っていらっしゃる農水大臣のリーダーシップの下で、農水省そのものが改革の

先頭に立っていただきたいと我々は考えております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御自由に御発言をお願いいたします。

塩川大臣、奥田議員。 

（塩川議員） 吉川先生のおっしゃる農業を産業として育成というところですね。要

するに専業農家と兼業農家とはきちんと分けて、専業農家に対する産業政策をき

ちんとすると、こういうことをやっていただくと、そういうことに理解していい

ですね。 

私は単純なことで農水大臣にお願いしたいんですが、ぜひひとつ来年度に芽出

しをしていただきたいと思うことは、１つは米政策改革プログラムですね。11月

末までに作成して出すとおっしゃっている。これはぜひひとつお願いしたいと思

っておりまして、これが今、私らの役所としては中心的な作業にしたいと思って

おります。それと同時に、この中に書いてあるように、16年度で自主的調整に応

ずると、これはぜひやっていただきたい。そうしますと、今、農業に対する補助

金600億円出しています。これが年次計画でなくなっていくということになるので、

これはぜひひとつ約束どおりやっていただきたいと思います。 

それからもう一つ、これはぜひ私の方からお願いしたいんですが、農業関係の

地方組織ですね。何ぼ考えても不合理なのは農業委員会ですね。委員が６万人で

職員が１万人おるというので、これはいつも問題になるんですけれども、今度、

地方分権改革推進会議の方から御指摘あると思うんですけれども、これは全部調

べさせましたら、780億円かかっているんですね。780億円、農業委員会の委員と

職員との費用にかかっておって、これは市町村なんですね。国からは120億円の交

付金が出ておって、そのほか地方交付税でみているものが260億かなんかあるんで

すよ。そうしますと、400 億円が国がかぶっていることになるんです。市町村の

これですね。これはぜひひとつ何とか考えてほしいということです。芽出しをし

てほしいと思います。 

それともう一つは、協同農業普及事業というのを、これは県の事業ですけれど

も、国の方で300億円の現金が出ておるんですね。これに対してちょっと上の交付

税をとっていて、結局、国の方が何だかんだと言いながら800億円出ているという

勘定になるんです。ここらは年次計画でぜひひとつしてもらいたいということと、

それから、農業政策上、もしこれに対する国の助成がどうしても必要だというな

らば、一般財源化してもらったら、これは地方が自主的にやっていくと思うんで

す。そういうことも今度15年度予算で芽出ししてくれませんかな。これをひとつ

頼みますわ。 

（大島臨時議員） 全部お伺いしてからお話すればいいですか。 

（竹中議員） ちょっと重要なポイントが４点ほどありましたので、ちょっと今の時

点で一度、大島大臣お願いします。 
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（大島臨時議員） まず、吉川先生からのお話でございますが、イノベーションを農

業の中でやるべきだという思想というか、考え方については、全く否定するもの

ではございません。ただ、現実の中で米の生産コストとかそういう面では、私は

かなりそういう意味のものがあったと思うんです。ぜひこれは先生方にも御理解

いただきたいんですが、私も今研究会を立ち上げましたが、本当にやる気のある

農業者にすべて生産政策で集中していくためには、土地に関する法律の見直しと

いうものに対して真剣にならなきゃだめです。「農地とは何ぞや」、そういうふ

うな意味で、そういうところからも考えてまいりたいと思いますが、いずれにし

ろ、御指摘いただいたことは、特に米を取り巻く環境の中での指摘が非常に多い

部分だと思います。財務大臣からお話しいただいたように、米の改革、この問題

を意を決してやることによって、今御指摘いただいた部分はかなり乗り越えてい

かなきゃならん問題が含まれていると思いますので、御指摘を踏まえて、さらに

努力してまいりたいと思います。 

それから、財務大臣から16年度から生産調整については国が手を引けというお

話でございましたが、１つのパターンとして今議論はいただいております。この

４つの議論を今日もかなりしておりまして、釈迦に説法でございますが、１年一

度の生産しかあげられない農業ということを考えますと、そのいずれは国が手を

引くとして、今ここで私が来年16年度からそれはやりますという結論はちょっと

まだできませんけれども、いずれにしても、11月末に向けて、どうあるべきか、

これは 重点の改革事項として私自身努力してまいりたいと思います。 

地方組織の問題については、今様々な御議論と御意見がございました。私ども

この問題については先ほども触れましたように、御指摘いただいた改革志向につ

いては検討してまいりますが、その必要性については依然として私どももあると

思っておりますし、そういう中で縮減でありますとか、あるいはまたスリム化で

ありますとか、そういうことを考えながら今検討会も立ち上げておりますので、

御指摘は御指摘として受けながら、そういう努力はしてまいりたいと、こう思っ

ております。今後真剣な課題としてちょっとお預けいただきたいと思います。 

（塩川議員） 調べてみたら、ほとんど国が負担しておる。 

（大島臨時議員） 財務大臣、数字的に見ますとそうでございますが。 

（片山議員） 地方交付税は国の財源ではなく、これは地方の一般財源ですからね。

地方交付税まで含めて、国、国と言ってはいけません。 

（塩川議員） 小さくして一般財源にしたら、それが一番いい。 

（片山議員） 補助金は国です。地方交付税は国税の形を借りた地方の財源です。 

（塩川議員） もう交付税、要らんで、これは。 

（片山議員） 自治大臣のときに言っているではないですか。地方交付税は国の財源

ではありません。 

（竹中議員） それでは奥田議員、吉川議員どうぞ。 

（奥田議員） これは非常に次元の低い話かもしれませんが、実は私の娘婿は大きな

百姓で、特に野菜づくりですね、そこに嫁に行っているわけですが、正直言って、

 8




平成 14 年第 33 回 議事録 

男の子が３人いるんですけれども、３人とも農業を継がないということで、結局

どうすればいいんだろうと。それを考えると、ここのページに出てくる担い手の

問題だと思うんです。担い手が何だかんだ言いながらどんどん減っていっている。

それをどういうふうに確保していけばいいのか。 

それは農業関係を国としてどういうふうに今後考えていけばいいのかというこ

とと、それから株式会社の方からいえば、借地であれば経営に参加してもいいと

いうお話でございましたが、借地でないところですね、今、現在生産をやってい

るようなところを使う。それで農業株式会社がやる、そういうことはできるのか

できないのか。株式会社でやるという話であれば、今現在あれだけいろんな人が

失業して、これからどうするんだというようなときに、正直言って、こういう野

菜づくりとか、こういうものへ持っていけば結構やれる可能性があると思うんで

す。そこらの相当な規制があってできないということで、ここのバランスについ

て、どういうふうにお考えになっているのか。 

（大島臨時議員） 今特区で借地ということにしております。今の農地法の状態でも

非常に厳しい状況の中ではございますが、株式会社の参入は認められているわけ

ですけれども、それではとても無理だという中で、特区の中で借地ということを

まず考えてみましたのは、施設園芸は別にしまして、実際に土を相手にしたもの

に株式会社が参入した場合に、今の農地の流動化というのは、先ほど申し上げま

したように、決してそれで私はエクスキューズするわけではありませんけれども、

農地を手放すというのは、本当の交渉をやった方でないとわからないぐらい大変

なことでございます。ですから、現在農地流動化面積のうち８割ぐらいは借地な

んです。そういう意味で実際に株式会社の皆さんにやっていただくためにも、や

っぱり借地でやってもらう。 

その借地のいい点の一つとしては、そこで何かがあったときに、それがまた戻

ってくるといいましょうか、それから、コストが参入するときにかからない。特

区でやらせていただいて、それ以外のいろんな逆の意見もあるわけですが、検証

してみたいと思っておりますので、実際に株式会社をつくって農地を買って、株

式会社で農地をやるといったら、５町歩、10町歩じゃ小さ過ぎて、土を相手の農

業というのはもう無理だと思うんです。膨大なものをやる。そうした場合には、

借地というものに着目してやっていただく方がかえって現実的であろう。という

ことの中でやってみて、検証のときにまたさらに、それも結局さっき吉川先生に

お話ししたんですが、農地制度という農地のあり方、農地にかかわる様々な法律

が、これは農地だけではありませんけれども、日本の土地制度というのはごちゃ

ごちゃごちゃごちゃっとあって、その根本的な整理を一方においてすることも私

は本当に大事なような気がしているんです。いずれにしろ、特区の検証のときは、

そういう前向きの視点に立って様々議論してみたい、こう思っております。 

（竹中議員） すみません、関連質問が吉川議員から。 

（吉川議員） ないですけれども。 

（竹中議員） そうですか。それでは、先に片山大臣、本間議員ということで。 
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（片山議員） 塩川大臣もちょっと言われましたが、農業改良普及員、林業普及指導

員、水産業改良普及員、これについては、今必ず置けという必置規制ですよね、

国がそういうことを決めている。そこで、地方分権改革推進会議がこれをやめる

か、大幅に緩和するよう意見を出している。昔は補助金だったのが、十数年前か

ら交付金になっています。これも人件費の補助ですから、我々の考え方では人件

費ですとか、法律の施行に伴う事務費ですとか、施設の運営費などは、国の交付

金ではなくて一般財源の方がいいと思いますので、この際、ぜひ普及員制度につ

いて大幅に見直していただくということが１つ。 

それから、塩川大臣が言われた農業委員会ですが、これはアメリカが来てつく

った制度なのです。昔は農業委員は選挙だったのが、今は公選制と任命制になっ

ていますが、正直言いまして、仕事はそれほどありません。農地としての売買の

許可などがありますけれども、私はこれもこの際、選択制にして、置く必要のあ

る市町村は置けばいいし、置く必要のないところは市町村長が行う。そういうこ

とにして、大幅に制度を見直して、人件費の交付金もこの際やめたらどうかと思

います。これは地方分権改革推進会議の意見と全く一致しておりますので、昨日

は一致しない話も相当あったのですが、これについてはぜひお願いしたいと思い

ます。 

それから公共事業が、国の直轄事業、補助事業、単独事業と３つ一緒になって

行われています。特に土地改良は。それはそろそろ見直して、極めて地域性があ

りますから、ほとんど単独事業にするか、どうしてもというのであれば補助事業

を少し残すかということにすべきではないかと思いますので、ひとつそれもお願

いします。 

それから、これも塩川大臣と同じですけれども、農林関係の組織機関、外郭団

体が各県に山のようにあります。県庁においても、農林部の職員が圧倒的に多数

だし、出先機関も外郭団体も一番多くなっています。この際、思い切ってスリム

にしていただくことが行革にもなりますので、よろしくお願いいたしたい。行政

機関と外郭団体の職員の方が、農民の数に比べると何倍もいます。ぜひひとつ検

討をよろしくお願いします。 

（大島臨時議員） 今、総務大臣から言われました農業委員会、あるいは改良普及員

の問題は、先ほど申し上げましたように、本当に今、米に大改革をいたすとすれ

ば、農地の流動性だとか、あるいは普及員の質も変えていかなければいかんと思

います。地域のコーディネート力みたいなものをやらないと、だんだん意味がな

くなってきます。まず米の改革をやっていった場合に、地域農業や、あるいはそ

ういう主業農業者をどう育てていくかという意味での役割というものは、私はま

だ存在価値として存在すると思っておりますが、御指摘をいただいたようなスリ

ム化でありますとかそういう問題については、今、勉強会をずっと続けておりま

す。そういうふうなものを見ながら、また真剣に検討課題として取り上げてまい

りたいと思いますので、御理解をいただきたいと、こう思っております。 

（片山議員） 15年度予算で芽を出していただきたい。 
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（大島臨時議員） それはスリム化とかそういう点については全力を尽くしますが。 

それからもう一つは、農業の公共事業、先ほどちょっと申し上げましたが、例

えば広域農道、これについては抜本的に考えてもらいたい、こう思っております。

それから、もちろん直轄事業の中で見ていますと、もう既にどんどん少なくなっ

ていますが、ダムとかそういうふうなものになると、そういう意味では、効率、

スリム化、重点化、同じ農地に対する事業でも、主業農業者がそこにきちんとい

るかいないか、今までのように来たものをだらだらやるのではなくて、そういう

ところの集中化というものを考えてやってまいりたいと、こう思っております。 

（竹中議員） それでは時間の関係もありますので、本間議員、牛尾議員、吉川議員

に御発言をいただいて、大島大臣からまとめてお答えをいただきます。 

（本間議員） 私は農業の究極的な問題点というのは産業としての空洞化、高齢化な

んだろうと思います。そのことの背景には農耕者主義、家庭内継承という本質的

な産業としての欠陥があるのだろうと思います。それをオープンにして開放性の

ある産業にしなければ、いくら政策として農業をサポートしようとしても、奥田

議員がおっしゃったように、家庭自らがその継承を断絶をすると、こういうこと

でございますので、その意味で我々は市場性を確保して、株式会社等も含めて多

様な形態で参入できるような形にすべきだということを申し上げているというこ

とでございます。 

そういうような状況からいたしますと、私は兼業化に拍車をかけているのは米

中心の農業であって、これが産業としての農業、専業農家としての部分を、かな

りの程度を弱める原因になっている。米政策についての御提案は非常にすばらし

いと思いますけれども、22年まで10年間もかけてやっていくという悠長なことで

は間に合わないのではないか。今65歳が平均年齢で、10年経てば75歳というよう

な状況で改革を進めていくということでは、時代のテンポからすれば極めて問題

である。少なくとも４、５年で工程表をきちんと仕上げていくということが重要

なんだろうと思います。 

それから３点目は、やはり農業政策におけるハードからソフトへの転換という

問題があるわけでありまして、大臣が御指摘のとおり、公共投資の問題について

は、これはこれまで費用対効果の分析がまだ不十分であり、その結果もバックデ

ータも含めてほとんど公表されておらず、また活用も不十分というのが現状でご

ざいますので、長期計画の再構成に当たっては、その点はぜひきちんとしていた

だきたいと思います。 

それからソフトに重点を移す場合でも、補助金の費用対効果分析がほとんどな

されていないというのが現状でございます。先ほどから農業委員等の問題がござ

いましたが、有効にそういうような資源がきちんと使われているかどうかという

ことも含めて抜本的に農業の改革を進めていただきたいというふうに思います。 

以上です。 

（厚生労働大臣入室） 

（竹中議員） 牛尾議員。 
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（牛尾議員） 尽くされておりますけれども、リマインドしたいのは、やはり農業と

いうのは食料産業として競争を導入して、主体者の自由な発想で生産を高めて、

競争力を増やしていくと。アジアは特に中国をはじめとして食料の不足で、供給

過剰の中で食料だけは供給の方が少なくなってきている。そういう意味では、日

本のような恵まれた天候の中での地域をもっと多様な自由な経営経済にすれば、

食料産業は輸出産業にもなるぐらいの可能性を持っていると思うんですね。 

それに対して、従来の農政業務というのは、農村・農民を込めて余りにも型に

はめすぎている。経営形態まで家族で中小というふうにはめてしまうわけです。

もし、戦後の日本経済が家族経営と中小企業を中心としてやっていけという方針

を出したら今日の繁栄は全然ないわけです。いろんな形のことをしてきている。

農業も一度相当自由な経営形態を経営者の選択によってできるようにするという

ことを考えて、その実験の形態として特区を考えているわけですから、今ある小

さな制度の中で、これは駄目、これは駄目、という発想を大きく変えて、そうい

うことにトライしないと、それは本間議員のおっしゃるように10年ぐらいかかっ

てやっと一歩踏み出すことになる。 

今、食料不足というのはアジアの大問題でありますから、やはり日本の使命と

しては、食料供給する側の大変な使命感があるし、また日本は十分それだけの経

営能力があると思うんです。そういう点ではもっと自由にしてほしいということ

をぜひ頭に入れていただきたいと思います。 

（吉川議員） 私は片山大臣がおっしゃったことの 後の点に関連して一言、統計に

ついて発言したい。農水省の統計の数は突出しているんですが、国の統計整備を

見ると、細かいことは申し上げませんが、極めて不均衡な姿になっていると思い

ます。やはり日本経済がどう動いているかというのは、我々統計を通して知らな

ければいけないわけですから、一度政府全体として、日本の統計整備が今の形で

いいのかどうか、これを真剣に考えてみる必要があると思います。 

（竹中議員） 大島大臣。 

（大島臨時議員） 米の問題でそんな悠長なことを言っておられないじゃないかとい

う御指摘でございましたが、まずこの11月に、本当に勝負をしなければなりませ

んので、それをどうプログラムを組むかということであろうかと思いますので、

御指摘をいただいた点も勘案しながら、また牛尾議員からも言われた競争力とい

う意味での、ある意味では競争社会がある分野というのは、例えば野菜にしても、

実は畜産にしても、もう完全にマーケット中心の農業形態になっているんです。

やはり米の世界を御指摘いただいているのではないか。そういう意味で米の改革

という問題について11月末ということを申し上げておりますので、全力を尽くし

て、そこを突破口にして様々な御指摘を踏まえつつ努力してまいりたいと、こう

思っております。 

（竹中議員） ありがとうございます。簡単に取りまとめさせていただきます。 

４点あろうかと思いますが、米政策につきましては、11月末までにこれは大臣

の方で責任をもって取りまとめていただく。それに関連して、需給調整のシステ
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ム等々についても、これは時間軸をできるだけ早く区切って、これは検討をして

答えを出していただく、これが第１ではなかったかと思います。 

第２は、地方組織につきましては、これは組織のスリム化について多くの議論

が出されました。これも米政策と併せて議論をしていただく。ただし、15年度に

何とか芽出しをしてほしいという声が強かったかということではなかったかと思

います。それと関連しますが、外郭団体の思い切ったスリム化をという点もぜひ

大臣の方にお願いを申し上げたいと思います。 

第３番目としましては、これは事業形態との関連で、株式会社については特区

で行って検証するということであったかと思いますので、これにつきましても、

時間軸を定めてよろしくお願いしたいと思います。 

後に４点目は、これは大島大臣の方から御発言がありましたが、土地の法律

改正、見直しが必要であるという問題意識に立っていただきまして、この点は大

島大臣の方でも御検討をよろしくお願いいたします。 

（片山議員） 地方組織に関する取りまとめの中には、今の農業委員会、改良普及員、

必置規制の廃止を併せて、人件費補助の見直しも入っているのですね。 

（竹中議員） はい、そういうことでございます。片山大臣の御発言にありましたよ

うに、地方組織との関連で、人件費の交付金の見直しという御指摘もありました

ので、そういう視点もぜひ視野にという点でございます。 

（小泉議長） 近、不況下にもかかわらず、一方で高い高級品が結構売れている。

それは食料、農業でも例外じゃない。米だって新潟産コシヒカリだと高くても買

うでしょう。卵だって500 円の卵が売れているでしょう。中国でシイタケ、ネギ

が安いのが入って困ったけれども、群馬の下仁田ネギ、全然影響を受けない。高

くても売れている。コンビニのおにぎりだってそうだよ。 近はいい米を使った

１個200円といったものも出てきている。安いより高い方が売れることを見ると、

労働力の安い中国とか恐れてばかりいないで、日本人というのは非常に食料に敏

感だから、安全で、おいしくて、質の高いのを、こういう層があるということを

農業も見なきゃいけない。そうすると、そういう消費者のいろいろな動向に合わ

せるように、多様性、自由度は必要だと思う。常に輸入に襲われるという不安感

ばかりじゃなくて、高くても売れる商品、むしろ、食料が世界的に不足するとい

う状況によると、これから農業は展望も開けると思うんだな。その点もよく農業

者に奨励して、安いのも必要だけれども、100円ショップもはやっているけれども、

同時に高くても買う層がいるということを忘れないで、輸出できるかもしれない。

両方の面をやってください。武部前大臣も結構やっていただいていたものですか

ら、一緒に、タグマッチで両方やっていただきたい。 

（竹中議員） 大島大臣どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

（大島臨時議員） どうもありがとうございました。 

（農林水産大臣退室） 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（坂口大臣）
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（竹中議員） それでは、お待たせいたしました。坂口大臣から資料に基づいて御説

明をお願い申し上げます。 

（坂口臨時議員） 少し遅れて参りまして申し訳ありません。 

前回にお邪魔をさせていただきましたときに、将来の社会保障につきまして、

税か、それとも保険かというお話がございまして、今回そのことに少し焦点を当

てて整理をしてまいりました。また、その中で吉川議員から前回、雇用保険につ

きましてのお話も頂戴いたしまして、そのことも含めて少し御議論をいただけれ

ばありがたいというふうに思っております。 

今お手元にお配りいたしております「14年11月１日」というこの資料でありま

すが、この１ページから少し進めさせていただきたいというふうに思いますけれ

ども、１ページは、社会保障に関係のありますものは、経済と雇用、そして国・

地方財政、そして人口構成、これらのものによって非常に影響されるということ

を書いているわけでございます。これは当然のことでございます。 

２枚目でございますが、これは社会保障の給付と負担の国際比較を書いたもの

でございます。2002年におきます国民負担率からいきますと38％、そして給付費

のＮＩ比で申しますと23％でございます。今、厚生労働省が試算をいたしており

ます2025年の値をもう一つそこに記入をしたわけでございます。そうしますと、

国民負担率で53％、給付費のＮＩ比で約32％と、こういうふうになるわけであり

ます。しかし、ここへまいりますと、ドイツ、フランス、スウェーデンの現状と

比較をいたしましても、それほど驚くところまでは、25年のところまではいかな

いということでございます。 

３枚目に進めさせていただきたいというふうに思います。社会保障財源の対国

民所得比の国際比較でございます。これは一番下のところは事業主の拠出の部分、

その上が被保険者の拠出の部分、そして税負担、その他というふうになっており

ますが、こういう割り振りになっておりまして、トータルとしましては、日本と

ドイツやフランスとはかなり格差が現在ございますけれども、中の税の占めます

パーセントからいきますと、25.26の中で日本は現在6.39でございますので、約４

分の１程度でございましょうか、25％ぐらいでございます。ドイツは現在39.35の

中で、12.32でございまして、３分１強ということでございましょうか、フランス

の方は41の中で８でございましたから５分の１ということでございましょうか、

大体こういう割り振りになっております。そして被保険者拠出と事業主拠出の割

合は日本の場合は大体１対１になっております。事業主拠出の方が若干多い目に

なっておりますけれども、大体１対１。そしてドイツは全くフィフティ・フィフ

ティになっております。フランスもよく似た、若干事業主の方が多いということ

になっております。スウェーデンはほとんど事業主ということになっておりまし

て、国によりましてかなり格差はございます。アメリカも大体、事業主とそして

被保険者との割合はよく似た割合でございます。国際比較をすると、こういうこ

とだということでございます。 

その次に被用者の社会保険料の国際比較でございます。これは一番下から医療、
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その次に年金、介護、雇用と、こういうふうに書いてございますが、これをご覧

いただきますと、日本の中でも年金が13.58で も多くなっております。年金が多

いのはフランス、ドイツ、スウェーデン、アメリカ、すべての国で年金が一番多

くなっておりまして、続きまして、医療が多いと、こういう状況でございます。 

これで2025年になりますと、今の予定でございますと、社会保険料率でいきま

すと、2025年には38.57まで上がるというふうに厚生労働省では計算をいたしてお

りまして、38.57でございますから、現在のフランス、ドイツに近づくということ

でございます。しかし、統計のとり方は、先ほど吉川議員からお話がございまし

たとおり、どういう前提のもとに出すかによりまして、これはかなり違うわけで

ございまして、厚生労働省も、時として値が変わるではないかという御指摘を受

けているわけでございまして、前提をきちんとしてやらないといけないというふ

うには思っている次第でございます。 

それから、事業主負担の方でございます。左の方は事業主負担と本人負担とに

分けてあるわけでございますが、日本、アメリカ、ドイツは大体フィフティ・フ

ィフティになっております。フランス、そしてスウェーデン、社会保険料の比較

でございますので、社会保険料におきましては、この辺は事業主の方が多いとい

うことでございます。 

右の方は、労働費用に占める福利厚生費の割合を書いておりまして、赤いのは

法定外の福利費でございます。こういうことに現状ではなっているということで

ございます。総論としては、こういうことでございます。 

あと年金と医療について若干付け加えさせていただきたいと思いますが、時間

の方はよろしゅうございますか。 

（竹中議員） あと10分ぐらいで。 

（坂口臨時議員） 年金制度につきましては、今年中に骨格をお示しを申し上げて、

幾つかの選択肢をお示しを申し上げて、来年１年間御議論をいただきたいという

ふうに思っております。そういうことで、現在鋭意検討を重ねているところでご

ざいます。 

主な論点は次のページでございますが、主な課題としましては、長期的な年金

の給付と負担の均衡の課題が一つございます。これは給付に上限を作って、それ

に合わせて負担を合うようにする。もう一つは、負担を上限を作って、それに合

うように給付をするか、大きく分けるとその２つになろうかというふうに思って

おります。今までの制度の中身の改革をするという、保守的な改革になるかなら

ないかというところの一つは、女性の問題でございます。いわゆる年金を個人単

位にしてしまうかどうかという大きな問題がございます。そして保険料といたし

ましては、パートの皆さん方もこの保険料を出していただくようにするかどうか

という点が大きな問題点であるというふうに思っております。それからもう一つ

は、今まで財務大臣にも御指摘をいただいておりますが、基礎年金の国庫負担の

３分の１を２分の１にできるかどうかという課題がございます。そうした問題を

抱えているわけでございます。 
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そんなことで、それらの中で も好ましいと思われます組み合わせを幾つかつ

くりまして御提示を、できれば12月の頭ぐらい、初めぐらいにはお示しを申し上

げたいというふうに思っております。そして１年間御議論をいただく期間をつく

りたいというふうに思っております。そして再来年法案化をいたしまして提出を

させていただきたいと、かように考えているところでございます。 

次に、医療制度改革でございますが、医療制度改革の案につきましては、もう

11月でございますが、今月の末には提出をさせていただきたい。いわゆる厚生労

働省案なるものを御提出をさせていただきたいというふうに思っておりまして、

それに対しましていろいろ御議論いただきまして、来年の３月までにその案をま

とめたいというふうに思っております。 

そうしたことで先般、医療保険制度の体系のあり方と、もう一つは診療報酬体

系の基本のあり方につきまして、２点につきまして私の私案を出させていただい

たところでございます。こうしたことをたたき台にしながら、今厚生労働省の中

でも議論を進めているところでございます。与党の方におきましては、11月中に

は何か案をおまとめいただくということでございますので、そうしたことも参考

にさせていただきながら決定をし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。 

診療報酬体系は、現在年々歳々この議論をやっているわけでございますが、医

療従事者の方からは、「なぜこれはこんなに下げるのか」という疑問がございま

すし、国民の皆さん方は、「なぜこれはこんなに高いのか」という疑問があるわ

けでありまして、どちらからも疑問を呈されている。それで、この診療報酬体系

を始めましてから40年経過しているわけでございますが、初めは一つの基準もあ

ったのだろうと思うんですが、あそこを継ぎ足し、ここを削りやっておりますと

きに基準がわからなくなってしまいました。したがいまして、基準をこの際に明

確にさせていただきたいというふうに思っております。 

その中心は、１つは難易度、技術力、時間、こうしたことに加えまして、患者

の視点から見まして、何が良質の医療かといったようなこともございますので、

そうしたことも含めて重症化予防でありますとか、生活指導だとかといったこと

をどう重要視できるかといったことも一つの尺度にしながら、物差しをまず明ら

かにさせていただきたい、こういうふうに思っている次第でございます。 

あともう一つだけ、少子化でございますが、少子化対策は今まで厚生労働省の

中でも、保育所の問題は総理から待機児童ゼロ作戦を言っていただいて一生懸命

やっておるわけでございますが、全体的には遅れている方でございまして、社会

保障給付費の中で高齢者に対しましては67％、いわゆる若年者と申しますか、小

さな幼少の子どもに対しましては３％と、予算的にも大変大きな開きがあるとこ

ろでございます。今後この少子化をどうしていくかということを一層しっかりや

っていかなければならない。これも総理から御下命をいただきまして、先般も報

告を申し上げたところでございます。これが進むか進まないかが2025年ぐらいに

なりますとかなり影響が出てまいりまして、そこまでは大したことないんですが、
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その次の25年、2025年から2050年の間には大変な差になっていくことでございま

す。現在生まれました子どもが25歳から50歳ぐらいの間のときが も高齢化が進

み、 も厳しいときでございますから、そのときにどうなるかというのは、現在

少子化対策をどう打つかということと大きく関係をしてくるというふうに思って

おります。この点、しっかりとやっていかなければならないというので、今この

点につきましても具体化を今年中にまとめたいというので、さらに具体化をまと

めているところでございます。 

以上、誠に簡略でございますけれども、御報告を申し上げさせていただきます。 

一番 後のページ、厚生年金の負担にいたしましても、平成９年の人口推計で

中位推計でいきますと、2025年の保険料が21.6％になるわけでございますが、こ

れが今年の１月の人口推計の中位でございますと24.8％、さらに低位になってい

くという仮定をいたしますと、27.5％と非常に高くなってくるということを書い

たものでございます。この辺のところをどこまで頑張れるかということを書いて

ございまして、その辺のところをひとつ頑張ってやっていきたい。それから、そ

の後は総理に出しました「少子化対策プラスワン」につきまして、少し具体的に

書いたものでございます。 

以上、誠に簡単でございますけれども、先日、いただきました税と保険料をど

うするかということの一つの資料として出させていただいた次第でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御意見をいただきたいと思います。

牛尾議員。 

（牛尾議員） 大変重要な問題を基本的にお取り上げになっていると思いますが、当

然おっしゃっていますが、社会保障負担と税負担ともう一つ、それを財政赤字で

逃げるという、財政赤字をどういう優先順位にするかということに関しては、ま

ず財政赤字を止めてこの問題を議論するというところはかなり明確にするべきで

あって、日本の場合は行政サービス負担は低いけれども、財政赤字を足せば相当

高いところにきているということについての認識が希薄であるということがあり

ます。 

もう一つは、今、中で説明のあった男女ともに働くんだという前提で、年金の

基礎を家族から個人に置くかどうかという議論ですね。それと少子化の問題をど

うするか。それから高齢者も働いて、従来のように高齢者というものの定義をだ

んだん上げていくという。アメリカなんかは30年か40年近くかかって67歳にする

という、今、10歳、20歳の子どもが67歳になるということを、そこで宣言をする

ということもあるんですが、こういう生き方の問題に関する議論は、お金がこう

だからということで決める話じゃないと思うんです。こういう予算の席で決める

と、財政的な理由で決めるということと、やはり社会は男女共同参画社会で、し

かも高齢者も全部働くんだという前提で考えるかどうかというのは、金目だけの

話じゃなくて、日本の国の生き方の問題だと思うんです。そういう議論をする場

がなくて、今ここではやや財政的にどうすれば一番うまくいくかという議論で、

こういう重要な問題の答えを出すことには、やはりいささか疑問を感じるわけで
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あります。 

それは医療の問題でもそういうことが言えるわけです。要するに先進国各国で

やっている医療費との関係で、ある年齢を過ぎた人の安楽死の問題とか、治療を

しても甲斐のない治療をどうするか。そういう問題を予算面で考えるのではなく

て生き方の問題として考える側面を、どういうところできちんと議論するのかと

いうことに非常に疑問を感じますので、こういう非常に大事な局面を、21世紀に

おける前半の日本の生き方ということを考えていかないといけないだろう。それ

を財政面だけでアプローチすることは非常に危険で、昨日でも義務教育の問題を

中央・地方という財源だけの問題で国の教育の問題を議論していいのかという議

論が出ましたけれども、そういう面がこれからあるわけでありますが、それを総

合的に考えるような見識を我々は持つ必要があるのではないかということを申し

上げたいと思います。 

（竹中議員） 坂口大臣ございますでしょうか。 

（坂口臨時議員） 今、御指摘をいただきました財政赤字の問題は当然考えなきゃな

りませんが、年金の場合に、これを個人単位にするかどうかということは、生き

方とは少し違って制度上の問題が非常に大きい。それはもちろんのことながら、

今後どういう日本の社会になっていくか、共働きが当然の社会になっていくのか

どうかということと絡んでくるのだろうというふうに思いますから、年金を個人

単位にするかどうかは大議論がありまして、女性の方も意見は真っ二つでありま

して大変な議論をしているところでございます。 

高齢者の年金の問題は、これは現在だんだんと65歳に引き上げつつあるわけで

ありまして、平成13年で大体基礎年金の方は65歳になるわけであります。13年か

ら今度は上の厚生年金の方を2025年までの間に65歳までもっていくということに

なっているわけでございまして、これは既に決まっておりまして、その軌道線上

を今走っているわけでございまして、これはそのようにだんだんと上げていくよ

うにしたいというふうに思っております。生き方の問題は、これは押しつけるわ

けにいかない問題もございますので、そこはどうするか、いろいろな御議論をい

ただければありがたいと思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 年金の問題については、11月ないしは12月に案を出されて１年近くを

かけて幅広い議論をされるというお話ですが、ぜひとも間口を広くとっていただ

いて、文字どおり大きな議論をしていただき、政府として社会保険のそもそも論

といいますか、考え方を国民にぜひ問いかけていただきたいと思います。私的な

貯蓄手段というのは幾つもあるわけですが、そうした中で公的な年金制度という

のはなぜ必要なのか、我々何をやっているのかというようなことから国民に問い

かけていただいて、それが例えば長寿というものをみんなで支え合うというので

あれば、財源論等でもいろんなアイデアが出てくると思うんです。 

やや個別的になってしまいますけれども、例えば、高齢者が亡くなったときに

相続税は遺族の方が払うわけですけれども、それまで公的年金で支えてもらった
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んだけれども亡くなったということで、死後に亡くなった方が何らかの形で国に

返していく。英語で言うとデス・デューティーというんでしょうか、そうしたも

のも考え方として私は合理性があると思います。あるいは給付開始の年齢等も、

平均寿命とか健康寿命の伸長にあわせて連動させるというようなことも考えられ

ていいのではないかと思います。今ここで個別の提案をしたいというのはなくて、

そもそも公的年金というのは、こういうためにあるんじゃないかということを整

理していただければ、いろんな切り口が出てくるのではないかと思います。 

また、この問題自体はどうしても人口的な変化のところだけに注目がいくんで

すが、大臣は2025年から2050年というところでの非常に長期的なお話をされて、

まさにそういう問題なんですが、経済の長期的な姿に大きな影響を与えるのは、

やはり資本蓄積と技術進歩だと思います。経済成長を調べてみると、どうしても

働く人の数というところに我々注目がいくんですが、直接的な影響というのは意

外に小さい。経済成長というのは資本蓄積とか、技術進歩の影響というのが非常

に大きいわけで、それが年金の財源になっていくということは、これは間違いな

いわけですから、年金の問題を考えるときに、デモグラフィックというか、年齢

構成、人口の問題もきちっと考えるというのは、これは当然で何も間違っていな

いですが、しかしながら、本当に25年、50年という長期で言えば、我々は一見迂

遠のようですけれども、資本蓄積、技術進歩が、年金の将来を左右するというこ

とも忘れてはいけないと思います。 

（竹中議員） 平沼大臣。 

（平沼議員） 非常によくおまとめいただいているわけですけれども、今、個人の消

費が伸びないというのは将来不安が非常にあるわけです。ですから、この年金な

んかに関しましても、そういう不安をもって、そして持続性があるかどうか、こ

ういう不安が非常に根っこにあると思うんです。ですから、そういうことを解消

するために、今回の改革におきましては、そういう国民の不安を解消する。信頼

回復のために、１つは将来にわたって持続可能である、こういうメッセージをし

っかり出すことが必要だと思います。それから、経済産業省の立場で言わせてい

ただきますと、やはり国際競争にさらされている企業にとっても過剰な負担とな

らないような、そういう制度設計も考えていくべきではないか、こういうふうに

思います。 

そういったことをやるためには、主要各国の将来の負担水準も踏まえまして、

例えば一つの考え方ですけれども、負担の上限を固定して、そして経済状況等が

変化した場合にも給付水準の変動で対応する。そういった制度の導入も考える中

の選択肢の一つにすべきではないか。こういうふうに思っておりまして、いずれ

にしても、団塊の世代が今は払い手ですけれども、受け手になるその直前のある

意味ではラストチャンスみたいな、そういう時期にかかっておりますので、そう

いう意味では、ここでしっかりとした一つの制度設計をしていくということは非

常に大切だと思っています。 

以上です。 
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（坂口臨時議員） 吉川先生から御指摘をいただきました一番 初の間口をできるだ

けというお話は大変大事な話だと思っておりまして、今回幾つかの案を提示をし

たいというふうに思っておりますが、問題はその提示の仕方だと思うんです。こ

れはある程度の枠にはまった中での小さなことでの幾つかの定義の仕方もありま

すし、非常に大胆な根幹に関わるところのことを含めた提示の仕方というのもあ

るわけでありまして、現在、事務方の方には一体どういう提起の仕方をするのか

ということを今投げ返しているところでございまして、そこが今度の大事なとこ

ろになるのではないかということを私も指摘をしておりますので、間口をできる

だけ大きくというお話はそのとおりというふうに思っておりまして、できるだけ

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、年金の持続可能性を平沼大臣から言っていただきまして、いわゆる

将来性、５年ごとに変えているわけですが、５年ごとにいつもいつも変えるもの

ですから、ここが信用をなくすることにもなっているわけでございます。それで、

今保険料を納めていただく人が70％になりまして、30％払ってくれなくなってし

まった。これは若い人ほど払っていないんです。40歳を超える人はかなり高率に

払ってもらっているんですが、45歳までの人、特に40歳までの人が非常に少ない。

20代ぐらいのところは五十数％ぐらいの人しか払ってくれていないわけで、「払

っている人」、「払っていない人」の意識調査もやっているわけですけれども、

払っていない人のほとんどは、「将来のことは何も考えていない」というのと「自

分でやる」というのと、どちらかが多い、こういうことでございます。「そんな

ことは自分でやる」という人と、「将来のことは考えていない」という人とが非

常に多い。40歳を超えて払ってくれている人は、やはり「老後の対応はちゃんと

しなきゃならん」というふうに思っているということでございます。ですから、

現在の形を大きく崩さずにどう改革をするかというのも一つの案だろうと思いま

す。 

それから、根底にかかわるところから変えたものを示すのも一つの案だろう。

それらのことを並列的に出させていただいて、そして、どこが大事かということ

も含めて御議論をいただくというのがよろしいのではないかと思っているわけで

ございます。それに絡みまして、塩川大臣にもまたいろいろと御迷惑を掛けるわ

けでございますが、３分の１から２分の１の問題も絡んだ話にはなってくるだろ

うというふうに思っておりまして、１年ございますので、いろいろな御議論を頂

戴したいというふうに思っております。 

（竹中議員） それでは、本間議員、片山大臣、塩川大臣に連続でお話しいただいて、

坂口大臣にお願いします。 

（本間議員） 先ほどお示しいただきました社会保障負担の国民所得比、国民負担率

の問題でございますけれども、これは牛尾議員も御指摘のとおり、財政赤字ある

いは過去に発行した政府債務の問題、これをどうするかによって数字は随分違っ

てくるわけであります。これをきちんと入れ込みますと、60％を超えるフランス

並みの国民負担率になっていくということは、これは今の制度が存続する限り当
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然予想しなければならないテーマだと思います。そういう意味では、持続可能な

制度なのかという点でいえば、私は破綻しているのだろうと思います。そういう

意味で給付と負担の総合的な見直しというのは避けて通れない問題ではないか。

そういう点で言いますと、まず直近の問題として、来年度予算で物価スライドの

問題をどういう形で調整をしていくか。御承知のとおり法律上は調整をするとい

うことになっておりますけれども、これは差し止めておりますので、この辺のと

ころはぜひ出発点として御検討をいただきたいと思います。 

それからもう一つは、これまでの御議論を踏まえて複数の案を出していただけ

るというお話でございますけれども、やはり経済の体力である経済成長率とどの

ように連動させるのか、人口の問題とどのように連動させるのか。これは現在各

国で悩んでいるわけでありまして、スウェーデン方式のように自動的に給付を調

整するというようなシステムづくりも、これもぜひ御検討をいただくのが正当で

はないか。その際、スウェーデンがやったように、恐らく、基礎年金と比例報酬

の性格の問題を検討しなければならない。基礎年金が全体にカバーしております

けれども、所得再分配的な要素というものをどのように考えていくのか。そして、

これが塩川大臣との関係でございますけれども、国費を３分の１から２分の１に

変更する際に、基礎年金の性格をどうするか当然議論をされなければならないの

だろうと思います。 

その上で、未加入・未納者の比率が上昇しているということは、これは危惧す

べき問題でございまして、そのことがまた制度に対する不信感、不公平感をもた

らすということでございます。私は年金、医療、介護、そして失業・雇用の問題

も一元的に管理をしてはどうかと考えます。そうすると年金を払わなければ保険

証を出さないというようなアイディアも可能になります。一元的に多様な商品が

パッケージ化されておりますとモラルハザードを起こさない非常に大きな要因に

なりますので、総合保険体制としての社会保障制度というものを構築すること、

これはぜひ検討が必要なテーマだろうと思います。私が社会保障個人会計とこれ

まで申し上げてきたのは、その総合パッケージ化であるということを御理解いた

だきたいと思います。 

そういうことを考えてまいりますと、次のステップとして 後の問題でありま

すけれども、徴収の一元化の問題。これが行政費用の問題としても、行革の関連

においても、積極的に効率化をしていく必要があるのだろうと思います。 

以上でございます。 

（片山議員） 数点申し上げます。 

１つは私どもに関係があります市町村が保険者の国民健康保険は、御承知のと

おりですが、大変小規模化していて、被保険者3,000人未満の保険者が４割近くに

なっています。それから、高齢化率は政管健保の５倍、組合健保の10倍です。世

帯当たり年間所得の方は逆に組合健保の４割ぐらい、政管健保の７割ぐらいとい

うことでございまして、赤字が一番近い数字でも3,300億円ぐらいです。法定の一

般会計繰入金を5,800億円ぐらい入れました上でも3,300億円の赤字が出ておりま
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す。全国町村会をはじめとして、ぜひ制度の一元化、保険者の大規模化というこ

とを前から言っておりますので、厚生労働大臣の私案の都道府県単位ぐらいでの

一元化は大変結構だと思います。ただ、これはいろんな問題があります。それで

は、都道府県が保険者になるかというと、なかなか「うん」と言いませんね。で

は、市町村の共同事業にする、これは大変難しい。別の公的な法人をつくる、こ

れもなかなか難しい。その辺課題がありますが、とにかくいい方向でまとめてい

ただくように、これが第１点です。 

それから、少子化対策は今様々な補助金が出ています。これは、かなり以前か

ら出ていまして、今の時代見直した方がいい補助金もありますし、これからもお

考えでしょうから、できるだけ統合補助金にするか、交付金にするか、地方が自

由に使えるようにする。ぜひ少子化対策の補助金の整理合理化をお考えいただき

たいと思います。また、一般財源としていいものはこの際ぜひお考えいただきた

い。これが２点目。 

それから、幼保一元化は前からの懸案ですけれども、保育所のハードルが高い。

基準が厳しくて、幼稚園の方がいい加減ということはないのですが、緩いですね。

幼稚園も保育所も預ける側からみれば同じようなものです。お母さんが働いてい

るかどうかだけの違いなので。これはぜひ、保育所の基準を緩めて、幼保一元化

が実際上進むようにぜひお願いしたい。 

後は、地方分権改革推進会議も言っておりますけれども、必置規制の問題、

これはぜひお考えいただきたい。毎回同じことを言って恐縮ですが、保健所の所

長がお医者さんでなければならないというのも、もうそろそろいいのではないで

しょうか。それから、保育所に調理施設の設置が必要とされているが、調理施設

を置いた方が安全かどうか、これはいろいろな議論がございます。それから、い

つか申し上げましたが、児童相談所の児童福祉司の問題があります。これらをま

とめて、ぜひ必置規制の廃止についてお取り上げ賜りますようにお願いします。 

以上です。 

（塩川議員） 私は簡単に言って２つのことなんですが、１つは、兼ねてからこの諮

問会議にお願いしていますように、ぜひひとつ社会保障関係費は、料金と税と、

先ほど本間先生がおっしゃった給付と負担の関係ということに徹底的にしてしま

って、どうするか、この基本をきちっと決めてもらわないと、今、日本は中途半

端な社会主義国家なんですね。表向きは資本主義、自由主義のように見えるけれ

ども、中身を見たら社会主義国家ですよ。今、先生のおっしゃった社会保障とい

うのは４つありました。全部出口調査をしたら80兆円ですね。大体、国と民間と

4.5 対5.5 の負担です。これは中途半端なんです。ここの方向をぜひひとつ、こ

れこそ、この諮問会議の一番大きいテーマだと思うので考えてもらいたい。しか

も、坂口大臣とも相談をしておるんですが、16年度年金の改正がありますね。こ

れが１つのターニングポイントになってくると思うんです。この際、きちっと国

の方針、これは国の大変な方針だと思いますので決めていただきたい。これをぜ

ひお願いしたい。これが１点。 
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それからもう１つは、先ほど片山大臣のおっしゃった必置規制です。厚生労働

省は福祉関係、それから社会保障関係のものがごちゃごちゃしたものがあるんで

す。ああいうのを一回整理していただいて、もう少しスリム化していただいて、

国民の本当の安心・安定というのは、先ほどおっしゃった４つの保険がきちっと

維持されているということだと思うので、そちらの方に資金が集中できるように、

いわゆる附属事業というものを整理していただいて、これはできるだけ地方に任

せてしまう。これは一般財源にした方がいいと思うんです。その点を考えていた

だきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 坂口大臣どうぞ。 

（坂口臨時議員） 本間先生からお話がありました中で、財政赤字や成長率の問題を

どう考えていくかということは大事なことでございますし、これからの雇用の問

題等を考えていきましても、いわゆる労働力人口がこれからずっと減っていくこ

とだけは事実でございまして、60歳未満の労働力人口は、2025年には現在と比べ

ると約800 万人減るんです。かなり減っていく。しかし、低成長が続いておりま

すし、過去20年ぐらいの数値を見ましても、その１％か２％経済成長がありまし

ても、この雇用人口というは増えておりません。動かない。そういう状況にござ

います。したがいまして、これから５％も６％も増えるわけはないんですから、

そうすると、この雇用はそれほど動かないというふうに、これからのことを考え

ていく必要があるのではないかというふうに思っております。 

企業の海外移転の問題もございますし、国内企業の効率化の問題もそれに加わ

ってくるわけでございますから、雇用対策は長期的な展望で少し考えていかない

といけないというふうに思っているんです。そういう意味で、これは近いうちに

総理の方に御提出をさせていただきたいというふうに思っておりますが、これは

いささか経営者にはお叱りを受けますけれども、雇用重視型社会の社会システム

とは何かという視点を少し考えていかないと、これから大変になる。やはり、そ

の点を考えていきたいというふうに思っております。これは長期的な話でござい

ます。 

一元化のお話につきましては、徴収の一元化は既にもう基礎的なことは終わり

ましたので、大体でき上がってまいりました。これはこの年末までに発表させて

いただけるというふうに思っております。それができましたらその次にどうして

いくかという問題になってくるだろうというふうに思います。 

基礎と比重、比例の問題をどうするか。これも根幹にかかわる話でございます

から、その中で御議論をいただければというふうに思います。 

それから、片山大臣の方から御提示いただきました幼保一元化の話につきまし

ては、これは文部科学大臣と今、話をいたしておりまして、さらにここを前に進

める進め方はないかというので、今、一生懸命話をしているところでございます。

両省ともいろいろございますけれども、うんと楽にしてまいりました。いろいろ

なことを取っ払ってまいりました。あともうちょっとのところまで来ております
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ので、ここはさらに続けたいというふうに思っております。 

それから、国保の問題につきましては、県単位のところで国保、それから政管

健保も大体そういうふうにしていただいて、問題は組合健保をどうするかという

難問題を抱えておりまして、これは県単位というわけにはいかないだろう。しか

し、わずか27人というような小さいものもあるわけでございますから、そんなも

のはどこかと一緒になってもらわなければいけないというふうに思っておりまし

て、その整理をどうするかという問題が残っておりますけれども、大体の方向性

としては県単位でいい。そういったときに、その次の段階で国保も政管も一緒に

することができるかどうかというのは１つ大きな問題でございまして、これは税

制の問題もありますから、それぞれの制度の中での一元化というのをまず進めて

いきたいというふうに思っている次第でございます。 

地方分権の問題はできるだけやっていきたい。しかし、いろいろ細かなものが

たくさんあるわけです。しかし、それだけ細かなものをたくさん一生懸命やって

おるということでございますから、お認めをいただきたいと思うわけでございま

す。 

（片山議員） まとめた方がいいです。 

（外務大臣入室） 

（竹中議員） はい、どうぞ。 

（奥田議員） お願いですけれども、時間軸の問題なんですけれども、このシステム

がはっきり国民に明示されていないために、やはり1,400兆のお金が全然動かない。

だから、それはどうしても進めないと、せっかく昨日、一昨日あたりに出された

いろんな国家の改革の問題が、これがしっかりしないと幾らやっても消費が出て

こない。消費が出てこないから設備投資も全然出てくるわけはないので、今おっ

しゃられましたけれども、できるだけ早く作業をお願いしたい。そのときに連合

も経団連も一緒になって御協力したいと思っておりますので、ぜひより早くお願

いしたいと思います。 

（坂口臨時議員） よろしくお願いします。これは今月末より早くはなりませんので、

今月末に厚生労働省案を示し、来年の３月までに国の案を示すという、このスケ

ジュールはひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。すごくたくさんありますが、一応大事なの

で取りまとめ的なことを申し上げさせていただきます。 

まず、年金、医療等々長期的な視点で抜本的に考えるという坂口大臣の姿勢は

高く評価をさせていただきます。その上で年金、医療ともども11月から12月にか

けて案が出てまいりますということでありますので、その案に基づいてしっかり

した案をぜひ期待申し上げます。それで御指摘もありましたように、平成16年度

の年金問題等が非常に重要なターニングポイントになるであろうということであ

ります。その際、持続可能性について国民の信頼を得るということが重要であり、

５年ごとに変えられてきたというようなことを今回は 後にするというような決

意が必要であるということかと思います。その案をつくっていただく中で特に重
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要なのは、やはり税か保険かという大きな問題に対して、諮問会議でも議論いた

しますが、坂口案の方でもぜひいろいろな考え方の提示をしていただければと思

います。さらには、給付でセットするのか、負担でセットするのかという大きな

問題が議論されなければいけないということだと思います。さらには修正案なの

か、抜本案なのか、どちらが国民の安心を得るのかという点、これについてもぜ

ひ詰めていただきたいと思います。さらには徴収の一元化、それと個別の話にな

りますが、保険の県単位の一元化等々、そういった問題意識を明確に入れていた

だきたいということであろうかと思います。 

少子化、その他雇用の問題につきましても、様々に関連する財源の一般財源化

が必要ではないかという指摘がかなりございました。幼保の一元化、必置規制の

見直し等々についても非常に強い期待があるということだと思います。雇用につ

いても長期ビジョンを御提示いただけるということでありますので、これについ

てもやはり重要なポイントとして、ぜひお願い申し上げたいと思います。 

もう１点、これに関連するものとして、やはり15年度予算でどういう芽出しを

するかということが重要だと思いますが、これに関してはデフレとの関連でとい

う本間議員の指摘がございましたが、物価スライドをどうするかということが重

要なポイントになると思われます。さらに、牛尾議員がおっしゃいましたように、

まず赤字をとめるというような思想が重要なのではないか。こういった点を15年

の芽出しの中に、ぜひ何とか入れていただければということではなかったかと思

います。 

総理ございますでしょうか。 

（小泉議長） もう尽きていますから、難しい問題もわかっていますけれども、医療

の抜本改革は今年度中、年金はさっき言ったように頻繁に変えないで済むような

制度をよく議論をして、年金、医療、介護というのは一番大事な社会保障制度で

すから、一体で持続可能な制度の改革に向けてやってください。よろしくお願い

します。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

取りまとめで１つ言い忘れましたけれども、総合保険制度という観点も議論い

ただきたいという点があったと思います。坂口大臣どうもありがとうございまし

た。 

（厚生労働大臣退室） 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（川口大臣）

（竹中議員） それでは、お待たせいたしました。川口大臣から資料に基づいて御説

明をお願いします。 

（川口臨時議員） 	 お手元に資料を広げていただければと思います。今年の６月に閣

議決定をされました「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」におきま

して、ＯＤＡについて、援助対象分野等の更なる戦略化、効率化、執行の透明性

向上等を図り、国際情勢を踏まえて、我が国の国際的責任の十全かつ適切な遂行
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に努めつつ、予算規模を見直すということとされているわけでございます。 

資料１、 初のページでございますけれども、ＯＤＡ予算は、このグラフにあ

りますように、既に５年間で20％以上減少しているということでございます。ピ

ンクの一番下の線ですけれども、一般歳出や公共事業関係費と比較しても大幅な

減少になっているわけです。この後申し上げますが、 近の国際的な動向に照ら

して考えますと、今や我が国外交の基本的な姿勢が深刻に問われているというこ

とだと考えます。 

それでは、 近の援助をめぐる国際的な動向がどうなっているかということで

すが、次のページの資料２を見ていただきたいと思います。1990年に急速にグロ

ーバリゼーションが進んだわけですけれども、これから取り残された貧困国の問

題に対応するために、国際社会が重債務貧困国支援に取り組んでおりますし、2000 

年には国連総会におきまして、「ミレニアム開発目標」を採択していまして、貧

困削減の目標を具体化いたしました。国連はこの目標を達成するためには、2015

年までに毎年500億ドルのＯＤＡが必要だという試算をいたしております。これに

対して我が国が応分の貢献を行うためには、現在、我が国は先進国ＯＤＡの５分

の１から４分の１を負担しているということを考えますと、相当に思い切ってＯ

ＤＡをむしろ増額をしないといけないということになっているわけです。 

こうした開発問題への高まりとＯＤＡ増額の要請が、昨年９月11日に米国同時

多発テロが起きまして、貧困がテロ組織の温床となっているということが広く認

識をされるに至りまして、一層強くなりまして、今、国際的に援助論議の大きな

潮流となっています。この一環といたしまして、米国は50億ドル、そしてＥＵが

70億ドル、それぞれ援助を増額するという方針を出しています。カナダ、豪州、

ノルウェーも増額を表明している。この資料にカナナスキス・サミットのことが

真ん中辺にございますけれども、小泉総理が出席されたカナナスキス・サミット、

あるいはその後８月に行われましたヨハネスブルグ世界首脳会議等で一連のそう

いった国際会議におきまして、貧困、水などが主要な議題となっていました。そ

して、来年は、この下の方に書いてありますが、我が国で「世界水フォーラム」

が開催をされるということ、フランスのエビアンでＧ８が開催され、またアフリ

カ諸国の首脳を招きまして、東京で第３回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）が開

かれまして、これらでも同様の議論がなされるということになっています。 

このような情勢の中で、我が国は2002年度のＯＤＡの予算を前年度比10％削減

をしたわけです。ＯＤＡ予算は冒頭申しましたように、５年間、97年度以来ずっ

と減り続けていまして、約1.2兆円から今約9,000億円と20％以上削減をされたと

いうことで、他方で先ほど申しましたように、欧米の諸国は大幅な増額を打ち出

しているわけですので、それと著しい対照をなしているわけです。この結果、内

外から我が国の開発援助に対する基本姿勢に強い疑問が投げかけられているとい

うことでございます。 

私がお話をした中でも、例えば国連開発機関の首脳の一人は、欧米がグローバ

ルな戦略として援助を考え、ＯＤＡを増額しているのに対しまして、ＯＤＡの伝
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統的なリーダーである日本が国内事情によってＯＤＡを減少させつつあるという

ことは誠に皮肉なことだということを言っていらっしゃいましたし、残念だと。

そして、日本のリーダーシップの低下に懸念を持つということを言っていたわけ

です。また、緒方貞子さんは、「ＯＤＡは国の品格」であるということをおっし

ゃっていらっしゃいまして、我が国のＯＤＡの減少を懸念をしていらっしゃいま

す。 

このような状況を早急に打開をするために、私はこれまでにないスケールで思

い切ったＯＤＡ改革を進めております。ＯＤＡの戦略目標を明確化して、メリハ

リのある開発援助政策を実現するということで国民の皆様の理解を得たいと考え

ています。そして、その一環として、ＯＤＡ大綱をはじめとします我が国のＯＤ

Ａの基本方針についても、広く国民的な論議をいただきたいと考えています。 

その次のページ、資料３にＯＤＡ改革への取り組みが書いてございますけれど

も、私は今年の２月に就任をして以来、各方面から寄せられる御批判にお応えを

して、国民の皆様の信頼に応えるために、透明化、効率化、国民参加という３つ

の観点からＯＤＡの改革に精力的に取り組んでまいりました。可能なものから直

ちに実施するということでやってまいりまして、その主な内容は資料３、このペ

ージに書いてあります。私としては、ＯＤＡの手続を 大限ガラス張りにすると

いうことと、その効果を評価・測定して改善するシステムを強化しつつあると考

えています。 

次に、ＯＤＡの戦略の具体的な方向性ということですが、これについては、次

のページを御覧いただきたいと思います。資料４です。 

まず、アジアの平和と繁栄は我が国の存立基盤であります。既に我が国の２国

間のＯＤＡの過半、58％でありますが、これはアジア向け、そしてその約６割が

東アジア向けになっています。今後ともＯＤＡをアジア、なかんずく戦略的に重

要な国々に重点配分をしてまいります。また、被援助国ごとの国別援助計画の策

定をただいま進めておりまして、特に中国のＯＤＡについては、国別援助計画に

基づきまして、環境分野そして内陸の貧困地域に重点を置いて思い切った見直し

を行いました。 

第２番目に先ほど申しましたように、国際的な援助論議の流れを踏まえまして、

我が国として新たな戦略的分野に積極的に貢献していく必要があります。具体的

にはこの２番目に書いてありますが、貧困、教育・人材育成、感染症、環境とい

った分野における「人間の安全保障」の観点に立った支援、あるいは、その下に

ございますアフガニスタンや東チモールにおいて行っている平和構築支援を重視

いたしております。平和構築分野におきましてＯＤＡの活用をいかに行っている

かということについては、さらにその次のページの資料５に書いてございます。 

それから、お配りをいたしましたピンクのアフガニスタン支援についてのパン

フレットも御覧いただければと思います。私は一昨日、来日をしていたアフガニ

スタンのアブドラ外務大臣と会談をいたしまして、アフガニスタン復興で成功す

ることが、９月11日以降のテロとの闘い、そして平和構築への国際社会による取
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り組みの試金石となるという点で意見の一致をみました。アフガニスタンで失敗

をすると、国際社会の取り組みというのが今後、他の地域で行っていくというこ

とが、あるいはそれの信頼を国際社会に持ってもらうことが非常に難しくなると

いうことだと思います。さらに、１週間前の10月25日には新たな平和構築の課題

に取り組むために、政府として明石康氏をスリランカの平和構築及び復興を担当

する政府代表に任命をいたしました。 

第３に、ＯＤＡは我が国の経済社会の活性化につながるという視点が重要だと

思います。政府として、我が国独自の高度な技術力を引き続き積極的に援助に活

用していくという考えでおります。例えば、我が国の地雷探知・除去の技術は各

地で高く評価をされておりまして、そのような技術を用いた機材をＯＤＡを活用

して各国に供与をしています。また、老若男女を問わず、我が国国民の間で国際

協力への参加志向が多いに高まっているということを大事にしたいというふうに

考えています。この辺は先ほどの資料４の一番下のところに書いてございますけ

れども、ＮＧＯ・ＮＰＯ、地域・自治体、企業等の国際協力活動に対する支援を

強化することによって、我が国の経済社会や地域を活性化するとともに、我が国

の貴重な人材の活用につながるフロンティアを形勢していくことが重要だと考え

ています。 

今、現下の経済状況の下で、我が国の経済・財政の構造改革を進めるというこ

とが重要であるということは十分に認識をいたしております。その一環として、

私も我が国の対外政策の中心をなすＯＤＡについて抜本的な改革を行っていると

ころでございます。経済財政諮問会議におかれまして、国際社会とともに歩むと

いう我が国の姿勢を明確に示していく上でのＯＤＡの意義、そして、このために

必要な予算の確保について御理解と御支援を賜りたいと思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。塩川大臣から資料の提出がございます。 

（塩川議員） ＯＤＡのことについては、私たちも十分知っておるんですけれども、

実はＧ７の財務大臣会議がございましたが、全体的にこれに対するきつい批判が

いろいろ出ていまして、ＯＤＡをやっているのなら、開発国に対する援助をして

も本当にそれだけの効果があるのかということです。特にオニール財務長官がア

フリカ、中東地域を回ってきまして、ＯＤＡが正確に使われていない、ある国に

行ったら、ポケットに入っている方が多いぐらいだというようなことを実例を挙

げて言っておりまして、ＯＤＡの効果というものを、評価をきちっとしようと。

その上でＯＤＡのあり方を決めていこうという、そういう空気に今あるというこ

となんです。 

それともう一つ、今、川口大臣からお話がありましたけれども、国連の中でい

ろんな委員会をつくりまして、それで小さいファンドを仰山つくっているんです。

それはＯＤＡ以外の負担がかかってきて、私たちもこれをどうするのかなという

ことで、実は小さいファンドが百十幾つあるんです。その中にはエイズ救済のフ

ァンドとか、選挙活動を支援するファンドとか、地雷撤去のファンドとか、貧困
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何とかとか、教育何とかというものがあるんです。そういうものを一回整理して

もらおうじゃないかという空気が非常にＧ７の中で強いんです。 

私はその点で言っているんですが、日本は1985年ごろから91年ごろまでキュー

っとＯＤＡを伸ばしたんです。もの凄い勢いで毎年十何％の割で伸ばしていった

ものですから、そして1995年、このときには年間145億ドルの援助をして、アメリ

カよりもやったことあるので、今度はちょっと休ませてくれと言っているんです

が、勢いを休ませてくれと。それはそうだというので、皆割と理解をしてくれて

おるんです。けれども、それだけのつき合いもしなければいかんから、つき合い

はしていきますけれども、そのつき合いをするのにも、私も言っておるんですが、

足元のアジアとか割合手薄になっているようなところがもしあると、例えば、ラ

オス、カンボジアというようなところですね、手薄になっているようなところ、

社会主義国であったところ、ああいうところを重点にやるとか言っているんです

が、それはそれとしても、できるだけ日本のメンツをつぶさないような範囲内で

やっていかなきゃいかんと思っております。 

私も随分と財政の実情と援助の状態等を会計検査院の検査した結果等を報告し

たりしてやっておりますので、できるだけ私もＯＤＡの予算について関心を持っ

て進めていきたいと思っておりますが、なかなか外務省のおっしゃっているよう

な状態には行きにくいかもわからんということだけでは承知してもらいたいと。

党の方も 近の空気は非常に厳しい空気になっておりますので、それも併せて申

し上げておきたいと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございます。大変重要な問題なんですが、実は総理の時間

の関係もございまして、あと５分程度でございますので、議員から御指摘ありま

したら出していただいて、それで川口大臣にお答えをいただきたいと思います。

特にございますでしょうか。 

（奥田議員） 私は今、川口議員が言われたことに全く賛成でございまして、日本が

ここでＯＤＡを縮めるとか、あるいは、けちなことを言うということを国際的に

公表したら、これは国として大変な問題だと思っています。問題は、我々考えて

おりますのは、このお金を有効に使っていただきたい、そういうことだと思いま

す。特に外交政策について我々が云々するんじゃなくて、やはりやるべきだと思

います。 

（竹中議員） 平沼大臣、片山大臣。 

（平沼議員） 簡単に申し上げます。外務省、財務省とともにＯＤＡを所管している

役所として、私は川口外務大臣の言われたことは支持をしたいと思っています。

やはり言われたように無駄を省く、それから見直すということは絶対に必要なこ

とですけれども、例えば、東アジアのことを言われましたけれども、そういった

ところに共存共栄というような精神の中で、私は損して得とれという精神ですけ

れども、そういった形でＯＤＡをしっかりやることによって、それが 終的にそ

の国がレベルアップして、そして共に栄えると。こういう観点が必要ですから、

私は塩川財務大臣のおっしゃることも、それはある程度理解しますけれども、こ
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こは余りけちってしまうと私はいけないと、そういうふうに思っております。 

（片山議員） 経済、財政がこのように厳しい状況の中で、ＯＤＡを実施するという

ことについては国民の理解が不可欠だと思います。そこでＯＤＡ大綱の中でいろ

いろお決めになったことは守らなければならないと思うのです。例えば、軍備増

強を急いで行う国、援助を受けながら他の国に援助をする国、しかも、状況が変

わったのに報告をしない国、援助した日本に言わない国、そういう国については

やはりきちんと見直さないといけない。その点で国民の理解が得られていないと

思う。それをきっちりやることが重要。ＯＤＡは私は必要だと思いますけれども、

どの程度、どこが必要かについて国民の理解がなければ駄目です。今、そういう

点でかなり厳しいということをぜひ御認識を賜りたい。与党も厳しいですよ。 

（竹中議員） 川口大臣どうぞ。 

（川口臨時議員） いろいろ御意見ありがとうございました。まず、ＯＤＡについて

言いますと、皆さんがおっしゃられたように、改革が大事であるというのは、こ

れは全く言を待たない。これについて外務省としてどのように取り組んでいるか

ということについては先ほど申し上げたとおりでございます。それから、国連の

ファンドその他について、これは国際社会全体として見直しをしていくというこ

とが必要でありまして、日本は国連改革についてはリーダーシップをとって今や

っているということでございます。この努力は引き続き続けたいと思います。 

それから、塩川財務大臣から財務大臣の会議でというお話がございましたけれ

ども、実は外務大臣会議ではこれは大変に支援が必要だということで、他の国か

ら日本が少し手を緩めているんじゃないかという批判がございます。休ませてく

れとおっしゃっているというふうにおっしゃいましたけれども、日本は既に５年

間休んでいる、そういう状況にあるわけでございます。 

それから、特に日本がアジアを中心にやっていくということは、全くこれはこ

のとおりでございまして、ただ、アフリカにも若干の援助をやっている。これは

非常に少ない比率、10％ぐらいですけれども、こういったことも今はテロその他

がどういうことで生じているかということを考えれば、また、こういったところ

もやらないわけにはいかないということだろうと思います。 

それから、片山大臣のおっしゃった国民の理解が大事だ、これもおっしゃると

おりだと思います。先ほど申しましたように、これにはいろいろ努力をしており

まして、パンフレットもこういったものを作っておりますし、外務省のホームペ

ージもやっております。ＯＤＡについてはホームページ、あるいはタウンミーテ

ィング等でやっておりますし、それからＯＤＡの大綱については、これは見直す

ということで考えておりまして、この議論を始めたところでございます。 

それから、実際に中国等で軍事費との関係でおかしいではないかという御意見

もありますけれども、昨年の中国に対する円借款は実際25％実質的に減ってしま

っているということでございまして、引き続き今年度も結果として減るというこ

とになると思います。この中国については、環境、それから内陸部の貧困に重点

を絞っています。中国を見ますと、一日一人１ドル以下で暮らしている人がなん
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と２億人もいるんです。そういったことで、内陸の貧困対策ということも非常に

重要である。こういった中国については焦点を絞って、それで計画をつくって、

一件一件こういった計画に沿っているかどうかというのを精査をして、それでや

っている。その結果として25％減ったということでありますけれども、全体とし

て中国が豊かかというと、一人当たりの国民所得をとっても、先ほどの一日１ド

ル以下で暮らしている人というのはアフリカ並みですけれども、２億人もいる、

隣の国にいるということが現実だということでございます。 

今の財政状況が非常に厳しいということはよくわかっておりますので、外務省

としては 大限の努力をしてこの改革はやっておりますけれども、それでもなお

かつ、世界の平和と安定に依存している日本として、そのために日本が貢献をし

ないかというと、これはしなければいけませんし、その需要がますます高まって

いるというのが現実だと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。短い時間でありましたので、暫定的

な結論ということではもちろんありませんけれども、基本的にはＯＤＡの戦略的

重要性はやはり確認するということであったと思います。しかしながら、やはり

財政状況を考えてしっかりと効率化をしていただきたい。特に国民に理解をして

いただけるような工夫をしていただきたい。そうした中で大綱を見直すというこ

とでございますので、外務大臣のリーダーシップを引き続きお願いいたします。 

総理、何か。 

（小泉議長） 外務大臣と同じぐらいに海外に出てみると、多くの国民が日本の援助

に感謝している。同時に過去の実績から見て、すごい援助大国として期待してい

るのはひしひしとわかりますよ。ですから、私が言ってもらいたいようなことを、

今、外務大臣が言ってくれたんですけれども、日本の総理大臣として、国民の理

解をどうやって得ながら国際社会の責任を果たすかという大変難しい問題を両立

させていかなければいけない。だから、戦略性、効率性、透明性、これをしっか

りやっていきながら日本の責任を果たせるように見直して改革をお願いします。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは以上で本日の諮問会議を

終了いたします。ありがとうございました。 

（以 上） 
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