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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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)雇用について 

(2)国と地方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○ 坂口臨時議員提出資料 

○ 三位一体の改革について（片山議員提出資料） 

○ 地方の自立のための改革に関する基本的考え方（塩川議員提出資料） 

○ 平成 15 年度予算の編成等に関する建議（塩川議員提出資料） 

○ 	 平成 15 年度における税制改革についての答申  

－あるべき税制の構築に向けて－（税制調査会答申） 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第36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。 

テーマは２つございます。「雇用」の話、そして「国と地方」の話でございま

す。２つの問題とも、近く予定されております「予算編成の基本方針」に織り込

む重要なテーマでございます。 

なお、お手元には昨日答申されました税制調査会の「平成15年度における税制

改革についての答申」と、本日提出されました財政制度等審議会の「平成15年度

予算の編成等に関する建議」もお配りをしております。 

では、「雇用」の問題でございますが、坂口大臣においでをいただいておりま

す。坂口大臣から御説明をお願い申し上げます。 

○雇用について

（坂口臨時議員） どうも恐れ入ります。今日は発言の機会を与えていただきまして

ありがとうございます。７、８分頂戴できるそうでございますから、その時間内

で発言させていただきたいというふうに思います。 

雇用問題、中長期的な問題と、それから当面の問題と両方あるだろうというふ

うに思っております。それで、当面の問題ばかりに私たち目が行きがちなんです

けれども、もう少し中長期的なことも考えながらやっていかなきゃいけないのか

なというふうに思っております。 

我々の方は、少子化の問題を片方でこれは旧厚生関係の方で抱えているわけで

ございますが、そのこともひとつにらみながら中長期的な雇用対策というのを考

えていかないといけないのだろうというふうに思っています。 

いずれにいたしましても、あと３、４年いたしますと、労働力人口が今度は下

り坂の方に向かってくるわけでございまして、先日もちょっと発言させていただ

きましたが、2010年には60歳未満のところの労働人口が約300万人ほど減ってまい

りますし、2025年になりますと、800万人ぐらい減るという勘定に、単純な数字で

ございますけれども、そのように思っております。 

そうした中で、この雇用問題を我々担当させていただいておりまして、厚生労

働省の中だけでの雇用政策というのにはかなり限界があるというふうに思ってお

ります。したがいまして、各省庁間にまたがります問題で、いろいろこれからお

力添えをいただかないと、この雇用問題というのはなかなか解決していかないだ

ろうというふうに考えております。 

我々の立場といたしますと、雇用というものをもう少し重視をしていく社会、

雇用重視型社会というものを念頭において我々自身もやっていきたいし、そして

各省庁にもお願いを申し上げていきたいというふうに思っております。我々いろ

いろ議論をしているわけでございますが、その雇用重視型社会というふうに言い

ましたときに何を一体目標にしていくのかということになってくるわけでござい
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ますが、１つは、先ほど申しましたように、人口減少時代にだんだん入ってくる

ものでございますから、労働人口というものをやはりひとつ念頭におかなければ

ならない。それはとりもなおさず、もう少し具体的にすれば、いわゆる労働時間

というものに関わってくる話ではないかというふうに思っています。このことを

申し上げますのは、一方で少子化対策もやっていかなければならないものでござ

いますから、ここの労働時間というものが長くなりすぎますと、少子化対策に影

響をいたしてまいりますので、ここは1,800時間なら1,800時間という一つの目標

を立てて、ここに行くためにはどうしたらいいかということを考えていかざるを

得ないというふうに思っております。 

もう一方は、労働生産性の問題でございまして、労働生産性の方は、この４枚

に書いてございますが、この2000年の値でございますが、日本を100にしましたと

きの他の国々との比較でございますが、予想外でございますが、イタリアが一番

高くて、日本を100にしますと137という数字になっております。額にしますと日

本が4,534円、これは人・時間当たりについてでございますが、そうしますと、イ

タリアは6,200円ぐらいになりますので、イタリア並みというのはちょっと具合が

悪うございますから、５割増しでいきますと6,800円ぐらいになりますが、労働生

産性、５割増しにいく社会というのを描いて、それに対する一方におきまして、

1,800時間という働く時間を双方立てて、そしてそれを目標にしてどんなことをや

っていけばいいのかということを考えていこうということで今やっているわけで

ございます。 

労働生産性の方は、平沼大臣のところとよく御相談させていただいて、むしろ

平沼大臣のところにいろいろと教えを請わなければならないことでございますけ

れども、そのように実は思っております。 

そうした中で双方相みながら進めていかないと、先ほど申しましたように、働

く人たちの人数がこれから減ってまいりますと、一方で労働力人口が減るもので

すから、労働生産性がその分上がらないとＧＤＰにかなり影響してくる。その５

割増しぐらいにこれから10年なり、15年の間にいくということになりますと、こ

れは全体で上がってまいりますけれども、この労働生産性が今のままで横ばいで、

しかも労働人口が下がっていくということになりますと、全体として落ち込んで

くるということになるわけでございますので、そこに目を向けながら、これから

より具体的にどうしていくかということを各省ともよく連携をさせていただいて、

そしてやらせていただこうというふうに今思っております。これから各省にいろ

いろとまた御相談をさせていただきたいというふうに思っている次第でございま

す。 

単純に申しますと、そういう中長期的目標を立てて、そしてやっていこうとい

うことを考えております。それは中長期的な話でございますが、もう一つ足元の

当面の問題をどうしていくかということがございます。前回もここへお邪魔しま

したときにも若干各議員からお話を伺ったわけでございますが、現在の段階にお

きましては、平成14年度予算の範囲内におきましてでき得ることは何かというの
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で、今幾つか上げているわけでございます。 

１つは、都道府県にもう既に渡してありますけれども、15年と16年に1,000億円

ずつのいわゆる特別交付金でございます。これを前倒しで使わせていただこうと。

そのときには、もう少し使いやすくということを前回も片山総務大臣からお話を

いただきましたが、そこも少し加味をしながら、そして前倒しでそれを使わせて

いただくということを、これは12月に何とか発表させていただきたいというふう

に思っております。 

それからもう一つは、今までいつかの基金がございまして、その基金で使いま

すもの、それが350億ぐらいまだ使えるものがあるものでございますから、それを

使いまして、このリストラ等で離職した人、その人を雇っていただく企業に対す

る支援と、それからもう一つはいわゆる自ら起業を起こすという人に対する支援

と、そのためにこれを使いたいというふうに思っております。その具体的なこと

につきましては、そういう考え方でやらせていただいているところでございます。

さて、それで問題になってまいりますのは、雇用保険をどうするかという話で

ございます。前々回でございましたか、ここにお邪魔させていただきましたとき

に、民間議員の皆さんから、雇用保険料率は何とか上げないで済まないかという

お話も頂戴したわけでございますが、現在の状況でいきますと、平成15年度の半

ばでいわゆる蓄積してあったものは全部使い果たすということになるわけでござ

いますので、15年度現在のままの失業率でいきますと、0.2％上げさせてもらわざ

るを得ないという状況でございます。0.1％上がりますと、勤労者の皆さん方の方

は一人割にしますと0.1％で280円でございます。月30万ぐらいの方でありますと

約300円でございます。0.2％上げさせていただくということになると、その倍と

いうことになりますから、平均いたしますと560円上がるということになるわけで

ございます。そのことをお許しをいただけるかどうかという問題が一方でござい

ます。 

さらに、これから先の不良債権処理によりまして、これは不良債権処理の額と

スピードによりますけれども、そこで新しい失業者がどれだけ出るかということ

がもう一方でございます。ただ、そこのところは我々のなかなか予測ができない

わけでございますが、その部分が上乗せをされれば、その部分はまた足りなくな

ってくる、こういうことでございます。そのことに対して、やはり今回の補正予

算等の中でお願いをする以外にないのかなというふうに思っている次第でござい

ます。 

そのほか、補正予算の中での御相談させていただいた中でどうさせていただく

かは、もう少し考えなければ、今申し上げましたこと以外の対策というのをどう

考えるかということだろうというふうに思っております。私は新しいことがもし

可能であるならば、それは少なくとも都道府県単位それぞれの地域で、雇用問題

というのはかなり地域差というものがございますし、内容も異なっておりますの

で、それぞれの地域とタイアップをしてやれるような雇用対策というものを考え

ないといけないのではないか。国で一律でやるだけでは、なかなか決着のつかな
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い問題だというふうに思っておりまして、そうした問題をそれにプラスをしてい

ただくことができればというふうに思っております。 

大体以上、様々なことが書いてございますけれども、取りまとめて申し上げる

と、そういうことでございますので、ひとつまたいろいろ御議論をいただいて、

ぜひともよろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、どうぞ御自由に御発言をいただき

たいと思います。奥田議員。 

（奥田議員） この雇用保険料率ですが、この10月から例の弾力条項が発動されまし

て、1,000分の14に引き上げられたばかりですが、もうそれに続いてすぐに来年度

に積立金が確定する話で、それをすぐまた1,000分の16に上げるというのはいかに

も唐突で、計算値によりますと、1,000分の16だったら、積立金は今よりも増える

という計算だったと思うんですけれども、1,000分の15だったら大体フラットに流

れてくるというような感じでございました。ちょっとロジックが合わないんじゃ

ないかというのが私どもの事務局から、1,000分の15がいいんじゃないかという、

言ってみれば具体的な話では、1,000分の16じゃなくて、1,000分の15でどうです

かということです。 

（坂口臨時議員） だんだん細かい話になってまいりましたが、0.1％ 上げて1.5％す

るということになると、また来年上げてもらわなきゃならないということになっ

てくる可能性もあるということでございまして、これはここを上げずに、ほかか

ら補てんするから、ここは1.4％なら1.4％で待てというふうに言っていただくな

ら、それはそれで一つの道だと思っているんですけれども、足りないままで置い

ておくわけにいかないものですから、そこをどうするかということだろうと思う

んです。計算の仕方によりまして、若干違うというふうに思いますけれども、失

業率の上がり下がりと、雇用保険を受ける人の数の上がり下がりと必ずしも並行

しないんですね。この数年を見ますと、大体年間５％ぐらいずつ新規失業者は増

えてきている。それはなぜかといいますと、雇用保険を納めていない自営業者の

人がある。それから学生さんですぐ失業する人たちがある。この人たちはいわゆ

る失業率の中には入ってきますけれども、雇用保険の方には関係ありませんので、

失業率は増えましても、必ずしもこちらが増えないこともあります。また逆の場

合もございまして、最近は、雇用保険をもらい終わった人もかなり出てきている

といったこともございますので、必ずしも完全失業率と一致はいたしませんけれ

ども、しかし、この数年間を見ますと、大体５％ぐらいずつ毎年増えてきている

ということでございます。そのことを計算して考えてまいりますと、やはり0.1％

上げておいて、また来年0.1％上げるかという話になるわけですし、そこはなかな

かどちらも痛しかゆしだと私は思います。 

（奥田議員） 今５％毎年増えると言われましたが、もし５％ずつ増えると、平成19

年には完全失業者数が現状よりも100万人増える。それから完全失業率は約７％に

なる。こういう試算があるんですね。もし100万人失業者が増えて完全失業率が

７％ということになれば、これは日本経済としても非常に由々しき事態であって、
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この数字をこのままにしておくということ自体が問題なので、毎年５％新規失業

者が増加するというこの前提は、国としては何か対策を立てないといかんのじゃ

ないかと。 

（坂口臨時議員） 今御指摘になりましたのは、５％上がっていく、いわゆる雇用保

険の受ける人の額が５％上がっているのに比例して、それは完全失業率もパラレ

ルで上がっていくという基の計算だと思うんです。必ずしもそうなっていない。

必ずしも完全失業率がそう上がってきません。６％台にはなると思いますけれど

も、しかし７％まではいかない。しかし、完全失業者じゃなくて、雇用保険をも

らう人の数はどうしても増えてくる。中にはパートの人もお見えになりますし、

いろいろでございますけれども、そこは増えてくるということでございます。そ

れにパラレルに完全失業率が上がっていくということはないというふうに思って

おります。 

（奥田議員） 積立金の問題が来年にはなくなるという話なんですが、細かい話です

が、1,000分の16と1,000分の15の話があるんですが、1,000分の16だと積立金は、

16､17､18と若干増えていくという数字になっているわけですね。そういう計算値

が出ておるわけです。ですから、積立金は別に増える必要はないのであって、あ

る意味でいけば現状維持、現状維持で流れていってもいいという話ですし、1,000

分の15の場合ですと、今2,900から3,000億円ぐらいある積立金が、若干減ってい

くというカーブになるんですが、いずれにしろ、1,000分の15だと積立金はある。

1,000分の16だとちょっと増えすぎじゃないか、これは細かい話で大臣とお話する

のも問題なんですけれども、こういう試算があるということはぜひ考えていただ

きたいと思います。 

（坂口臨時議員） 細かい話を私の方もしますと、大体毎年、４月、５月と２ヶ月は

保険料があまり入ってこないので積立金から払い、６月からは主に当年度の保険

料で払う６月から払うわけです。４月、５月、２か月ためておいて６月からは主

として当年度の保険料で払う。そうしますと、そのストックは5,000億円ぐらいな

いと間に合わないわけでございますので、そうしたこともあって、最低そのぐら

いのストックはほしいと。そうでないと、いちいち借り入れをしたりしなきゃな

らないことが起こってくるということなものですから、その辺に置いているわけ

でございます。１年ぎりぎりで0.1 でやっていけという話だとそれはそれであれ

ですけれども、そのかわりに不良債権処理なんかで増えてくる人がさらにあると

いうときに、一体それは 

不良債権処理等の影響をどうするかという話も、これはセットでやってもらわ

ないといけないと思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 要は一方では、こうしたアカウントにお金を今のような状況でたくさ

んためこむのは余り賢明でない。しかしながら、大臣がおっしゃったように、こ

の保険が持続可能でないと、これもまた問題だということだと思うんですね。で

すから、雇用関係が一時的に悪化するのであっても、一時的であれば、それはい
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いわけですけれども、中長期的にどれくらいの失業、あるいは受給資格者の状態

で持続的にこの保険が支えられるかというところが一番問題なのでしょう。その

点については何らかの想定を置かなければ当然答えは出ないわけですから、今回

厚生労働省として、1.4％ではちょっと苦しいということで、1.6％に上げられる

というのであれば、それによって持続可能なシステムができるのだというための

想定があるだろうと思うんですね。ですから、それを世の中に説明されて、今度

のこういう改定をすれば、これくらいの状態が起きても、このシステムは持続可

能であるんだと。それによってみんな安心できるんだということを、世の中に対

して説明をされればいいんだろうと思います。 

（竹中議員） 数字の話はまた後で事務的にもお答えいただくとしまして、問題点を

出していただきたいと思います。牛尾議員、塩川大臣、本間議員。 

（牛尾議員） 坂口大臣がおっしゃるように、積極的な雇用拡大ということを考えよ

うと思うと、厚生労働省の枠を越えていろんな省庁と連携していかないといけな

いですね。事実、セールスマンとか、ＩＴとか、いろんな数多くの業種は求人の

方がはるかに多くて、求職する人が少ない、能力がないわけです。営業マンとい

うのは意外と足りないですね。要するに日本人というのはリスクマネジメントに

変えるのは嫌だし、技術の要るもの、これはみんな求人の方がはるかに多いわけ

です。そういう意味ではＩＴ技術者や営業技術、日本人の営業というのはプレゼ

ンテーションやマーケティングの技術を持っている人が少ないですから、そうい

う人を養成する機関を経済産業省でも考えられているようですが、これは非常に

これからの雇用拡大の供給サイドをきちんと教育によってする、積極的にすると

いうことが１つ。 

それからもう一つは、経済がサービス化することによって雇用が非常に増えて

くる。それを阻んでいるのが規制なんですね。規制撤廃が全然進まない。今度22

日に規制改革を審議し、12月に規制撤廃の特区をやるんですが、それはぜひ大胆

にやらないと、今は小心におどおどやっているので、「大胆に柔軟」とははるか

にほど遠い状況に規制撤廃の進捗状況にある。坂口大臣の関連から言うと、医療

なんかでももう少し大胆に特区なんかで一回実験的にやってみれば、雇用が増え

るわけです。 

アメリカはレーガンのときの1980年代には10年間で雇用が2,000万人増えて、そ

れは全部サービス業なんですから。クリトン時代の次の90年代も1,400 万人増え

ている。これも全部サービス業なんですから、サービスを阻んでいるのは行政サ

ービスなので、そういう意味では、規制撤廃というのは、雇用問題にポジティブ

な雇用を考えると、不良債権問題があって、これだけ失業が出るぞ、どうしよう、

どうしようというよりも、ポジティブなものを出して、そこで転換させていくと

いう攻めの経営に入らないとまずいと思うんです。 

そういう意味では、転換の場合に必要な教育というのが非常に大事だと思うん

です。もう一つは、その場合に、島田内閣府特命顧問さんも書いていますが、バ

ンピング現象と言いまして、東京で情報の技術屋が10人いるという場合に、こち
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らで建設関係の失業者が10人いても、これは来れないわけです。順番に８つぐら

いの経路を経てここへ来るんですよ。順番に後押しして。そのバンピングに連動

するようなハローワークが必要なわけです。ここで失業が出る、ここで求人があ

る場合に、若い女の人が求人で、こっちで年寄りの男が失業した場合に、こうい

うふうに動きがこっちにくるんですね。そこまで職業安定所というのは連携しな

いといけない。というところが実は一番抜けていて、それをカバーしているのは

民間なんですけれども、ハローワークと民間のネットワークというのは、そうい

うバンピング現象というものを積極的に道筋を見せないといけないということが

あると思うんです。 

特に22日と12月にやる規制撤廃は本当に大胆にやらないと、このまま全然進ま

ないですよ。これはぜひ力説したいと思います。 

（竹中議員） 先に塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 坂口大臣ね、内輪でこんなことを言うのは言いにくいんですけどね、

雇用保険料の値上げは0.1％であろうが、ちょっと遠慮していただいて時期を待っ

てもらいたいと思うんです。引き上げということで、最近この問題は非常に敏感

にとっておりますし、私もついこの前、大阪の工業会に出ましたら、何もかも上

げていくのは困ると、しばらくは様子を見てほしいということを強く言っていま

した。 

要するに雇用者の負担も増えてくるのがしんどいというんですね。それは税金

でカバーできるのかと、税金をかぶせたら、税金だって何でもヨッシャとかぶる

わけにいかんのやと。それだったら、給付条件を見直してもらうかなんかすると

いうことでやってもらえんだろうかなと、こう思うんです。今、嫌なことを言わ

ざるを得ない時期ですから、これはひとつぜひ考えてもらいたいということ。こ

れは後で……。 

（坂口臨時議員） 給付は下げたんですね、今度。 

（塩川議員） 結構です。僕はそこで聞きました。そうしたら、失業保険料をもらっ

ている方が再雇用の条件よりはいいのやと。特に教育的な雇用給付とかあるんで

すか、あれが非常にいいものだから、そっちへみんな行くんだとかいって、そん

なことを言っていましたしね。 

（坂口臨時議員） それも下げました。下げても足らんわけです。 

（塩川議員） そうですか、そんなことを言っていましたのでね。私の言いたいのは、

中身は詳しく知らないのだけれども、料金だとか、収入だとか言うよりも、給付

の方を一回厳しく見直してもらうということをひとつお願いしたいということ、

これ一点。 

それからもう一つ、工業会の話にもございましたように、最近大企業なんか50

年ぐらいで定年させるんだそうですね。これは何でやと言ったら、65歳まで仕事

をさせるんやと。実質的に65歳まで定年を延ばしておるんですよ。これは何で50

代で定年をさせるんだといったら、そこで給与を切り換えるんだと。そのままず

っとおったら、退職給与がうんと増えてしまうので、そこで一端切って、そのか
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わり再雇用して条件を変える。その代わり給料も上がらないんだと。その代わり

65歳まで、長い人は67歳までやっているんだと。その方が喜ぶんだと、こう言っ

ておるんですね。 

そうすると、自分たちは技能者であるし、仕事に慣れているし、環境が、いわ

ゆる仲間が多いから仕事しやすい。そうすると、私もそうだなと思っているのは、

私はかねてから定年退職69歳と言っているんですが、そうはいかないにしても、

ちょっと労働省が中心となって、そういういろんなモデルケースを65歳ぐらいま

で定年を延ばしておくのに、給与と退職金のいろんな条件がありますから、そう

いうようなもののマニュアルみたいなのをつくって、こんなのがあるぞと、こう

いうのが適用したらどうだというようなことを出してもらったどうだろうなと思

うんですよ。今、大阪で電鉄が中心となってそれを研究しているそうです。そう

いうようなことをして、私このことは、失業保険だけじゃなくて、年金にも、健

康保険にも非常にいい影響になると思うんです。その代わり退職金はここから増

えないぞという制度をやっているらしいんですよ。念のためにちょっと申し上げ

ました。 

（竹中議員） それでは、時間がありませんから、本間議員、できるだけ手短にすみ

ませんが。 

（本間議員） この問題は少し論理的に整理する必要があるんだろうと思います。完

全失業率の上昇というものが、この90年代以降の構造変化に伴うものなのか、景

気悪化に伴う循環的な要因であるのか、この仕分けがきちんとされなければなら

ないんだろうと思います。構造的な問題であるとすると、失業保険という形でリ

スクを構造的に担保できるような財政的な枠組みを超長期的に構築をする。後者

の循環的な問題については、ビルトイン・スタビライザーとして、それは機能さ

せる。こういう仕分けをしていくということが、まず第一だろうと思います。そ

の上で不良債権の処理に伴う臨時的な対応については、セーフティネットの構築

というものを基金の積み上げというような形でやっておく。ここの関係が整理さ

れずに、毎年毎年財政収支が悪化したからといって、小刻みに保険料を上げてい

くということになりますと、国民がかなり不安を持ってしまうというのが現実だ

ろうと思いますので、ぜひその辺の部分のところの整理をしていただければとい

う具合に思います。 

それから第２点は、今日お示しいただいた資料を見ておりましても現実感が非

常に乏しいと感じておりまして、ハローワークで実態的にどのような方々が求職

をし、そしてその人々がどれくらいの期間を経てどのような職種で吸収されてい

くのか。それを地域間のデータ等も含めて示していただいて、それから具体的に

この問題に対して雇用制度がどう準備していくかということを、ぜひもう一段踏

み込んだ形での御提案をいただけると国民も安心していくのではないか。そして、

その上で不十分な点については、牛尾議員がおっしゃったとおり、民間の手法の

活用ということも含めて整備をしていくということになるんだろうと思いますの

で、よろしく検討をお願いいたします。 
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（竹中議員） 坂口大臣。 

（坂口臨時議員） いろいろお話が出ましたが、塩川大臣が御指摘になりましたこと

につきましては、いわゆる見直しによりまして、かなりこの額は下げたわけでご

ざいます。確かに給料の高い方は、いわゆる雇用保険になりますと、税金を払わ

なくていいものですから、その次に雇用されます場合の額よりも、雇用保険が高

くなるということは確かにあるわけです。こちらは税金を引かれないものですか

ら。そういうことがございますので、給料の高いところは下げさせていただきま

した。そういうことがないようにいたしておりますし、また、今までいろいろな

こと、英語教室がよく例に挙げられますけれども、様々なものを習いに行きます

ときに、出しておりました額が高過ぎるということでございますから、これも半

分に減らさせていただきました。そういうこともいたしておりまして、トータル

で見まして、今御提示を申し上げているわけでございます。 

それから、ハローワークにおきます問題等はかなり細かく分析をいたしており

ますので、それは一度委員の皆さん方のところにも提出をさせていただきたいと

いうふうに思います。いずれにいたしましても、これから先どうなっていくのか。

過去のデータが今後役に立つのかどうかはわかりませんけれども、この十数年を

遡って見てみますと、この１％や２％の経済成長率では雇用は増えていない。こ

れは企業がある程度抱えてもらったということもあるわけです。日本の独特の問

題もございますけれども、しかし、ここは上がっていかないということがござい

ます。 

ですから、これから先、３％も４％も上がるわけはないわけでございますから、

そのことを思いますと、現在の失業率というのは、今後も中期的には少なくとも

継続をしていくというふうに私は思わざるを得ないというふうに思っております。

しかし、10年ぐらいしますと、先ほど申しましたように労働人口も減ってまいり

ますから、それがどういうふうに影響するかということがまた出てくるだろうと

いうふうに思いますけれども、この数年の間を見れば、それはなかなか下がって

はいかないのではないか、このままの数値が続いていくというふうに思わざるを

得ないのではないかというふうに思っております。 

もう一つは、特区のお話等も牛尾議員から出していただきまして、確かにサー

ビス業のところを増やしていかなければならないわけでございますが、私どもが

抱えております医療ですとか、介護の問題というは、これは半ば公的にやってい

るような分野なものですから、医療なら医療の分野をここで増やそうと思います

と、全体の医療費が大きくなるという問題がございます。雇用も同様の問題があ

る。できるだけ雇用の方は、民間の方にも入っていただくようにしておりますが、

医療の周辺で、いわゆる健康産業として増やしていくということは可能でござい

ますし、それはいいというふうに思うんですが、現在の医療の枠組みの中だけで

考えますと、これはなかなか医療費が増えまして、確かに人は増えたけれども、

医療費も増えるということになってくるものですから、そこはよく考えていかざ

るを得ない、こういうことでございます。 
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（竹中議員） ありがとうございました。 

雇用に関しましては、まず雇用保険につきましては、給付をどうするかという

問題、それを構造と循環の両面から、リスクをどのように見るかという観点も含

めて検討していただきたい。その上で来年度の予算にどのような形をとるかとい

うことを、最終的に決めていかねばならないということだと思います。 

中長期的な問題としましては、坂口大臣は「雇用重視型社会」という言葉を使

われましが、結局のところずっと以前から問題になっている需給ミスマッチをど

のように解消していけるのか、その際、ハローワークはどのように機能できるの

か、規制撤廃をどのようにこの中に織り込んでいくのか、こういうことが引き続

き検討されなければいけない課題であろうかということだと思います。 

総理、雇用に関しまして何か。 

（小泉議長） 10年ほど前、たしか党の会合だと、「日本の労働力は足りなくなる」、

「高齢者と女性が参加したとしても、外国人労働者を入れないと日本はもたない

ぞ」という議論ばかりだったよ。中長期的に考えて、今ますます失業者が増える

というのと全然違っているんだよね。最近でも、若い人の失業が増えて困ってい

るんだけれども、相変わらず求人が欲しいというところもたくさんあるんだよね。

このミスマッチというのは、どうやって解消していくか。10年ほど前、中長期的

に見て、日本の労働力が足りない足りないと心配していたのと今はどうなのか。

よく見通して、雇用対策はしっかりやらなきゃいかんなと思っています。 

それから、雇用の規制はどういう点があるのか。民間がいろいろ考えているで

しょう。ああいう民間のうまく労働力を探してくるというような、ああいう知恵

もどうやって取り入れるかよく考えていただきたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。坂口大臣どうもありがとうございました。 

（坂口臨時議員） どうもありがとうございました。 

（厚生労働大臣退室） 

○国と地方について

（竹中議員） それでは、続きまして、「国と地方」の議題に移りたいと思います。

お待たせしました。片山大臣よろしくお願いします。 

（片山議員） お手元に縦長の「三位一体の改革について」というペーパーがありま

すので、それに沿って説明をさせていただきます。 

まず最初は「国庫補助負担金の廃止・縮減」ということでございまして、これ

は既にお話し申し上げましたが、国の関与を縮小して、地方の自主性、裁量権を

拡大する意味から国庫補助負担金を大幅に廃止・縮減して、地方の自主財源とし

て税源を移譲してほしいということです。 

この国庫補助負担金の廃止・縮減が三位一体改革の入口であり、全体の改革の

成果を左右すると、２番目に書いております。 

また「骨太方針」パート２、「基本方針2002」では、「改革と展望」の18年度

までに数兆円規模の廃止・縮減を行うと書いてもらっております。そのためには、
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地方分権改革推進会議の意見を踏まえながら、見直しの具体的基準や数値目標を

示す必要があります。それを各省庁に示して、改革案を検討してもらうのがいい

のですが、地方分権改革推進会議の意見が具体性をやや欠いておりますので、こ

れは関係する役所である財務省や内閣府や総務省で相談してやらざるを得ないの

ではないかと考えます。 

そこで、私どもの考え方は、少なくとも一般財源化したらどうか、可能なもの

は来年度から実施するというものです。人件費、職員設置、法令を施行するため

に必要な事務費、施設の運営費・設備整備に係るもの、住民に身近な生活基盤の

整備、市町村道とか、小規模公園とか、こういうものまで全部補助金を出して必

要があるのか、それから維持補修や局部改良までも補助金を出しているのでござ

いまして、こういうこともいかがなものかと思います。ため池とか、こういうこ

とをそこに書いてございます。少なくとも、こういうものから一般財源化するべ

きではないかと思います。 

それから１枚めくっていただきまして、２番目の大きいものは、税源移譲含む

税源配分の見直しでございますが、これは既に５月にも主張させていただきまし

たが、今の国税・地方税の比率６：４を１：１にしたい。歳出規模は４：６以上

ですから、乖離を是正すべきではないか、その際には税収が安定的で税源の偏在

性が少ない税目が望ましい。そうなると、所得税と消費税になりますから、所得

税から個人住民税への移譲、消費税の国税・地方税の比率４：１を３：２にして

もらえないかということを申し上げております。 

それから３つ目が地方交付税の改革でございまして、三位一体の改革の中で、

地方交付税がどうなるかということですが、まず１つは交付税総額の見直し。税

源移譲していただくと、それがプラス、国庫補助負担金の廃止・縮減をやるとマ

イナスになる。これに対応して交付税総額を見直していくということであります。

それから２つ目は、今、不交付団体が105しかない。都道府県と市町村が3,300

団体程度ありますけれども、これは仕事に比べて税源の移譲が不十分であるため、

不交付団体が少ないので、その意味では、税源移譲により地方税を拡充していた

だくと交付税依存度が減りますから、不交付団体が増えることになるのでありま

して、そのことを書いてあります。不交付団体数がどの程度になるかは税源移譲

による地方税の増額規模次第であるということを書いております。 

それから、税源移譲すると、経済力のある地域は税が増えて、経済力が乏しい

地域は増えないのであります。逆に税収の格差が開く、財政力の格差が拡大する

ことになります。こういう場合に、財源均てん化の方策、例えば譲与税を調整す

るとか、国庫補助負担金で調整するとかについて総合的に検討する必要があるこ

とを指摘しております。 

次は、地方財政計画の歳出の計画的抑制でございますけれども、「改革と展望」

の期間中、18年度まで地方財政計画の歳出を計画的に抑える。それによって財源

不足額が圧縮されるし、交付税総額も抑制できる、こういうことでございます。

そのために１つは、国の施策の見直しによる地方歳出の抑制。地方歳出の大部分
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は国の補助金、負担金、あるいは法令でその実施を義務づけられています。とに

かく地方の予算の７割は国のコントロール下にあるのですから、これを縮小する

と、地方歳出の抑制になり、効率化になるということです。 

２つ目は地方単独施策。国の影響下にない地方単独施策にかかる歳出の計画的

抑制ということでございまして、「改革と展望」の期間中、地方独自でできるも

のについて計画的に抑制する。１つは、給与関係経費でございまして、平成18年

度までの４年間で地方財政計画上の計上人員を４万人以上純減する。今、地方財

政計画での職員数は約249万人でございますが、このうち、義務教育の教職員、警

察官、消防職員、その他福祉の関係もありますが、国が基準を決めて置かざるを

得ないものを除きますと、削減対象が約108万人でございまして、この１％を毎年

削減していき、18年度までに４万人削減したい。 

２つ目が地方単独事業でございまして、これも「改革と展望」の平成18年度ま

での４年間で逐次これを抑制していく。バブルの前、平成２～３年度の数字を目

安にそこまで削減していくということでございまして、本年度の単独事業計上額

は15兆7,500億円でございますが、これを毎年平均５％ずつ４年間で削減していく。

あわせて３兆円程度を縮減したい。12兆8,000億円程度にしたい、これが平成２年

～３年度の水準になるのでございまして、来年の国の公共事業が約３％のマイナ

ス、地方単独事業は約５％マイナスでいきたいと思っております。 

それから様々な地方単独施策である一般行政経費でございますが、これも平成

18年度までの各年度を通じて、今の水準を上回らない。今の水準以下にすること

としたい。ただ、事務移譲や、国庫補助負担金の廃止・縮減等で新たに地方単独

事業になるものについては、補助金、負担金を廃止･縮減することによって地方負

担が増えますので、この計画的な抑制の考え方から除いていただくことを書いて

おります。 

来年度の地方財政計画、これは15年度の国の一般会計予算と一緒に国会に提出

して御審議をいただくものでございますが、こういう４年間の方針を踏まえまし

て、歳出総額の抑制に努めて計画規模を圧縮する。給与関係経費では、来年度１

万人以上削減する。投資的経費は約５％をカットする。一般行政経費は前年度以

下にする。こういうことを書いておりますし、これ以外に国庫補助負担事業につ

いて、国が抑えていただければ、それは地方にも跳ね返るということでございま

す。 

それから、交付税の仕組みの見直しでございますけれども、１つは、御議論が

ございました留保財源率を都道府県分について、来年度５％引き上げて25％にす

る。それで税収を増やせば交付税が減るので、税収確保の意欲がなくなるという

ようなことをなくし、インセンティブを強めるということが１つ。留保財源を増

加させますと、基準財政需要額をその分圧縮しなければなりませんから、交付税

算定を通じて財源保障を縮小することになります。 

それから何度も同じことを言いますが、国の関与の廃止・縮減に対応して、国

の必置規制や様々な法令基準や国の補助負担金で義務づけていることをやめれば、
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個々の事務事業を交付税で措置しているものが、その分野を措置しなくてよくな

りますので、財源保障が縮小されるということを書いております。 

それから３番目は、本年度から実施しておりますが、事業費補正、段階補正の

見直しでございまして、段階補正につきましては、見直しを約2,000億円をやって

おりますし、事業費補正としては1兆1,000億円を、本年度から振りかえしており

まして、これは引き続き２年目として続行していきたいと考えております。 

我が省としては思いきった判断でございまして、地方からいろんな反発がある

かもわかりませんけれども、やらざるを得ないと考えております。 

（小泉議長） 総論賛成、各論反対だよな。 

（片山議員） 各論反対です。しかしやることはやらなければならないと思っており

ますので、提案させていただきます。 

（竹中議員） それでは関連しまして、塩川大臣お願いします。 

（塩川議員） 私の方からは資料を用意しておりますので、「地方の自立のための改

革に関する基本的な考え方」というもの、これは毎回毎回言っておって、耳にタ

コになっていることだと思いますので、もう一回タコの中をほじくって見ておい

ていただきたいと思います。 

そこで、私は特にこれにつけ加えて言いたいのは、今度の片山大臣の努力は本

当に一生懸命、よく話をまとめて来られたなと思っておるんです。私もこのごろ、

本当に神経質になるぐらい地方から言ってくるんですよ。それは黄金の金を持っ

てきているんだったらいいんだけれども……。 

そこで、私がぜひお願いしたいのは、この三位一体論をできるだけ早く議論を

してもらいたいと思うんです。これについては、地方分権改革推進会議の先生方

にもお願いしましたし、それから今回、国の財政制度等審議会の方で本間先生、

吉川先生に入っていただいて、ここからもきつい達しがございまして、何でごた

ごたしているんだと、早く結論出せというのがございまして、それについて、財

源問題を調整するのに前提が実は私の方からあるんです。１つは、これは従来か

ら言っておりますように、国と地方の事務分担というのを明確にするということ

と、それからシビルミニマムもナショナルミニマムもこれは本当に考え直さない

と、いわゆる大変な行政量を抱えておる。ここが根本の原因なんです。それに対

して給付が大きい。負担が本当にちょびっとしかやらんというところに問題があ

るので、ここはぜひ考えていただきたい。 

そこで、それじゃ具体的に何を考えたらいいかと。そんなものシビルミニマム

といったって、通じないじゃないかということで、そこで私は２つのことを考え

ています。 

１つは、国の決めておりますところの法定受託事務、これはひどいんですよ。

実は自治大臣を10年前にやりまして、これを切ろうと思って一生懸命やったんで

す。そのとき、機関委任事務が540ほどあったんです。今度整備した、整備したと

言うけど、看板を変えただけで、460ほどが法定受託事務、名前を変えて昔からち

ゃんと出ているんですね。これは中身を見たら無駄なやつがあるんですよ。これ
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は各省とも突っ張るものですからね。だから、これを思い切り整備してもらいた

いと思うんです。これは地方分権改革推進会議の方にお願いしまして検討すると

いうことなんです。 

それからもう一つ大事なものがあるんです。これは案外皆気がついていないん

ですが、国から地方に依頼しているものがあるんです。関わり合い事務というん

ですか、専門用語で何か言うんですよ。国が地方にやらせているものがあるんで

す。それが全部で135 あるんです。だから国もあんまり偉そうなことを言えない

んですよね。135 項目あるんです。 

（牛尾議員） 何事務というんですか。 

（塩川議員） 国が地方に、これ、やれといってやらせている委託事務というやつで

す。 

（片山議員） 国会議員の選挙ですとか、外国人登録とか。 

（塩川議員） いろいろあります。 

（片山議員） パスポート。要するに国の仕事を委託してやってもらう。委託事務。 

（塩川議員） 例えば、一番わかりやすいのは、保育所だとか、幼稚園とか、国が決

めて、これでやれとやらせているんですよ。ですから、動きがとれないんです。

それで135 項目のうちに、20項目が国からの補助金がついているんです。ちびっ

と補助金出して、大変な規制で縛っておるんです。これが規制の一番うるさいと

ころなので難しいところなんです。ですから、あとの115 件は事務規制なんです。

この事務規制はできるだけ解除していく、その中の１つで大きいのは幼保の問題

なんかありますね。こんなやつが片づかないものだから、国の方と地方の方と、

ここで行き詰まってしまった。こういうことなんです。これを実は15年の６月、

来年の６月に三位一体論の方針と併せて、地方分権改革推進会議の方で決めると

おっしゃっていますけれども、これは私どもヨイショと後ろから突っかい棒をし

ているんですが、一回、この経済財政諮問会議の先生方と懇談して激励してお願

いしていただけないだろうかと思うんです。 

（牛尾議員） 地方分権改革推進会議の応援ですね。 

（塩川議員） ええ。これは大変な御苦労をしておるんです。こんな嫌な仕事はかな

わんと言っているけれども、これはやってもらわなきゃしょうがない。それから

財制審の方でもこの問題が出た。私は財制審にこの前出まして両論併記はお断り

すると、両論併記じゃなくて、結論を出してください。結論を書いてくださいと

ということを言ったんです。今度これも問題が出てくるんです。それで今、一気

にこの問題をしてこないと国と地方の関係がすっきりしないと、国も地方も財政

がすっきりしません。そこを私はあえて申し上げたいと思うので、よろしくお願

いします。 

これだけです、私のは。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 地方分権改革推進会議の前の地方分権推進委員会委員長の諸井さんが

会議で、今の国と地方の事務の整理を行いました。昔は地方だけの団体事務と、
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国が団体に委任している団体委任事務と機関委任事務とがありました。団体とい

うのは、例えば神奈川県なら神奈川県そのものに委任することを団体委任事務と

いいます。神奈川県の知事に委任することを機関委任と言います。この場合の委

任は、神奈川県の知事が国の出先機関と同じ扱いになる。市町村長がまた国の機

関と同じになる。この機関委任事務が多かったんですよ。それからもう一つは行

政事務があり、これは警察事務です。それを地方分権推進委員会で自治事務と法

定受託事務の２つに分けた。まだ法定受託事務がかなり残っておりますが、これ

は法律に基づいて国が地方に委託するということになっています。残りは自治事

務です。 

（塩川議員） 合計で600ほど項目があるやろう。そんなのむちゃくちゃや。 

（片山議員） そこは相当整理されたのですが、今言いましたように、必置規制だと

か、様々な国の関与がたくさんあるのです。これは各省がなかなか言うことをき

かない。基本的には法律を改正しなければいけない。 

（牛尾議員） 何でそれにこだわっているわけですか。 

（片山議員） それぞれ各省は使命感がありますから、自分の所管の行政をきちんと

やるためには、法令で規定するなり……。 

（塩川議員） いろんな法律が出ましたでしょ。これは地方でやればいいと……。 

（片山議員） あとは通達でやるなり、補助金です。 

（塩川議員） 中央の役人は結構なものですわ。みんな地方でやれです。要領だけぱ

っと渡して、これでやれやと。 

（片山議員） だから、地方歳出の７割は国のコントロール下にある、それをやめな

いと。 

（竹中議員） もし御意見がありましたら。 

（牛尾議員） 大変両方とも建設的な意見で。先回と打って変わって、今日は大変よ

かったと非常に高く評価をします。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 高く評価するという御意見があったんですが、私はこれは何十年も話

を聞いているような感じがいたしまして、スピード感のなさというのが非常に気

にかかっております。「基本方針2002」では、これは２～３兆円を念頭に起きな

がら、年内に国庫補助負担事業の廃止・縮減について各大臣が検討して各論を出

すということが前提になって進んできていたはずだと思いますが、今の段階でこ

ういう両大臣のペーパーで、どこに収束する姿が描けるのかというのが非常に気

にかかっております。具体的に言いますと、１つは、文部科学省の義務教育費の

国庫負担のうち5,000億円、これを４年間でやるというのが試金石に今なりつつあ

るわけですが、これ共済費長期給付、退職手当などに限定した形でやるのか、一

般的な形でやるのかをとりましても、今後の議論にこれは決定的に影響を与える

テーマでありまして、そこら辺の部分がどうもちょっと見えてこないのは遺憾だ

と思います。 

片山大臣と塩川大臣の資料を拝見いたしておりますと、具体性においては、総
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務大臣のほうが優るという感想を抱くわけですが、両者の詰めを早急にして頂き

たい。地方分権改革推進会議にボールを投げる前に、今年どうするんだという問

題、哲学の問題、ここを固めてまいりませんと、これはなかなか進まないのでは

ないか。 

この問題は今いろいろ御指摘がございましたけれども、基本的には私は三位一

体論というのは三方一両損なんだろうと思うんですね。そこの考え方をより明確

にする必要があるんじゃないか。三方一両損というのは、補助事業を所管する省

庁、それから財務省、そして総務省が、今の財政状況というものを考え、それぞ

れが一両損をするけれども、国全体の行政の効率化という点で言えば、前進する

んだということをやはり旗印にして、具体的に補助金の問題を乗せながら財源移

譲、税源移譲の問題と地方交付税の問題をセットにし、プログラム化をして、工

程表をつくっていくということをやっていかないといけない。 

（塩川議員） 先生、三方一両損の中に、行政の負担量を減らすという根本を先にや

らなきゃ……。 

（本間議員） もちろん、そうですね。 

（塩川議員） そうなんです。これが重しになっておるんです。これを置いておいた

ら同じなんです。これが削られなければならん。 

それを削るのは政治家なんですよ。ところが政治家は情けない。ポピュリズム

の最たるものですからね。全部とってしまいますよ。どうにもならない。 

（片山議員） やはり地方の自主性を増やすということです。三方一両損ではないの

ですよ。地方分権を進めるということがないと、その大原則がないといけない。 

（本間議員） ですから、地方の側のとる部分と、しかし効率化等で財源的な部分で

……。 

（片山議員） 効率化だけではだめです。 

（牛尾議員） 地方分権の原則は必要でしょうね。 

（片山議員） 基本的な国庫補助負担金の見直しが進んでいないのですよ。各省は言

うことを聞かないし、これは各省の予算ですから財務省がやはり先頭に立って改

革案を掲げないとだめです。 

（塩川議員） 今度も２％を全部強制的に削ったんだ。うるさいこと……。 

（片山議員） だから、義務教育費国庫負担金の5,000億円も頑張るわけですよ、退職

手当と共済長期負担金以外は嫌だと言って。我々は給与費本体の縮減をやれと言

っているのです。本体は絶対嫌だと頑張っている。 

（塩川議員） だから、この諮問会議が嫌なものを集めてはどうか。 

（片山議員） 我々ではないです。スピード遅いのは各省です。 

（塩川議員） ここが司令塔になって……。頼んまっせ。 

（竹中議員） 総理の時間がタイトでございます。今日また時間切れで、繰り返しに

なりますけれども、国と地方の役割分担を見直して、三位一体で進めるというこ

とについては非常に強い合意があります。その際、行政全体をスリム化すること

と、国の関与は減らしていくことというのが大変重要なポイントである。ただ、
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本間先生が言われたように、今問題になっているのは、その具体的な芽出しとい

うか、入口をどういう形でやるかということを、その補助金の削減とその三位一

体の芽出しをどのようにできるかということについては、ちょっと具体策がまだ

見出されていないということだと思います。 

   22日、明後日ですけれども、例の「予算編成の基本方針」についての一番最初

のたたき台を事務局としては出さなければいけません。これは各省と調整をさせ

ていただきますけれども、恐らくそんなに明解なものが今の時点では出てこない

可能性がありますので、次回、明後日引き続き、この問題については御議論をい

ただくことになると思います。 

総理、この件に関して。 

（小泉議長） もう議論の段階じゃなくて、予算編成も近いですから、この三位一体

の線で、15年度で芽を出すということで何とかお願いします。 

（片山議員） 財務大臣、頼みますよ。 

（塩川議員） その芽が少ししか見えない……。出すのに大変なんだよ。にょっと出

ているところはない。ちょびっと出たら……。 

（小泉議長） 大変だけれども、やってもらわなきゃ。 

（竹中議員） 大変だけれども、やれということでありますので、ぜひ御協力をお願

いしたいと思います。 

それでは、議事録等はいつものようにさせていただきます。また明後日でござ

いますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

（以 上） 
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