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平成 14 年第 33 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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・政策改革集中審議のフォローアップについて（農林水産大臣） 
（竹中議員）  昨日に引き続き、制度・政策改革集中審議のフォローアップを行う。大島

大臣から説明をお願いしたい。 
（大島臨時議員）  資料１ページ。農林水産行政は、食料・農業・農村基本法等に基づき、

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い
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る。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、総合的に施策を実施している。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。 

   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いる。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いる。 

   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、スリム化の見直しを行うことが必要と考えている。 

   資料２ページ。農業農村整備事業については、農地や農業用水を確保する農業基盤、
住みやすい美しい農村をつくる農村基盤の整備により、担い手の確保と都市と農村の
交流に資する。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
可能となる。便益は広く国民全体が受けるから、その整備は国が一定の役割を果たし
ていく必要がある。 

   農林水産省は、事業実施に当たり地方の考えをより重視するとともに、これまで以
上に重点化を進め、地方分権改革推進会議の指摘に応えていく考え。 

   まず、農業基盤の整備については、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幅に転換したい。広域農道については、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。農業水利施設については、今後ダムの新設は厳に
抑制し、既存の施設を長寿命化させる整備に転換していく。 

   さらに、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
連携について検討を進めたい。農村基盤整備の今後の方向として、国民の財産として
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い
く。今後、これらの整備に当たり、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。 

   資料の３ページ。公共事業に対する国民の批判の一つは、公共事業の目的が国民の
共感を得られていないことにある。私は農林水産省の公共事業の目的を改めて問い直
した。いのち・循環・共生に資するものとすることで国民の理解を得ることができる
のではないかと考える。「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。「循環」については、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。「共生」については、「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。 

   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
り、「暮らし」、「安全」、「環境」、「活力」といったテーマでの施策を意図していると
聞いているが、農水省の公共事業が果たす役割とは視点が異なる。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だ。その上に立ち、
両省の公共事業は社会資本整備として相互に関連する部分もあるから、この機に連携
を発展させたい。 

   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
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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、
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いきたい。 

   農水省の公共事業計画は、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。併せて、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いく。 

    資料４ページ。農業改良普及事業と農業委員会の課題としては３つ。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、必置規制の廃止又は大幅な緩和と一般財源化の検討。こうした課題
について、現在、検討会を開催して検討しているところ。 
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り市町村、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。 
特に、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。
一方、農業改良普及事業、農業委員会は、革新的技術・経営の普及推進機関とし 

て、農地・構造政策の推進機関として、重要な役割を発揮しているのも事実。今後と
もこれらの役割が適切に発揮されるよう、機関の必置と交付金のあり方を検討してい
く。 

   資料５ページ。特区における株式会社等の農業参入について。農地制度については、
平成 12 年に農地法を改正し、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。今回の特区提案では、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多数提案があった。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
の設置などの仕組みの中で、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
こととしている。 

   今回のこの特区の取り組みは、まず第一歩を踏み出すということ。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だ。様々な議論をしていきたい。 

   資料６ページ。米政策の改革について。我が国水田農業は様々な問題が存在し、閉
塞とも言える状況。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「売れる米づくり」を平成
22 年度までに実現すべく改革を実施する。 

   このため、３つのことを行う。1点目、需給調整システムについて、需要量を基礎
に数量調整を行う仕組みへ転換し、最終的には国による生産調整の配分をなくす。２
点目、集荷流通について、計画に基づく規制を原則廃止、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、生産構造について、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。本年１月から生産調整に関する研究会に
おいてオープンな議論を積み重ねており、６月 28 日には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。 
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。２つ目は生産構造改革
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
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い生産構造改革を先行させる考え方。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。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
がある。手法の差はあるが、最終的にはあるべき姿を実施するための手順を示したも
の。 

   この点､与党を含め様々な場で議論をお願いしている。その状況を見つつ、11 月末
には、中間取りまとめの方向をベースに改革プログラムを作成したい。 

   最後に、地球温暖化防止対策について一言申し上げる。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いる。
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いるが、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いる。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したい。 

（吉川議員） 資料「農業構造改革の加速化について」について説明する。 
   農業は、生産規模で言うと、ＧＤＰの１％強くらいで、非常に小さいわけだが、食

べ物という命にかかわる産業として非常に大切な産業だ考えている。恐らくほとんど
の国民も非常に大切な産業だと考えていると思う。しかし、残念ながら、現状は閉塞
とも言える状況にある。つまり、問題が大ありということ。 

   余談ながら、今の農業基本法の前の旧農業基本法は、東畑精一という方がその成立
にかかわったが、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の
高弟であられた。シュムペーターは、「イノベーション（技術革新）」を初めて唱えた
経済学者だが、東畑先生は、イノベーションという言葉の担い手を農業者として考え
られ、日本にイノベーションという言葉を初めてもたらされたという経緯がある。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だが、農業を１つの産
業として考える以上、イノベーション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う。 

   そこで、資料もあるように、農政の基本的な問題として、一つの産業としての農業
の育成と、既存の稲作を中心とした農業者の保護政策を峻別することが何よりも重要。
様々な問題は、結局、農業を育成する、農家を保護するという２つのことを峻別しな
いために生じているのではないかと考える。 

   基本的な視点としては４つ。１つ目に消費者を重視すること。２つ目に市場原理・
競争原理を基本とすること。３つ目に水田農業の構造改革を進めること。４つ目に、
先のイノベーションに係るが、効率的な政策運営を行うこと。東畑先生が頭の中に描
いたような、革新性に富む農業の担い手を育てなければならない。 

   資料２枚目。個別の問題としては、農協も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改革する必要がある。 

   最後に、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る。 

   総じて、農政に問題がありと我々は思う。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なく、ぜひとも農水大臣のリーダーシップの下で、農水省が改革
の先頭に立っていただきたい。 

（塩川議員）  吉川議員のおっしゃる農業を産業として育成とは、要するに専業農家と兼
業農家をきちんと分けて、専業農家に対する産業政策をきちんとするという理解でよ
いか。 

   それで、農水大臣にお願いしたい。是非、来年度に芽出しをして欲しいこととして、
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１つは米政策改革プログラム。11 月末までに作成して出すとおっしゃっている。ぜ
ひお願いしたい。そうすれば、今、財務省としてはこれを中心的な作業にしたいと思
っている。同時に、16 年度で自主的調整に応ずるという点もぜひやっていただきた
い。今、食管特会は 600 億円の赤字を出しているが、これが年次計画でなくなること
になる。ぜひ約束どおりやっていただきたい。 

   もう一つ、農業関係の地方組織について。どう考えても、農業委員会は不合理だ。
委員が６万人で職員が１万人いる。いつも問題になるが、農業委員会の委員と職員と
の費用に 780 億円かかっており、市町村が払っている。国からは 120 億円の交付金が
出ており、そのほか地方交付税で 260 億円程度ある。すると、約 400 億円を国がかぶ
っている。何とか考えてほしい。15 年度に芽出しをしてほしい。 

   もう一つは、協同農業普及事業。これは県の事業だが、国の方で 300 億円程度の交
付金を出している。交付税では、国が 800 億円出している勘定になる。この点は、年
次計画で是非考えてもらいたい。農業政策上、もし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えば、地方が自主的にやっていくと思う。そういうこ
とも今度 15 年度予算で芽出ししてもらいたい。 

（大島臨時議員） まず、吉川先生からのお話について。イノベーションを農業の中でや
るべきとの考え方は、全く否定しない。現実に米の生産コスト等の面で、イノベーシ
ョンが影響してきたと思う。ただ、御理解いただきたいのが、本当にやる気のある農
業者に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に真剣に取組む
必要がある。いずれにせよ、指摘は、特に米を取り巻く環境についてのものが非常に
多い。意を決して乗り越えていかなければならない問題が含まれているので、指摘を
踏まえて、さらに努力していきたい。 

   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のご指摘
だったが、１つのパターンとして今議論している。今ここで 16 年度からという結論
は出せないが、いずれにせよ、11 月末に向けて、最重点の改革事項として私自身努
力していきたい。 

   地方組織の問題については、今様々な議論と意見があった。私どもも改革について
は検討していくが、その必要性は依然としてあると思っている。その中で縮減、ある
いはスリム化を考えながら、検討会も立ち上げているので、指摘は指摘として受けな
がら、努力してまいりたい。 

（塩川議員）  調べてみると、ほとんど国が負担している。 
（大島臨時議員） 数字的に見るとそうだが。 
（片山議員） 交付税は国の財源ではない。これは地方の一般財源だ。交付税まで入れて、

国の負担というのは間違いだ。 
（塩川議員）  交付税を小さくして一般財源にすればいい。 
（片山議員） 補助金は国。交付税は国税の形を借りた地方財源だ。 
（奥田議員） 実は私の娘婿は大きな百姓だが、男の子が３人いる。３人とも農業を継が

ないという。それを考えると、担い手の問題が重要だと思う。担い手がどんどん減っ
ている。それをどう確保していけばいいのか。それは、農業を国として今後どう考え
ていくのかということ。 
株式会社については、借地であれば経営に参加できるとのことだが、今、現在生産

をやっているようなところを使って、農業株式会社としてやることはできるのか否か。
株式会社でやるとの話なら、現在の多くの失業者がいる状況で、野菜づくり等、やれ
る可能性があると思う。それが、相当な規制があってできないとのことだが、どう考
えるのか。 
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（大島臨時議員） 特区で借地ならば株式会社の参入を認めるということにしております。
それは実際に株式会社が参入した場合に、農地を手放すことは本当に大変なことであ
る。しかも、現在農地流動化面積の８割ぐらいは借地だ。そういう意味で、実際に株
式会社にやってもらうためにも、やはり借地でやってもらう。 

   借地のいい点としては、何かあったときに、土地が戻ってくる点、参入コストがか
からない点がある。いろいろな意見があるわけだが、特区でやらせていただき、検証
してみたい。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
ても、５町歩、10 町歩では小さ過ぎて無理だと思う。その場合、借地の方がかえっ
て現実的だ。やってみて、検証のときにまたさらに、農地のあり方、農地にかかわる
様々な法律を整理することが一方において大事だと思う。いずれにせよ、特区の検証
のときに、このような前向きの視点に立って議論してみたい。 

（片山議員） 農業改良普及員、林業普及指導員、水産業改良普及員の必置規制がある。
これをやめるか、大幅に緩和するよう地方分権推進会議の意見が出された。昔は補助
金だったのが、交付金になっているが、これも人件費補助であり、我々としては人件
費、法律の施行に伴う事務費、施設の運営費は、国の金ではなくてすべて一般財源で
いいと考えているので、この際、普及員制度について大幅に見直していただきたい。 

   また、農業委員会は公選制と任命制だが、仕事は農地としての売買の許可等だ。こ
の際、選択制にして、置く必要がある市町村が置けば良いことにして、大幅に制度を
見直し、人件費の交付金もこの際やめてはどうか。これは地方分権改革推進会議の意
見と全く一致している。 

   それから、公共事業は、国の直轄事業、補助事業、単独事業と３つ一体でやってい
る。特に土地改良はそうだ。これを見直して、単独事業にするか、補助事業は少し残
すくらいにすべきではないか。 

   最後に、農林関係の組織機関、外郭団体が府県に多い。農林部の職員も多く、機関
も多い。この際、思い切ってスリムにしていただきたい。行政職員と外郭団体の職員
は、農民の何倍もいる。 

（大島臨時議員） 農業委員会、改良普及員の問題は、米政策で大改革をする中、農地の
流動性も考えて、地域のコーディネート力が必要になってくる。このように米の改革
をした場合に、地域農業や、主業農業者をどう育てていくかという意味での農業委員
会、改良普及員の役割は存在すると思う。スリム化等の問題については、勉強会を続
けている。理解して欲しい。 

（片山議員） 15 年度予算で芽を出していただきたい。 
（大島臨時議員） スリム化等の点については全力を尽くす。農業の公共事業では、例え

ば広域農道については抜本的な改革を考えている。 
（本間議員） 農業の究極的な問題点は産業としての空洞化、高齢化だ。その背景には農

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。オープンな産業にし
なければ、いくら政策としてサポートしても、奥田議員が言われたように家庭自らが
その継承を断絶するということになってしまう。その意味で、市場性を確保して、株
式会社等も含め多様な形態が参入ができるような形にすべき。 

   そういう状況からすれば、兼業化に拍車をかけているのは米中心の農業で、これが
専業農家としての部分を弱める原因になっている。米政策の提案はすばらしいが、10
年間かけてやっていくようでは間に合わない。今 65 歳が平均年齢で、10 年経てば 75
歳という状況で改革を進めていくということでは、時代のテンポからみて極めて問題
である。少なくとも４、５年で工程表をきちんと仕上げることが重要だ。 

   それから、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。大臣の
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御指摘のとおり、公共投資については、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を含めてほとんど公表されておらず、また活用も不十分
だ。長期計画の再構成に当たっては、こうした点をぜひきちんとしていただきたい。
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。
農業委員等の資源がきちんと使われているかどうかも含め抜本的に改革を進めてい
ただきたい。 

（牛尾議員） 繰り返しになるが、農業は、食料産業として競争を導入し、主体者の自由
な発想で生産を高め、競争力を増やしていくことである。アジアは特に中国をはじめ
食料不足で、供給過剰の中で食料は供給が少なくなっている。その意味で、日本のよ
うな恵まれた天候の中でもっと多様で自由な経営経済にすれば、食料産業は輸出産業
にもなる可能性を持つ。 
従来の農政業務は余りにも型にはめすぎ、経営形態まで家族経営で中小企業と型に

はめてしまう。もし、戦後の日本経済が家族経営と中小企業を中心にやれという方針
を出していれば今日の繁栄はない。農業も自由な経営形態を経営者の選択でできるよ
うにすることを考えてはどうか、その実験として特区を考えている。今ある小さな制
度の中で、これは駄目、あれは駄目、という発想を大きく変えないといけない。食料
不足はアジアの大問題であり、日本には食料供給する側の大変な使命感があり、それ
だけの経営能力がある。そういう点で、もっと自由にしてほしい。 

（吉川議員） １点、指摘したいのは統計のこと。農水省の統計の数は突出しているが、
国の統計という視点で見ると、極めて不均衡な姿になっていると思う。日本経済がど
う動いているかは、統計を通じて知らなければならない。政府全体として、日本の統
計整備が今の形でいいのか真剣に考える必要ある。 

（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との指摘だが、まず、
この 11 月に勝負しなければいけない。どうプログラムを組むかということであろう。
野菜や畜産はもう完全にマーケット中心の農業形態なので、やはり、米の世界が課題。
米の改革について 11 月末まで全力を尽くして、そこを突破口に、指摘を踏まえつつ
努力したい。 

（竹中議員） 取りまとめる。４点ある。米政策については、11 月末までに大島大臣の
方で責任をもって取りまとめていただく。関連して、需給調整のシステム等について
も、時間軸をできるだけ早く区切って検討して答えを出していただく。 

   第２は、地方組織のスリム化について多くの議論が出されたが、これも米政策と併
せて議論する。15 年度に何とか芽出しをしてほしいとの声が強かった。関連して、
外郭団体の思い切ったスリム化をお願いしたい。 

   第３に、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、これも時間軸を定めてよろしくお願いしたいと思います。 

   最後に、大島大臣から発言があった通り、土地の法律改正、見直しが必要であると
いう問題意識があった。大島大臣の方でも御検討をよろしくお願いしたい。 

（片山議員） 地方組織に関する取りまとめの中には、農業委員会、改良普及員の必置規
制の廃止と併せて、人件費補助の見直しも入っているという理解でよろしいか。 

（竹中議員） そういうことです。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入れていただきたい。 

（小泉議長） 最近、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、農業でも例外ではない。米だって新潟産コシヒカリだと高くても買う。卵だ
って 500 円の卵が売れている。中国でシイタケ、ネギが安く入って困ったが、群馬の
下仁田ネギは、影響を受けず、高くても売れている。コンビニのおにぎりだって、最
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近はいい米を使って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、労働力の安い中国を恐れてばかりいないで、日本人は非常に食料に
敏感だから、安全で、おいしくて、質の高いものを求める層があることを農業も見な
ければいけない。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。常に輸入に襲われるという不安感ばかりでなく、食料が世界的に不足す
る状況では、これから農業は展望も開けると思う。その点もよく農業者に奨励して欲
しい。安いものも必要だが、同時に高くても買う層がいるということを忘れないで、
両方の面をやってほしい。武部前大臣にもやっていただいたので、一緒に、タッグマ
ッチでやっていただきたい。 

（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） 
（坂口臨時議員） 以前、将来の社会保障について税か保険かという話があり、そのこと

に焦点を当てて整理した。また、吉川議員から雇用保険について指摘も受けており、
そのことも含め議論いただきたい。資料の１枚目、社会保障は経済と雇用、国・地方
財政、人口構成等によって非常に影響されるということ。 

   ２枚目、社会保障の給付と負担の国際比較。2002 年の国民負担率は約 38％、給付
費の国民所得比は約 23％。厚生労働省が試算している 2025 年の値は、国民負担率で
約 53％、給付費の国民所得比で約 32％となる。しかし、ドイツ、フランス、スウェ
ーデンの現状と比較しても、それほど驚くところまではいかない。 
３枚目、社会保障財源の対国民所得比の国際比較。事業主の拠出の部分、被保険者

の拠出、税負担、その他という分類で、トータルとして、日本とドイツやフランスで
はかなり格差がある。なかでも税の占めるパーセントからいくと、日本は全体25.26％ 
の中で 6.39％、約４分の１程度。ドイツは現在 39.35％の中で 12.32％の３分１強。
フランスは 41％の中で８％の５分の１。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。ドイツ、フランスはよく似て、若干事業主の方が多い。スウェー
デンはほとんど事業主拠出と、国によってかなり格差はある。アメリカも大体事業主
と被保険者との割合は日本、ドイツ、フランスとよく似た割合だ。国際比較をすると
こうなる。 

   被用者の社会保険料の国際比較は医療、年金、介護、雇用とあるが、日本は年金が
13.58％で最も多い。年金が多いのはフランス、ドイツ、スウェーデン、アメリカ等
のすべての国で、続いて医療が多い。2025 年になると、社会保険料率は 38.57％ ま
で上がり、現在のフランス、ドイツに近づくと厚生労働省で計算している。しかし統
計のとり方は、前提によってかなり違うとの指摘を受けており、前提をきちんとしな
いといけないと思っている。 

   それから事業主負担と本人負担は、日本、アメリカ、ドイツは大体１対１。フラン
ス、スウェーデンは事業主の方が多い。 

   年金制度については、今年中に骨格を示し、幾つかの選択肢を示した上で、来年１
年間御議論いただきたい。 
主な課題としては、長期的な年金の給付と負担の均衡の課題で、給付に上限を作っ

て、それに負担を合わせるか、負担に上限を作って、それに給付を合わせるか、その
２つがある。制度の中身については、年金を個人単位にするか、パートからも保険料
を出してもらうかという点が大きな問題点だ。 
もう一つは、基礎年金の国庫負担を３分の１から２分の１にできるかという課題。 
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   それらの中で最も好ましい組み合わせを幾つか作り、12 月の初めぐらいにお示し
したい。そして１年間議論いただき、再来年法案化して提出したい。 
 次に、医療制度改革の案については、今月の末には厚生労働省案を御提出したい。
それに対していろいろ御議論いただき、来年の３月までにまとめたい。 

   先般、医療保険制度の体系のあり方と、診療報酬体系の基本のあり方の２点につい
て、私案を出させていただいたが、こうしたことをたたき台にしながら厚生労働省の
中でも議論を進めている。与党で、11 月中に案をまとめるということなので、それ
も参考に決定していきたい。 

   診療報酬体系も議論中だが、医療従事者からは、「なぜこれは下げるのか」という
疑問があり、国民には、「なぜこれは高いのか」という疑問がある。この診療報酬体
系を始めてから 40 年経過しており、初めは一つの基準もあったのだろうが、あそこ
を継ぎ足し、ここを削りするうちに基準がわからなくなった。したがって、基準をこ
の際に明確にさせていただきたい。難易度、技術力、時間に加え、患者の視点から見
て何が良質の医療かという点も含め、重症化予防、生活指導といったことをどう重要
視できるか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。 

   少子化対策では、厚生労働省でも、総理から「待機児童ゼロ作戦」を言われ、保育
所の問題を一生懸命やっているが、全体的には遅れている。社会保障給付費の中で高
齢者に対しては 67％、若年者、幼少の子どもに対しては３％で、予算的にも大変大
きな開きがある。今後少子化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、先般も報告申し上げた。これが進むか進まないかで 2025
年ぐらいまでに影響が出て、2025 年から 2050 年の間には大変な差になっていく。現
在生まれた子どもが 25 歳から 50 歳ぐらいの間のときが最も高齢化が進み、最も厳し
いので、そのときにどうなるかは、少子化対策をどう打つかと大きく関係してくる。
この点、しっかりとやらなければならず、具体案を今年中にまとめたい。 

   厚生年金の負担にしても、平成９年の中位推計では 2025 年の保険料が 21.6％にな
るが、これが今年の１月の中位推計だと 24.8％、さらに低位推計になると、27.5％
と非常に高くなってくる。 
後は、総理に出した「少子化対策プラスワン」について少し具体的に書いた。 
以上、税と保険料をどうするかの一つの資料を提出した。 

（牛尾議員） 社会保障負担と税負担と、それを財政赤字で充てるという、財政赤字をど
ういう優先順位にするかに関しては、まず財政赤字を止めて議論することを明確にす
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ことの認識が希薄だ。 
もう一つは、男女ともに働くとの前提で、年金の基礎を家族から個人に置くかとい

う議論。少子化の問題をどうするか。それから高齢者も働いて、高齢者の定義をだん
だん上げるという、生き方の問題に関する議論は、お金で決める話じゃない。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は、お金だ
けの話じゃなく、日本の国の生き方の問題だ。そういう議論をする場がなくて、ここ
では財政的にどうすれば一番うまくいくかということで、こういう重要な問題の答え
を出すことは、疑問を感じる。 

  医療の問題でも、末期医療費との関係で、ある年齢を過ぎた人の安楽死の問題とか、
末期治療をどうするか、予算面で考えるのではなく、生き方の問題としてきちんと議
論する必要があると思う。21 世紀前半の日本の生き方を財政面だけでアプローチす
ることは非常に危険だ。昨日も義務教育の問題を中央・地方という財源だけの問題で
議論していいのかという議論が出たが、こういった問題を総合的に考えるような見識
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を持つ必要があるのではないか。 
（坂口臨時議員） 財政赤字の問題は当然考えなければならないが、年金を個人単位にす

るかは、生き方とは少し違って、制度上の問題が非常に大きい。今後どういう社会に
なっていくか、共働きが当然の社会になっていくかと絡んで、年金を個人単位にする
かどうかは大議論があって、女性の方も意見は真っ二つに分れている。 

   高齢者の年金の問題は、現在 65 歳に引き上げつつあり、平成 13 年で大体基礎年金
の方は 65 歳になる。13 年から今度は厚生年金を 2025 年までの間に 65 歳までもって
いく。これは既に決まった軌道線上を走っており、これに従って段々と上げていきた
い。生き方の問題は押しつけるわけにいかない問題もあり、議論いただきたい。 

（吉川議員） 年金の問題は、11 月か 12 月に案を出し、１年近く幅広い議論をされると
いう話だが、是非、間口を広くして大きな議論を行い、政府として社会保険のそもそ
も論を国民に問いかけていただきたい。私的な貯蓄手段は幾つもあるが、その中で公
的な年金制度が何故必要なのか、何をやっているのかということから、国民に問いか
けていただきたい。その中で、例えば長寿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。 

   個別的になるが、例えば、高齢者が亡くなったときに相続税は遺族が払うが、それ
まで公的年金で支えてもらったが亡くなったということで、亡くなった方が死後に何
らかの形で国に返していく。そうしたものも考え方として合理性があると思う。ある
いは、給付開始の年齢等も、平均寿命や健康寿命の伸長に連動させることも考えられ
ていいと思う。このように、公的年金のそもそも論を整理していただければ、いろん
な切り口が出てくると思う。 

   また、この問題はどうしても人口的な変化に注目がいくが、坂口大臣は 2025 年か
ら 2050 年という長期的な話をされた。そこでのもう一つの大きな問題は、やはり資
本蓄積と技術進歩だと思う。経済成長を調べてみると、どうしても働く人の数に注目
がいくが、直接的な影響は意外に小さい。やはり経済成長は資本蓄積や技術進歩の影
響が非常に大きく、それが年金の財源になっていくことは間違いない。したがって、
年金問題を考えるときに、年齢構成、人口問題もきちっと考えることは何も間違って
いないが、25 年、50 年という長期で言えば、資本蓄積、技術進歩が、年金の将来を
左右することも忘れてはいけない。 

（平沼議員） 今、個人の消費が伸びないのは将来不安があるから。年金についても、そ
ういう不安があって、持続性があるかどうかという不安が根っこにある。そういうこ
とを解消するため、今回の改革ではそういう国民の不安を解消する。信頼回復のため、
１つは将来にわたって持続可能であるというメッセージをしっかり出す。それから、
経済産業省の立場から言えば、国際競争に晒されている企業にとっても過剰な負担と
ならないような制度設計も考えていくべきだと思う。 

   そのため、主要各国の将来の負担水準も踏まえ、例えば、負担の上限を固定して、
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
選択肢の一つにすべきではないか。いずれにしても、団塊の世代が今は払い手だが、
受け手になるその直前がラストチャンスであるという、そういう時期にかかっている
ので、ここでしっかりとした一つの制度設計をしていくことは非常に大切だ。 

（坂口臨時議員） 吉川議員から指摘のあった一番最初の間口をしっかりする話は大変大
事だと思っており、今回幾つかの案の提示をしたいと思っているが、問題は提示の仕
方だ。これは、ある程度の枠にはまった中での小さな幾つかの定義をするという仕方
もあるし、大胆な根幹に関わることを含めた提示の仕方もある。現在、提起の仕方に
ついて検討しているところであり、間口をできるだけ大きくという話はそのとおりだ
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と思っており、できるだけそうしたい。 
   平沼大臣の指摘の年金の持続可能性については、５年ごとに変えているわけだが、

それが信用をなくすことにもなっている。今、保険料を納めている割合は 70％にな
り、30％が払ってくれない。若い人ほど払っていない。40 歳を超えると、かなり高
率で払ってもらっているが、特に 40 歳までの人が非常に少ない。20 代では五十数％
ぐらいしか払っていない。意識調査によると、払っていない人は、「将来のことは何
も考えていない」と「自分でやる」のどちらかが多い。「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ない」と思ってい
る。だから、現在の形を大きく崩さずにどう改革をするかも一つの案だろうと思う。 

   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案だろう。それらの
ことを並列的に出し、そして、どこが大事かも含めて議論するのがよいのではないか。
それに絡んで、基礎年金の国庫負担の割合を３分の１から２分の１にする問題も絡ん
だ話にはなってくると思っており、１年間、いろいろな議論をして欲しい。 

（本間議員） 社会保障の国民所得比、国民負担率は、牛尾議員も指摘のとおり、財政赤
字あるいは過去に発行した政府債務の問題をどうするかによって数字は随分違って
くる。これをきちんと含めると、フランス並みの 60％を超える国民負担率になって
いくということは、今の制度が存続する限り、予想しなければならないテーマだ。そ
の意味で、持続可能な制度かという点では私は破綻していると思う。その意味で、給
付と負担の総合的な見直しは避けて通れない問題だ。まず、来年度予算で物価スライ
ドの問題をどう調整するか、御承知のとおり法律上は調整することになっているが、
これは差し止めているので、この辺を出発点として検討いただきたい。 

   もう１つは、経済成長率や人口の問題とどう連動させるのか。スウェーデン方式の
ように自動的に給付を調整するシステムづくりも検討したほうがよいのではないか。
その際、スウェーデンがやったように、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いるが、所得再分配的な要素をどう考
えていくか。そして、国費を３分の１から２分の１に変更する際には、基礎年金の性
格をどうするかを議論しなければならない。 

   その上で、未加入・未納者の比率が上昇していることは危惧すべき問題であり、そ
れが、制度に対する不信感、不公平感をもたらします。そこで、年金、医療、介護、
そして、失業・雇用の問題も一元的に管理してはどうか。そうすると例えば、年金を
払わなければ保険証を出さないというアイディアも可能となります。このように、一
元的にパッケージ化されるとモラルハザードを起こさない非常に大きな要因になる
ので、総合保険体制として社会保障制度を構築することは検討する必要がある。私が
社会保障個人会計というものをこれまで申し上げてきたのは、その総合パッケージ化
であることを理解いただきたい。 

   次のステップとして、徴収一元化の問題。行政費用の問題としても、行革との関連
においても積極的に効率化していく必要がある。 

（片山議員） 数点申し上げる。 
１点目は、市町村が保険者の国民健康保険。小規模化して被保険者 3,000 人未満の

保険者が約４割近くになっている。高齢化率は政管健保の５倍、組合健保の 10 倍。
世帯当たり年間所得は逆に組合健保の約４割、政管健保の約７割であり、赤字が約
3,300億円。約5,800億円の法定の一般会計繰入金で補填しても約3,300億円の赤字。
全国町村会をはじめとして、一元化、大規模化は以前から要望があるので、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。しかし、いろんな問題が
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ある。都道府県が保険者になるかというと、なかなか承諾しないだろうし、市町村の
共同事業化や別の公的法人をつくるのも難しい。とにかくいい方向でまとめていただ
きたい。 

   ２点目。少子化対策には様々な補助金が出ているが、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していただきたい。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。 

   ３点目は、幼保一元化。保育所の基準が厳しくハードルが高い。母親が働いている
かどうかだけの話で、幼稚園も保育所も同じようなもの。是非、保育所の基準を緩め
て、幼保一元化が事実上進むようお願いしたい。 

   最後に、地方分権改革推進会議も指摘しているが、必置規制の問題。保健所の所長
が医者という規制はそろそろ不要ではないか。それから、保育所の調理施設や児童相
談所の児童福祉司の問題など、必置規制の廃止について取り上げるようお願いしたい。 

（塩川議員） ２つある。１つは、以前から言っているように社会保障関係費については、
料金と税、本間議員が言われた給付と負担の関係を徹底的に議論し、その基本を決め
てもらいたい。今の日本は中途半端に大きな政府だ。社会保障は年金、医療、介護、
雇用の４つあり、出口ベースでは 80 兆円あり、高齢者向け給付は、大体、公と民間
が 4.5 対 5.5 の負担だ。この方向をどうするか諮問会議で考えて欲しい。しかも、
16 年度の年金改正があり、これが１つのターニングポイントになってくる。この際、
きちんと国の方針を決めていただきたい。 

   ２つ目は、片山大臣の言われた必置規制。厚生労働省には福祉関係、社会保障関係
のものが沢山あるので、一度整理して、少しスリム化していただきたい。国民の本当
の安心・安定は、先ほどの年金、医療、介護、雇用の４つの保険が維持されているこ
と。そちらの方に資金が集中できるよう、いわゆる附属事業を整理して、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。その点を考えてもらい
たい。 

（坂口臨時議員） 本間議員が言われた財政赤字や成長率の問題をどう考えるかは大事で
あり、雇用問題等を考えても、労働力人口がこれから減っていくことは事実。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。低成長が続いて
おり、過去 20 年ぐらいの数値を見ても、１％か２％の経済成長では雇用人口は増え
てない。従って、これから５％も６％も経済成長するわけではなく、雇用人口もそれ
ほど動かないということで、これからのことを考えていく必要がある。 

   企業の海外移転の問題、国内企業の効率化の問題もそれに加わってくるから、雇用
対策は長期的な展望で考えなければならない。そのため、雇用重視型社会の社会シス
テムとは何かという視点で考えたものを近日中に総理へ提出したい。 

   徴収一元化については基礎的なことは終わり、大体でき上がった。年末までには発
表できると思っているが、その次にどうしていくかが問題。 

   基礎と比例の問題をどうするかは、根幹にかかわる話であり、その中で議論いただ
ければと思う。 

   片山大臣から指摘のあった幼保一元化については、現在、文部科学大臣と話をして
いるところ。両省ともいろいろなことを改善してきた。あと少しのところまで来てい
る。さらに努力したい。 

   国保、政管健保も大体県単位で再編・統合する方針だ。問題は組合健保をどうする
か。これは県単位というわけにはいかない。わずか 27 人という小さなものもあり、
そういうものはどこかと一緒になってもらわなければいけない。その整理について問
題が残っているが、大体の方向性は県単位でいい。その時に、次の段階で国保も政管
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も一緒にすることができるかどうかは１つの大きな問題であり、これは税制の問題も
あるので、それぞれの制度の中での一元化をまず進めていきたい。 

   地方分権の問題はできるだけやっていきたい。細かなものをたくさん一生懸命やっ
ているのでご理解いただきたい。 

（片山議員） まとめた方がいいですよ。 
（奥田議員） 時間軸の問題がはっきり国民に明示されないために、1,400 兆円のお金が

全然動かない。消費が出てこない。消費が出てこないから設備投資も出てこない。し
たがって、できるだけ早く作業をお願いしたい。そのときには連合も日本経団連も一
緒になって協力する。 

（坂口臨時議員） よろしくお願いします。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スケジュールでいくので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員） これまでの議論を取りまとめる。 
   まず、年金、医療等、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

評価する。その上で、年金、医療とも 11 月から 12 月にかけて案が出てくるというこ
とで、その案に基づいたしっかりした案を期待したい。御指摘にもあったが、平成
16 年度の年金改正が重要なターニングポイントになるので、その際、持続可能性に
ついて国民の信頼を得ることが重要であり、５年ごとに変えてきたことを今回で最後
にするぐらいの決意が必要だということ。その過程で、税か保険かという大きな問題
は、諮問会議でも議論するが、坂口大臣の方でもいろんな考え方を提示していただき
たい。更に、年金の給付と負担の均衡を、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。また、修正案でいくのか、抜本
案でいくのか、どちらが国民の安心を得るのかという点についてもぜひ詰めていただ
きたい。徴収一元化や保険の県単位の一元化等の問題意識も明確に入れていただきた
い。 

   少子化や雇用問題についても、関連する財源の一般財源化が必要ではないかという
指摘があった。幼保一元化、必置規制の見直し等についても非常に強い期待がありま
した。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、これも、
重要なポイントとして、ぜひお願いしたい。 

   もう１点、これに関連して 15 年度予算でどう芽出しをするかが重要。本間議員か
ら指摘があったが、物価スライドをどうするかが重要なポイントになると思う。更に、
牛尾議員からは、まず赤字をとめるという発想が重要ではないかという指摘がありま
した。こういう点を 15 年度の芽だしの中に、何とか入れていただきたいということ
だったと思う。 
最後に、総合保険制度という観点も議論いただきたい。 

（小泉議長） 論点は出尽くしている。難しい問題もわかっているが、医療の抜本改革は
今年度中、年金は頻繁に変えないで済むような制度をよく議論してほしい。年金、医
療、介護は一番大事な社会保障制度だから、一体で持続可能なものとなるように制度
改革を進めてほしい。よろしくお願いしたい。 

（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） 
（川口臨時議員） 提出資料に基づき説明する。まず、６月に閣議決定された「基本方針

2002」で、ＯＤＡについては、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に努
めつつ、予算規模を見直すとされている。 
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   配布資料１。ＯＤＡ予算はグラフにあるように、既に５年間で 20％以上減少して
いる。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おり、最近の国際
的な動向に照らして考えると、我が国外交の基本的な姿勢が深刻に問われている。 

   配布資料２。最近の援助をめぐる国際的な動向について。1990 年に急速にグロー
バリゼーションが進んだが、これから取り残された貧困国の問題に対応するため、国
際社会が重債務貧困国支援に取り組んでおり、2000 年には国連総会で「ミレニアム
開発目標」が採択され、貧困削減の目標を具体化した。国連はこの目標を達成するた
め、2015 年までに毎年 500 億ドルのＯＤＡが必要だと試算しており、我が国が応分
の貢献を行うには、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
いることを考えると、相当思い切ってＯＤＡを増額しないといけない。 

   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、貧困がテロ組織の温床となっていることが広く認識をされるに至って、
一層強くなり、国際的に援助論議の大きな潮流となっている。この一環として、米国
は 50 億ドル、ＥＵが 70 億ドル、それぞれ援助を増額する方針を出した。カナダ、豪
州、ノルウェーも増額を表明している。小泉総理が出席された６月のカナナスキス・
サミット、８月に行われたヨハネスブルグ世界首脳会議等の一連の国際会議でも、貧
困、水などが主要な議題だった。来年は、我が国で「世界水フォーラム」が開催され、
フランスのエビアンでＧ８が開催をされる。またアフリカ諸国の首脳を招き、東京で
第３回アフリカ開発会議が開かれ、同様の議論がなされることになっている。 

   このような中で、我が国は 2002 年度のＯＤＡ予算を前年度比 10％削減した。ＯＤ
Ａ予算は 97 年度以来ずっと減り続けており、約 1.2 兆円から約 9,000 億円へと 20％
以上削減をされたが、他方で欧米諸国は大幅な増額を打ち出しており、著しい対照を
なしている。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。例えば、国連開発機関の首脳の一人は、欧米がグローバル戦略と
して援助を考え、ＯＤＡを増額しているのに対し、ＯＤＡの伝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ことは誠に皮肉なことだとして、
日本のリーダーシップの低下に懸念を持つと言っている。また、緒方貞子さんは、「Ｏ
ＤＡは国の品格」であると仰っており、我が国のＯＤＡの減少を懸念しておられる。 

   このような状況を打開するため、私はこれまでにないスケールで思い切ったＯＤＡ
改革を進めている。ＯＤＡの戦略目標を明確化し、メリハリのある開発援助政策を実
現することで国民の皆様の理解を得たい。その一環として、ＯＤＡ大綱をはじめとす
る我が国のＯＤＡの基本方針について、広く国民的な論議をいただきたい。 

   配布資料３には、ＯＤＡ改革への取り組みが記されている。今年２月に就任して以
来、国民の皆様の信頼に応えるため、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きた。可能なものから直ちに実施するというこ
とで主な内容を示している。私としては、ＯＤＡの手続を最大限ガラス張りにし、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る。 

   配布資料４は、ＯＤＡの戦略の具体的な方向性。まず、アジアの平和と繁栄は我が
国の存立基盤であり、我が国の２国間のＯＤＡの過半、58％はアジア向けであり、そ
の約６割が東アジア向けになっている。今後ともアジア、なかんずく戦略的に重要な
国々に重点配分をしていきたい。また、被援助国ごとの国別援助計画の策定を進めて
いるが、中国のＯＤＡについては、国別援助計画に基づき、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った。 

   国際的な援助論議の流れを踏まえ、我が国として新たな戦略的分野に積極的に貢献
していく必要がある。具体的には、貧困、教育・人材育成、感染症、環境といった分
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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、アフガニスタンや東
チモールで行っている平和構築支援を重視している。平和構築分野におけるＯＤＡの
活用については配布資料５にある。 

   それから、アフガニスタン支援について。一昨日、来日していたアフガニスタンの
アブドラ外務大臣と会談したが、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、平和構築への国際社会による取り組みの試金石となる、という
点で意見の一致をみた。アフガニスタンで失敗すると、国際社会の取り組みを、今後、
他地域で行っていくことが、あるいはそ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。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、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
した。 

   ＯＤＡが我が国の経済社会の活性化につながるという視点は重要だ。政府としては、
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考えである。例え
ば、我が国の地雷探知・除去技術は各地で高く評価をされており、そのような技術を
用いた機材をＯＤＡで活用し各国に供与している。また、老若男女を問わず、我が国
国民が国際協力への参加志向が大いに高まっていることを大事にしたい。配布資料４
の一番下にもあるが、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。 

   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ことが重要である
ことは十分に認識をしている。その一環として、我が国の対外政策の中心をなすＯＤ
Ａの抜本的改革を行っているところである。経済財政諮問会議においても、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、ＯＤＡの意義、そしてこ
れに必要な予算の確保について御理解と御支援をお願いしたい。 

（塩川議員） Ｇ７の財務相会議では、ＯＤＡに対し、きつい批判がいろいろ出ている。
ＯＤＡをやり、開発国に対する援助をしてもそれだけの効果があるのかということだ。
ある国の財務相は、アフリカ、中東地域を回って、ＯＤＡが正確に使われていない、
国によっては、ポケットに入っている方が多いという実例を言っており、ＯＤＡの効
果について、評価をきちっとしよう、その上でＯＤＡのあり方を決めていこうという
空気がある。 

   それと、国連の中でいろんな委員会をつくり、小さいファンドが百余りある。ＯＤ
Ａ以外の負担がかかってきて、これもどうにかしないといけない。その中にはエイズ
救済のファンド、選挙活動を支援するファンド、地雷撤去のファンドとかがある。そ
れを一度整理してもらおうという空気がＧ７の中では非常に強い。 

   日本は 1985 年頃から 91 年頃までＯＤＡを伸ばした。もの凄い勢いで毎年十何％も
伸ばし、1995 年には年間約 145 億ドルの援助をし、アメリカよりも多かったので、
今は少し休ませてくれと言うと、それはそうだと皆割と理解をしてくれている。今後
もつき合いはしていくし、足元のアジアとかで割合手薄になっているようなところが
もしあるなら、そこは重点的にやるけれども、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いといけない。 

   できるだけ私もＯＤＡ予算について関心を持っていきたいと思っているが、なかな
か外務省の言うような状態にはなりにくいことを承知してもらいたい。 

（奥田議員） 川口大臣の意見に賛成する。日本がここでＯＤＡを縮めるとか、あるいは、
けちなことを国際的に公表したら、国として大変な問題だと思う。問題は、このお金
を有効に使っていただくことだ。 
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（平沼議員） ＯＤＡを共管している役所として、川口大臣の意見は支持したい。無駄を
省く、それから見直すことは必要なことだが、例えば、東アジアと共存共栄という精
神、損して得とれという精神だが、そういう形でＯＤＡをしっかりやり、最終的にそ
の国がレベルアップし、そして共に栄えるという観点が必要だ。塩川大臣の言われる
こともある程度理解するが、ここは余りけちってしまうのはいけないと思っている。 

（片山議員） 経済と財政が厳しい状況の中で、ＯＤＡを実施することは国民の理解が不
可欠だ。ＯＤＡ大綱で決めたことは守らなければいけない。例えば、軍備増強を急い
でやる国、援助を受けながら他の国に援助をする国、しかも、民営化など状況が変わ
ったのに報告をしない国、そういう国については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。それをきちんとやることが必要。どの程度、ど
こに援助するのか国民の理解がなければ駄目だ。今、国民の目がかなり厳しいことは
ぜひ認識いただきたい。 

（川口臨時議員） 皆さんが言われるように改革が大事であることに異論はない。これに
対する外務省の取り組みは先ほど申し上げたとおりである。国連のファンド等につい
ては、国際社会全体として見直しをやる必要があり、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あり、引き続き努力したい。 

   財務相会議の話があったが、外相会議では支援が必要だということで、日本が少し
手を緩めているのではないかとの批判がある。休ませてくれと言うが、日本は既に５
年間休んでいる状況だ。 

   それから、アジアを中心にやっていくことはそのとおりだが、アフリカにも若干の
援助をやっている。これもテロその他を考えれば、やらないわけにはいかない。 

   片山大臣の言われた国民の理解はそのとおり。いろいろ努力をしており、パンフレ
ットの作成や外務省のホームページでも広報している。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いる。それからＯＤＡの大綱については
見直すということで議論を始めたところ。 

   それから、中国等で軍事費との関係でおかしいという意見があったが、昨年の中国
に対する円借款は実際 25％実質的に減っており、今年度も結果として減ると思う。
中国については環境分野、内陸部の貧困に重点を絞る。中国では、一日一人１ドル以
下で暮らしている人が２億人もいる。内陸の貧困対策も非常に重要である。中国につ
いては焦点を絞り、計画をつくって、一件一件、計画に沿っているか精査をしてやっ
ている。その結果として 25％減ったが、一日１ドル以下で暮らしている人は２億人
もいる。そういう国が隣の国にあることも現実だ。 

   今の財政状況が非常に厳しいことはよくわかっており、外務省としても最大限の努
力をしてこの改革に取り組んでいるが、それでもなおかつ、世界の平和と安定に依存
している国として、日本が貢献をしない訳にはいかないし、その需要がますま高まっ
ているのが現実だ。 

（竹中議員） まとめると、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
とであったと思う。しかし、やはり財政状況を考えて効率化をしていただきたい。特
に国民の理解をしていただけるよう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、外務大臣のリーダーシップを引き続きお願いしたい。 

（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と
ひしひしとわかる。だから、私が言ってもらいたいようなことを、今、外務大臣が言
ってくれたが、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、
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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する。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
   

（以 上） 
 

 


