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平成 14 年第 36 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 20 日（水）17:30～18:35 
2．場所: 官邸大会議室 
3．出席者 

議長 小泉 純一郎  内閣総理大臣   
議員 福田  康夫 内閣官房長官 
同 竹中 平蔵  経済財政政策担当大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
同 片山 虎之助 総務大臣 
同 平沼 赳夫 経済産業大臣 
同 速水  優 日本銀行総裁 
同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 
同 牛尾 治朗  ウシオ電機（株）代表取締役会長 
同 本間  正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 
同 吉川  洋 東京大学大学院経済学研究科教授 
臨時議員 坂口 力   厚生労働大臣 
 

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

（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。 
 
○雇用について 
（坂口臨時議員） 雇用問題は、中長期的な問題と当面の問題と両方ある。当面の問題に

目が行きがちだが、中長期的なことも考えながらやっていく必要がある。 
   我々としては、少子化の問題を考えながら中長期的な雇用対策を考えていく必要が

ある。 
   あと３～４年経つと、労働力人口が下り坂に向かう。2010 年には 60 歳未満の労働
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人口が約 300 万人程度、2025 年には 800 万人程度減る。 
   そうした中、雇用問題を我々担当しているわけだが、厚生労働省だけで雇用政策を

やるのは限界がある。各省庁間にまたがる問題として協力していただきたい。 
   我々の立場は、雇用を重視する雇用重視型社会を目指し、各省庁にも協力をお願い

したい。雇用重視型社会の目標に関しては、１つは、人口減少時代における労働人口
について考慮する必要がある。具体的には、労働時間に関わる。労働時間が長くなる
と、少子化対策に影響する。年間労働時間を1,800時間なら1,800時間を目標を立て、
どうすれば実現できるかと考えたい。 

   もう１つは、労働生産性の問題。資料にあるように、2000 年では日本を 100 にし
たとき、イタリアが一番高く 137。人･時間あたりで額にして日本が 4,534 円、イタ
リアは 6,200 円程度。日本の労働生産性を５割増しすれば 6,800 円。労働生産性５割
増し、労働時間 1800 時間を目標に、何をすべきか考えている。労働生産性について
は、経済産業省とよく相談し、教えを請いながらやっていきたい。 

   労働力人口が減ってくると、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。労働生産性を 10 年、15 年間で 5割増程度にできれば、ＧＤＰは上昇する
が、労働生産性が今のままで横ばいで、しかも労働人口が減ると、ＧＤＰが落ち込む
ことになる。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し、
やっていきたい。また御相談したい。 

   当面の問題としては、現段階で平成 14 年度予算の範囲内でできることが幾つか上
がっている。 

   １つは、都道府県に特別交付金が 15 年と 16 年分で約 2,000 億円の残額があるが、
これを前倒しで使うこと。もう少し使いやすくという前回諮問会議での片山総務大臣
からの発言を考えながら、前倒しで使うことを 12 月に発表したい。 

   それからもう一つは、いくつかの基金に 350 億円ぐらい使えるものがある。リスト
ラ等で離職した人を雇った企業への支援と、起業する人への支援に使いたい。 

   問題は、雇用保険をどうするかという話。前々回の諮問会議で、民間議員から雇用
保険料率は上げないで済まないかとお話があったが、現在の失業率の状況のままだと、
平成 15 年度の半ばで全部使い果たす状況。雇用保険料率を 0.2％上げざるを得ない。
0.1％上がると、月給30万円程度の勤労者が保険料率0.1％アップで月280円だ。0.2％
アップでその倍で、560 円上がる。その点をお許しをいただけるかという問題。 

   さらに、額とスピードにもよるが、今後の不良債権処理で新しい失業者がどれだけ
出るか。なかなか予測ができないわけだが、新たな失業者が出てくれば、雇用保険が
また足りなくなる。今回の補正予算等の中でお願いをすることになると思う。 

   補正予算の中で、今の点以外に相談させていただきたいものとして、雇用問題はか
なり地域差があり内容も異なるので、地域とタイアップをしてやれる雇用対策を考え
たい。 

（奥田議員） 雇用保険料率は、この 10 月から弾力条項が発動され、1,000 分の 14 に引
き上げられたばかりだが、すぐに来年度に 1,000 分の 16 に引き上げるという話はい
かにも唐突だ。計算では、1,000 分の 16 だと積立金は今よりも増え、1,000 分の 15
で大体フラットだったと思う。ちょっとロジックが合わないのではないか。 

（坂口臨時議員） 0.1％上げて 1.5％にすると、また来年上げる可能性がある。雇用保
険料率を上げずに、他から補てんするというのも一つの道だと思う。ただ、足りない
ままで置いておくわけにいかない。 
また、計算の仕方により、若干数字が違ってくると思う。失業率の上下と、雇用保

険受給者数の上下とは必ずしも並行しない。この数年、大体年間５％ぐらいずつ新規
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失業者は増えている。理由は、雇用保険を納めていない自営業者、学卒ですぐ失業す
る人は失業率の中には入るが、雇用保険に関係ないので、失業率が増えても、雇用保
険受給者には入らない。逆に、最近では雇用保険をもらい終わった人もかなり出てき
ている。 
計算していくと、今年 0.1％上げて、また来年 0.1％上げるかという話になるので、

どちらも痛しかゆしだ。 
（奥田議員） 毎年５％増えるとすれば、平成 19 年には完全失業者数が現状よりも 100

万人増え、完全失業率は約７％になるとの試算がある。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、日本経済にとって非常に由々しき事態だ。毎
年５％新規失業者が増加するということ自体が問題で、その前提は国として何か対策
を立てないといけない。 

（坂口臨時議員） 今ご指摘があったのは、雇用保険を受ける人が５％上がっていくのに
比例して、完全失業率もパラレルで上がるということを基にしての計算だ。しかし必
ずしも完全失業率がそう上がって来ない。６％台にはなるが７％まではいかない。雇
用保険をもらう人の数は増えてくるが、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。 

（奥田議員） 積立金が来年にはなくなるというが、1,000 分の 16 だと積立金は若干増
えていくという計算になる。積立金は別に増える必要はなく、現状維持でもいい。
1,000 分の 15 の場合だと、減ることは減るが積立金はある。1,000 分の 16 だとちょ
っと増えすぎだ。 

（坂口臨時議員） 大体毎年、４月、５月と２か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月からは主として当年度の保険料で払う。そうすると、最低 5,000
億円ぐらいのストックはほしい。そうでないと、借り入れをしなければならない。１
年ぎりぎりで 0.1 でやっていけという話なら分かるが、不良債権処理等の影響をどう
するかという話もセットでやらないといけない。 

（吉川議員） 現下の状況でこうしたアカウントにお金をたくさんためこむのは賢明でな
い。しかし、保険が持続可能でないとこれもまた問題だ。雇用関係が悪化しても、そ
れが一時的であればいいが、中長期的にどれくらいの失業で持続的に保険が支えられ
るかが問題だ。その点は何らかの想定を置かなければ答えは出ない。今回厚生労働省
として、1.4％では苦しいとして 1.6％に上げるというのであれば、それで持続可能
なシステムができるという想定があるはず。それを説明し、こういう改定をすれば、
この状態が起きてもシステムは持続可能で、みんな安心できると説明すればいい。 

（竹中議員） 数字は事務的にお答えいただく。 
（牛尾議員） 積極的な雇用拡大を考えるなら、厚生労働省の枠を越えていろんな省庁と

連携が必要。セールスマンとかＩＴ技術者とか、求人の方が多くて、求職が少ないと
いう業種も数多い。営業マンは意外と足りない。技術の要るものは求人の方がはるか
に多い。ＩＴ技術や営業技術、プレゼンテーションやマーケティングの技術を養成す
る機関を経済産業省でも考えているようだが、雇用拡大の供給サイドへの教育を積極
的にすべきだ。 

   もう一つ、産業のサービス化によって雇用が非常に増えるが、それを阻んでいるの
が規制だ。22 日に規制改革を審議し、12 月に特区を審議するが、大胆にやらないと
今は「大胆に柔軟」とははるかにほど遠い状況にある。医療でも大胆に特区で実験的
にやれば、雇用が増える。 

   アメリカはレーガン時代の 1980 年代には 10 年間でサービス業中心に雇用が 2,000
万人増え、クリトン時代の 90 年代も 1,400 万人増えている。これもサービス業だ。
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雇用問題は、不良債権処理でこれだけ失業が出るからどうするというよりも、規制撤
廃でポジティブなものを出して、転換させていく攻めの経営を促進させる政策に入ら
ないとまずい。転換の場合に必要な教育が大事だ。 
その場合に、バンピング現象と言うが、東京で情報の技術屋が 10 人必要だとして

建設関係の失業者が 10 人いても、一度には来れない。順番に後押しして８つぐらい
の経路を経て来る。バンピングに連動するハローワークが必要で連携しないといけな
い。ここが実は一番抜けていて、カバーしているのは民間だ。ハローワークと民間の
ネットワークでバンピング現象に積極的に道筋を見せないといけない。 

   特に 22 日と 12 月にやる規制改革は大胆にやらないと、このまま全然進まない。 
（塩川議員） 雇用保険料の引上げは時期を待ってもらいたい。引上げの問題は非常に敏

感で、大阪の工業会も、何もかも上げていくのは困る、様子を見てほしいと強く言っ
ていた。要するに雇用者の負担も増えるのがしんどい。税金でカバーするわけにもい
かない。それだったら、給付条件の見直し等でやってもらえないか。 

（坂口臨時議員） 給付は今度下げた。 
（塩川議員） 失業保険の方が再雇用の条件より良く、特に教育的な雇用給付の条件が良

く、そっちへみんな行くと言っていた。 
（坂口臨時議員） それも下げた。下げても足りない。 
（塩川議員） 料金や収入よりも、給付を厳しく見直してほしい。 
   それから、工業会の話でもあったが、最近の大企業は 50 才ぐらいで定年させる。

実質的に 65 歳まで定年を延ばしているが、50 代で定年をさせて給与を切り換える。
そのまま在籍すると退職手当てが増えてしまう。一端切って、そのかわり再雇用して
条件を変えて、給料を上げず、その代わり 65 歳、長い人は 67 歳までやっている。 

   そうすると、自分たちは技能者で、仕事に慣れており、仲間も多いから仕事しやす
い。私はかねてから定年退職 69 歳と言っているが、そうはいかないにしても、労働
省が中心となって、いろんなモデルケースで 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、マニュアルを出してもらったらどうか。今、
大阪で電鉄が中心となって研究している。このことは失業保険だけでなく、年金や健
康保険にも非常にいい影響になると思う。 

（本間議員） この問題は論理的に整理する必要がある。完全失業率の上昇は 90 年代以
降の構造変化に伴うものか、景気悪化に伴う循環的な要因か、この仕分けがされなけ
ればならない。構造的な問題とすると、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中長期的に構築をする。循環的な問題については、ビル
トイン・スタビライザーを機能させる。こういう仕分けが、まず第一だ。その上で不
良債権処理に伴う臨時的な対応として、セーフティネットの構築を基金の積み上げと
いうような形でやる。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れば、国民がかなり不安を持つ。 
 それから第２点は、いただいた資料では現実感が非常に乏しい。ハローワークで実
態的にどのような方々が求職をし、その人々がどれ位の期間を経てどのような職種で
吸収されていくのか。地域間のデータ等も含めて示していただいて、その上で具体的
にこの問題に対して雇用制度をどう準備していくか、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する。その上で不十分な点については、民間手法の活用
も含め整備していく。 

（坂口臨時議員） 塩川大臣が御指摘になった点については、見直しによりかなり額は下
げた。確かに給料の高い方は、雇用保険になると税金を払わなくていいので、その次
に雇用される場合よりも、雇用保険が高くなりえる。そこは下げさせていただいた。
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また、英語教室等に習いに行った費用に対する給付が高過ぎるということで、これも
半分に減らした。トータルで見て、今ご提示を申し上げている。 

   それから、ハローワークにおける問題等はかなり細かく分析をしており、それは一
度提出をさせていただきたい。いずれにしても、これから先は、過去のデータが今後
役に立つか分からないが、この十数年を遡って見ても、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。
日本の独特の問題もあるが、これから先、３％も４％も上がるわけはなく、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する。10 年ぐらいすれば、労働
人口も減ってくるが、この数年の間を見れば、なかなか下がらず、このままの数値が
続いていくと思っている。 

   もう一つは、特区等も、確かにサービス業を増やしていかなければならないが、医
療、介護の問題は、半ば公的にやっている分野であり、医療なら医療の分野をここで
増やせば、全体の医療費が大きくなるという問題がある。介護も同様の問題がある。
介護には、民間の方にも入っていただくようにしているが、医療の周辺で、健康産業
として増やしていくことは結構だが、現在の医療の枠組みの中だけで考えると、確か
に人は増えたが、医療費も増えるということになるので、よく考えないといけない。 

（竹中議員） これまでの議論をまとめたい。 
 雇用保険については、給付をどうするか、それを構造と循環の両面から、リスクを
どう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、来年度予算にどう
反映させるかを最終的に決めていかねばならない。 

   中長期的な問題で、坂口大臣は「雇用重視型社会」と言われたが、結局は、従来か
ら問題になっている需給ミスマッチの解消だと思う。その際、ハローワークをどう機
能させるか、規制撤廃をどう織り込むか等が、引き続き検討すべき課題だと思う。 

（小泉議長） 約 10 年前には、「日本の労働力は足りなくなる」、「高齢者と女性が参加し
ても、外国人労働者を入れないと日本はもたない」という議論ばかりだった。当時の
中長期的な見込みと現状は全然違っている。最近でも、若年層の失業が増えて困って
いるが、求人が欲しいというところもたくさんある。このミスマッチをどう解消して
いくか。よく見通して、雇用対策はしっかりやらないといけない。 

   それから、雇用の規制はどういう点があるか。民間は色々考えている。民間がうま
く労働力を探してくるような、ああいう知恵をどう取り入れるかよく考えていただき
たい。 

               （厚生労働大臣退室） 
 
○国と地方について 
（片山議員） 提出資料に沿って説明する。 
   まず、「国庫補助負担金の廃止・縮減」。国の関与を縮小し、地方の自主性、裁量権

を拡大する。そのため、国庫補助負担金を大幅に廃止・縮減し、地方の自主財源とし
て移譲してほしい。これ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。 
「基本方針 2002」には、「改革と展望」の 18 年度までに数兆円規模の廃止・縮減

を行うと記されている。そのため、地方分権改革推進会議の意見を踏まえ、見直しの
具体的基準や数値目標を各省庁に示し、改革案を検討してもらうのはいいが、地方分
権改革推進会議の意見は具体性をやや欠いており、財務省、内閣府、総務省で相談し
てやらざるを得ないと考える。 

   私どもの考え方は、可能なものは来年度から一般財源化したいということ。職員設
置費、法令を施行するために必要な事務費、施設の運営費・設備整備費や住民に身近
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な生活基盤の整備で、例として市町村道や小規模公園がある。それから維持補修や局
部改良などの補助金。少なくとも、こういうものから一般財源化すべきではないか。 

   次に、税源移譲含む税源配分の見直し。５月にも説明したが、今の国と地方の税収
比率６：４を１：１にしたい。歳出規模は国･地方４：６以上であり、乖離を是正す
べきだ。その際には税収が安定的で偏在性が少ない税目が望ましいので、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にしてもらいたい。 

   地方交付税の改革。１点目が交付税総額の見直し。地方にとって、税源移譲はプラ
スになるが、国庫補助負担金の廃止・縮減はマイナスになる。これに対応して交付税
総額を見直していく。 
２点目が交付税依存からの脱却。現在、不交付団体は 105 団体しかない。都道府県

と市町村で約 3,300 団体あるが、仕事に比べて税源移譲が不十分だから不交付団体が
少ないということだ。その意味で、税源移譲により地方税を拡充してもらうと交付税
依存度が減り、不交付団体が増える。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だ。ただ、税源移譲をすると、経済力のある地域とそう
でない地域の税収の格差が開く。財政力格差が拡大するため、財源均てん化の方策と
して、例えば譲与税や国庫補助負担金で調整することを総合的に検討する必要がある。 
３点目が、地方財政計画の歳出の計画的抑制。「改革と展望」の期間中である 18 年

度まで地方財政計画の歳出を計画的に抑える。それにより財源不足額が圧縮されるし、
交付税総額も抑制できる。まず、国の施策の見直しにより歳出規模の抑制を図る。地
方の予算の７割は国のコントロール下にあり、これを縮小すると、地方歳出の抑制に
なり、効率化する。 
次に、国の影響下にない地方単独施策等に係る歳出の計画的抑制。「改革と展望」

の期間中、地方独自でできるものを計画的に抑制する。まず、給与関係経費では、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。現在、
地方財政計画での職員数は約 249 万人であり、このうち、義務教育の教職員、警察官、
消防職員、福祉関係の職員など、国の基準で置かざるを得ないものを除くと、削減対
象は約 108 万人いる。これを毎年１％削減して、18 年度までに４万人削減したい。 
地方単独事業であるが、これも「改革と展望」の平成 18 年度までの４年間で、逐

次抑制していく。バブルの以前の平成２～３年度の水準を目安に抑制する。本年度の
単独事業計上額は 15 兆 7,500 億円だが、これを毎年平均５％ずつ４年間で落として
いく。３兆円程度を縮減し、12.8 兆円程度にしたい。これで平成２～３年度の水準
になる。来年度の国の公共事業が約３％のマイナスだが、マイナス５％でいきたい。 

   一般行政経費等の地方単独経費については、平成 18 年度までの各年度を通じ、現
在の水準を上回らない。現在の水準以下にするということだ。ただし、事務委譲や国
庫補助負担金の廃止・縮減等により、新たに地方単独事業になるものは除く。 

   来年度の地方財政計画では、こういう４年間の方針を踏まえ、歳出総額の抑制に努
めて計画規模を圧縮する。給与関係経費は、来年度警察官の増員を除き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。これ
以外に、国庫補助負担事業を国が抑えると、それも地方に跳ね返る。 

   それから、交付税の仕組みの見直しについて。１つは、都道府県の留保財源率を来
年度５％引き上げて 25％にする。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。留保財源を増加
させると、基準財政需要額をそれだけ圧縮しないといけないから、その分が交付税算
定を通じて財源保障を縮小することになる。２つ目は、何度も繰り返すように、国の
関与の廃止・縮減に対応し、国の必置規制や法令基準や国の補助負担金で義務づけて
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いることをやめれば、交付税で措置している部分がなくなるので、財源保障が縮小さ
れる。３つ目は、本年度から実施している、事業費補正、段階補正の見直し。段階補
正は 2,000 億円、事業費補正では１兆 1,000 億円を、本年度から振替えしており、引
き続き２年目として続行していく。 

   我が省としては思いきったことをやっている。地方からいろんな反発があるかも知
れないが、やらざるを得ない。 

（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、やらないといけないと思っています。 
（塩川議員） 提出資料は、これまでに何度も言ってきたことをまとめたもの、見ておい

ていただきたい。 
   私のところにも、本当に神経質になるぐらい地方から言ってくるが、片山大臣は、

本当によく話をまとめられたなと思っている。 
   そこで、是非お願いしたいのは、この三位一体論をできるだけ早く議論をしてもら

いたいということ。これは、地方分権改革推進会議にもお願いしている。財政制度等
審議会に本間議員、吉川議員に入っていただいたが、そこからも早く結論出せと言わ
れている。 
実は、財源問題を調整する前提が私の方からある。まず、従来から言っている国と

地方の事務分担を明確にすること。それから、シビルミニマムやナショナルミニマム
は本当に考え直さないといけない。大変な行政量を抱えており、ここが根本の原因だ。
給付は大きいが、負担が少ないところに問題がある。是非考えていただきたい。 

   具体的には２つのことを考えている。１つは、国の決めている法定受託事務。これ
がひどい。10 年前の自治大臣当時、これについて一生懸命取り組んだ。その時の機
関委任事務が約 540。今、整備したと言うが、法定受託事務の中身を見たら無駄なも
のがある。これを思い切り整備してもらいたい。 

   それから、案外、気付いてないもので、国から地方に依頼している委託事務がある。
国が地方にやらせている。 

（片山議員） 国会議員の選挙事務や外国人登録とか。 
（塩川議員） いろいろある。 
（片山議員） 要するに国の仕事を委託してやらせている。 
（塩川議員） 例えば、保育所や幼稚園では、国の縛りがあって動きがとれない。地方分

権改革推進会議の 135 項目のうちに、20 項目が国からの補助金。少し補助金出して、
大変な規制で縛っている。規制の一番うるさいところで難しいところ。残りの 115 件
は事務規制。この事務規制はできるだけ解除していく。その中の１つで大きなものに
幼保の問題などがある。これが片づかないから行き詰まってしまった。来年の６月の
三位一体論の方針等について、地方分権改革推進会議の方でも議論すると言っている
が、諮問会議からも応援が必要だ。 

（牛尾議員） 地方分権改革推進会議の応援ですね。 
（塩川議員） 大変な御苦労をしている。しかし、やってもらわないといけない。それか

ら財制審でもこの問題が出た。私は、財制審に両論併記でなく、結論を出してほしい
とお願いしている。この問題を解決しないと国と地方の関係がすっきりしない。国と
地方の財政もすっきりしない。 

（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で、今の国と地方の事務
の整理を行なった。以前は、地方だけの事務としての団体事務と、国が委任している
団体委任事務と機関委任事務があった。例えば神奈川県なら神奈川県そのものに委任
するのを団体委任事務と言い、神奈川県知事に委任するのは機関委任事務と言った。
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この場合、神奈川県の知事が国の出先機関と同じ扱いになり、市町村長も国の機関と
同じになる。この機関委任事務が多かった。それから、行政事務ということで、警察
事務などがあった。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いるが、これは法律に基づいて国が地方に
委託することになっており、残りが自治事務となっている。 

（塩川議員） 全部で約 600 項目あるのではないか。 
（片山議員） 相当整理されたが、必置規制など様々な国の関与がたくさんある。この整

理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いといけない。 
（牛尾議員） 何でそれにこだわっているのか。 
（片山議員） それぞれ各省は使命感があり、自分のところの行政をきちんとやりたいと。 
（塩川議員） これは地方でやればいいと、いろんな法律がでた。 
（片山議員） あとは通達でやるなり、補助金だ。 
（塩川議員） 中央の役人は結構なものだ。みんな地方でやれです。要領だけ渡して、こ

れでやれと。 
（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。 
（牛尾議員） 両方とも大変建設的な意見だ。前回より大変良い。 
（本間議員） 評価するとの意見があったが、私は、何十年も同じ話を聞いている感じが

して、スピード感のなさが非常に気に掛かる。「基本方針 2002」では、２～３兆円を
念頭に、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結論を出す
ことを前提に進んでいたはずだが、現時点で両大臣のペーパーを見ても、どこに収束
するかわからない状況だ。具体的には、文部科学省の義務教育費の国庫負担のうちの
5,000 億円を４年間でやることが試金石になりつつある。これを共済費長期給付､退
職手当等に限定した形でやるのか、一般的な形でやるのかは、今後の議論に決定的な
影響を与えるテーマだが、それについても見えてこない。 

   両大臣の資料を拝見すると、片山大臣の資料がより具体的と感じるが、早急に両者
の詰めが必要だ。地方分権改革推進会議にボールを投げる前に、今年どうするかとい
う問題、哲学の問題を固めないと、なかなか進まないのではないか。 

   いろいろ指摘があるが、私は、三位一体論は三方一両損だと基本的に思っている。
その考え方をより明確にする必要があるのではないか。三方一両損とは、補助事業を
所管する省庁、財務省、総務省が、今の財政状況を考え、それぞれ一両損をするが、
国全体の行政の効率化という点で前進するということを旗印に、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、プログラム化し
て、工程表をつくらないといけない。 

（塩川議員） 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いとい
けない。 

（本間議員） もちろん、そうだ。 
（塩川議員） これが重しになっている。これを放っておいたら同じだ。 
（本間議員） そのために、補助金を削る。 
（塩川議員） それを削るのが政治家だが、難しい。どうにもならない。 
（片山議員） やはり地方の自主性を増すことだ。三方一両損じゃない。地方分権を進め

るという大原則が必要だ。 
（本間議員） そのために、地方のとる部分と、効率化等で財源的な部分と。 
（片山議員） 効率化だけでは駄目だ。 
（牛尾議員） 地方分権の原則は必要だろう。 
（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。各省は言うことを聞か
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ない。やはり財務省が先頭に立って改革案を掲げないと駄目だ。 
（塩川議員） 今度も２％を強制的に削った。 
（片山議員） 義務教育費国庫負担金の 5,000 億円も退職手当と共済長期負担金以外は嫌

だと頑張っている。我々は給与費本体の縮減と言っている。本体は絶対嫌だと頑張っ
ている。 

（塩川議員） この諮問会議が嫌なものを集めてはどうか。 
（片山議員） スピードが遅いのは各省だ。 
（塩川議員） ここが司令塔になって。 
（竹中議員） 議論をまとめる。国と地方の役割分担を見直して、三位一体で進めること

には非常に強い合意がある。その際、行政全体をスリム化することと、国の関与を減
らすことは重要なポイント。ただ、本間議員の指摘のとおり、その具体的な芽出しと
いうか、入口をどうやるかについては、具体策がまだ見出されていない。 
次回の会議で、「予算編成の基本方針」の議論をするが、その中で引き続き御議論

いただきたい。 
（小泉議長） もう議論の段階ではない。予算編成も近い。この三位一体について、15

年度で芽を出すことでお願いします。 
（片山議員） 塩川大臣、頼みますよ。 
（塩川議員） その芽が少ししか見えない。出すのに大変です。 
（小泉議長） 大変だけれども、やってもらわないと。 
（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。本日はありがとうございました。 
  

  （以 上） 
 

 
 


