
平成 14 年第 39 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 39  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 12 月５日（木）17:32～19:04 

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 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 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 細田 博之 沖縄及び北方対策担当大臣 

同 石原 伸晃 行政改革担当大臣 

木村 義雄 厚生労働副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)14 年度補正予算 ・ 改革加速プログラムの骨子について 

(2)「改革と展望」の改定について 

(3)政策金融改革について 

(4)年金制度改革について 

(5)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○「産業発掘戦略－技術革新」４分野に関する戦略（福田議員提出資料） 

○改革加速プログラムの骨子 

○日本経済の構造問題と中期的な政策対応 －「改革と展望」の改定に向けて－
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○「改革と展望」の改定に向けて（有識者議員提出資料） 

○政策金融改革について 

○坂口臨時議員提出資料 

○年金制度改革について（塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第39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。 

今日はテーマが４つございます。まず第１は、14年度の補正予算・改革加速プ

ログラムにつきまして、その骨子について御説明をしたいと思っております。第

２点としましては、「改革と展望」を策定しなければいけないんですが、その論

点について御相談を申し上げたいと思います。第３点は、政策金融改革、今年１

年行ってきました議論につきまして、どのようにとりまとめるか案を出させてい

ただきたいと思います。第４に年金制度改革について、これは１つの議論のキッ

クオフをしたいというふうに思っております。 

なお、政策金融改革の議題に関しましては、大島大臣、細田大臣、石原大臣に

御参加をいただきます。また、年金制度改革の議題では、坂口大臣に御出席いた

だく予定だったのでありますが、今日は国会が延びているということでありまし

て、代わりに木村副大臣においでいただくことになっております。なお、牛尾議

員は風邪のため、本日は欠席されるとのことでございます。 

（小泉議長） 鬼のかく乱だな。 

（竹中議員） 今のも議事録に残しておいていただきたいと思います。 

議事に入ります前に、今年の「骨太」第２弾、「基本方針2002」におきまして、

策定するとされた１つの戦略がございます。これは環境・エネルギーと４分野の

市場化等を内容とする戦略でありまして、「『産業発掘戦略－技術革新』４分野

に関する戦略」という資料が提出されておりますので、官房長官から御報告をい

ただきます。 

（福田議員） それでは申し上げます。本年６月25日に閣議決定されました「経済財

政運営と構造改革に関する基本方針2002」において、「６つの戦略、30のアクシ

ョンプログラム」として「産業発掘戦略」、これは技術革新が拓く21世紀の新た

な需要」ということでありますが、これが盛り込まれ、関係本部・会議及び府省

は、環境・エネルギー、情報家電・ブロードバンド・ＩＴ、健康・バイオテクノ

ロジー、ナノテクノロジー・材料の４分野の技術開発、知的財産・標準化、市場

化等を内容とする戦略を策定いたしまして、内閣官房がこれをとりまとめること

とされております。 

これを受けまして、本年８月末に、民間有識者の参画を得まして、官民合同タ

スクフォースを設け議論を行ってきたところ、今般、各分野ごとの関係本部・会
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議等の議を経まして、各分野の戦略がお手元に配布したとおり策定されましたの

で、とりまとめ、御報告をしたいと思います。 

この戦略は、従来の技術開発戦略と異なり、まず技術開発サイドからではなく、

需要面から新たな社会のイメージを構築すること、それから、このような社会イ

メージを実現するための戦略的な目標を設定すること、また、目標を実現する上

での様々な課題とその克服のための方法を提示することを目標として作成された

ものであります。 

我が国が目指すべき社会のイメージは、経済成長、雇用の安定、生活の充実が

同時に達成されるとともに、国際社会を１歩も２歩もリードする競争力ある貿易

産業構造が形成された社会であるということであります。 

例えば、環境・エネルギー分野との関係では、製品の生産・流通・廃棄など産

業活動のあらゆる局面に環境・エネルギー配慮が組み込まれ、それが社会システ

ムとして自立的に回っていく社会が考えられると、こういうことであります。 

このような「目指すべき社会イメージ」に向かって４分野に関わる産業発掘を

進めていくに当たりまして、共通する政策課題、例えば、需要創出に向けた実証

事業・政府調達の戦略的活用、研究開発の公的支援の充実、実用化段階における

知的財産戦略・国際標準化の推進などにつきまして、官民に適切な役割分担を図

りつつ重点的に取り組んでいくことが重要となっております。 

以上が今般策定された戦略の概要でございます。戦略の全体版は官邸のホーム

ページに公表される予定でありますが、時間の関係もあるので報告は割愛し、お

配りした概要を後ほどごらんいただきたいと思います。 

今後この戦略の具体化に取り組んでいくことが重要であり、関係府省にはその

ための御努力をお願いしたいと考えております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。今回とりまとめられた４分野の戦略、これ

は思い起こしていただきたいんですが、技術のシーズがあるんだけれども、それ

がなかなか市場化できない、それについて専門家を含めて御議論いただいたもの

でございますので、関係府省の各施策において、具体化を急いでいただけるよう

お願いしたいと思います。 

また、本施策の実施状況をフォローアップしていくことが重要ではないかとい

うふうに思いますので、１年後とか期間を決めまして、１年後を目途に実施状況

についてとりまとめ報告していただきたいというふうに思います。 

（塩川議員） これは科学技術との関係はどうなんですか。予算要求とかそういう関

係はどうなるの、官房長官。 

（福田議員） 総合科学技術会議との関係は、十分調整をして横の連携をとりながら

……。 

（塩川議員） そこが窓口になるわけですね。個々の……。 

（片山議員） 予算は関係ない、ビジョンということだな。イメージ。 

（福田議員） これは考え方をこれで進めていくということで。 
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○14年度補正予算・改革加速プログラムの骨子について

（竹中議員） ということでお願いを申し上げます。 

それでは、今日はいろいろ目いっぱいでありますので、次に14年度の補正予算・

改革加速プログラムの骨子の議題に移りたいと思います。お手元の資料をごらん

いただきたいと思います。「改革加速プログラムの骨子」であります。 

このプログラムにつきましては、11月22日の総理の御指示を踏まえて、今般、

基本的な考え方を整理してみました。今後、このプログラムに基づいて14年度補

正予算が編成される予定であります。プログラムにおいては、構造改革の加速に

合わせて緊急に措置することが必要な施策及びデフレ抑制に直接的に資する施策

を厳選するつもりであります。 

具体的には、２ページ目以降の施策の概要にありますように、第１に「経済・

社会構造の変革に備えたセーフティ・ネットの構築」として、雇用対策の強化、

中小企業等対策の充実、創業・新規開業の支援等、少子・高齢化の進展に備えた

公平で安心な社会の確立に資すること。 

「２．構造改革推進型の公共投資の促進」として、都市再生及びこれを促進す

る都市機能高度化の推進、魅力ある都市と地方の再生に向けた基盤整備、環境問

題等緊急課題への対応といった施策を盛り込むつもりであります。 

プログラムについては、今後14年度補正予算の編成と併せて、全体の規模であ

りますとか、その経済効果を検討してまいりたいと思います。 

なお、「改革加速のための総合対応策」に盛り込まれた施策のうち、平成14年

度補正予算とは直接関係しない金融産業の再生、税制改革、証券・不動産市場の

活性化、規制改革等の施策については、引き続き迅速かつ着実に実施してまいり

ます。 

この議題につきまして何かございましたら、どうぞ御発言をいただきたいと思

います。後ほど補正予算につきましては、塩川大臣より御発言をいただくことに

なっております。この骨子につきまして、もし何かございましたらどうぞ。 

（塩川議員） 補正との関係はどのようになってくるのかな。よくこれを読んでみま

す。 

（竹中議員） 補正について、塩川大臣の方から特に御発言ございますでしょうか。

よろしいですか。 

（塩川議員） はい、結構です。 

（竹中議員） 補正についてはよろしいですか。 

（小泉議長） 今、折衝中じゃないの。 

（竹中議員） 平沼大臣。 

（平沼議員） 毎回私、申し上げていますけれども、国民の目に見える形でしっかり

と効果的にこれはやるべきだと思っていますし、また、米国の経済でありますと

か、イラクの問題等があって非常に先行き不透明です。ですから、そういったも

のに対処して、総理がいつも言っておられる、そういう場合には柔軟かつ大胆に
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しっかり対応していくことが必要になってくるのではないか、これを一言だけ申

し上げておきます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは今後、今の御意見等も踏まえて、

12日にプログラムをとりまとめる方向で、引き続き検討を続けたいと思います。

施策や事業の単なる羅列ではなく、国民に改革が加速しているとわかるような簡

潔な形でとりまとめていきたいと思っております。また、効果的な14年度補正予

算の編成に向けて積極的に対応をしていく必要があると思います。 

○「改革と展望」の改定について

（竹中議員） それでは、もう一つの次の議題でございますけれども、「改革と展望」

の改定を行わなければいけませんので、それに関するテーマに移らせていただき

たいと思います。 

お手元にいくつか資料がありますが、１つ大きなＡ３の資料がございますが、

これは今の問題点等々整理したものでございますので、後でごらんをいただきた

いと思います。 

今日御議論いただきたいポイントは主に３点であります。まず今後の成長率をど

のように見ていくかということ。第２に、デフレへの克服をどのように今後、政

策運営の中で位置づけていくかということ。それともう一つ、プライマリーバラ

ンスの赤字についてどのように考えるかということではないかと思います。 

まず実質成長率につきましては、今年度０％程度の成長を見込んでおりました

わけですが、０よりは少し高くなる。実体経済は現状予想より悪くなっているわ

けではないということになります。しかし来年度については、これが不確実性が

高まる中で、むしろ成長率そのものは緩やかになることを覚悟しなければいけな

いということではないかと思っております。 

難しくなっておりますのは名目成長率でありまして、実質成長率が増加してい

るわりには名目が増加しない、つまりデフレが深刻化しているということであり

ます。このデフレについては、2003年度でインフレ率がゼロになるという、克服

に向かっていくという姿が出ているんですが、どうも実態はそうもいかない可能

性がある。このデフレをどのように扱うか、どのようにつき合っていくかという

のが重要な問題であろうかと思います。 

もう一つは、プライマリーバランスの赤字でありますけれども、今年度は当初

はＧＤＰ比４％ぐらいというのを想定していたんですが、税収の落ち込み等々が

あってＧＤＰ比５％くらいになる。かつ、この財政赤字は、いわゆるＳＮＡベー

スでありますので、実際の支出が来年度にまたがってくる分はその分が反映され

ますので、来年度その赤字が拡大するというような姿になっております。10年後

ぐらいにプライマリーバランスを回復させるというシナリオを貫きたいわけであ

りますが、2010年をとってみますと、赤字幅は当初の予定よりは拡大しているだ

ろうという姿になるわけでございます。 

それで、議論すべきポイントですが、以下の点について、ぜひ御議論を賜りた
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いと思います。 

まず 初は、成長率、デフレでありますけれども、2003年度の成長率は低水準

になると見られる。これが第１のポイントであります。2004年度、2005年度につ

きましても、成長率は中期の当初の成長率を下回る可能性が高いと考えられる、

これが第２のポイントであります。第３のポイントとして御審議いただきたいの

は、集中調整期間は、2002年度、2003年度ぐらいを想定していたんですが、これ

を１年度延長して2004年度頃までとする必要があるのではないかという考えが浮

かび上がってまいります。これは不良債権処理の期間とも合致するんですが、こ

ういうふうに集中調整期間を延ばすことがよいかどうか、一方でこれを延長する

ことについては、これまでの経済運営との関係で整理が必要だという見方もあろ

うかと思います。 

次に、デフレの克服は集中調整期間後になる可能性が高いのではないかという

見方が出てまいります。こうしたのは一応のシナリオでありますけれども、さら

に改革を加速させて、相当の政策努力が必要になるのではないかというのが次の

ポイントでございます。 

そして、プライマリーバランスの問題でありますけれども、2002年度はまず税

収の減少等々から、これまでの見方に比べてＧＤＰ比で１ポイント程度プライマ

リーバランスが悪化するというふうに見なければいけないのではないかという点。

その後、更に改善努力を続けなければいけないという点。３番目でありますが、

2010年のプライマリーバランスの赤字については、これまでの参考試算に比べて

１％程度大きくなる。その黒字化は参考試算より２年程度遅れるということを覚

悟すべきではないか。これまで2011年頃と思っていたのが2013年ごろになる。た

だし、2010年代の前半というのは貫けるということであります。 

後に、収支改善の確実化、早期化に向けてさらにこれを加速していく、また

「改革と展望」の期間中に税制上の措置の必要についても判断をしなければいけ

ないのではないか。こうしたところが１つの論点になろうかと思います。 

少し数字の細かい説明も入りましたけれども、ぜひこの点につきまして御議論

をいただきたいと思います。 

なお、この点については、有識者議員からペーパーが出されております。先に

それをお願いいたします。 

（農林水産大臣・沖縄及び北方対策担当大臣・行政改革担当大臣 入室） 

（吉川議員） それでは私からお手元にあります「『改革と展望』の改定に向けて」、

民間議員の名前が書いてあるペーパーを御説明いたします。 

「改革と展望」、前回は今年の初め、１月につくったわけでありますが、それ

以降の経済の動きについては、先ほど竹中大臣がおっしゃったとおりです。実質

ＧＤＰの方は想定以上に成長している。とりあえず、ここまではそういう成長を

しているわけですが、しかしながらデフレが止まらない。それから経済の実態面

では、実質ＧＤＰはいいわけですが、雇用に問題がある。雇用については失業率

に代表されるように、雇用情勢が悪化している、こういう問題がございます。デ
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フレについては、この会議でも随分議論になりましたが、やはりデフレだと税収

も上がらないので財政再建をするにも非常に不利な状況になりますし、また不良

債権処理を進める上でもデフレというのは大変にマイナスの要因であります。現

状こうした問題がございます。 

こうした中でこの１年を振り返ってみますと、構造改革はそれぞれの分野でそ

れなりに進捗したわけでありますが、全体としては、デフレ・雇用という面をと

ってみると、まだ課題を残している。ここで「改革と展望」を改定するわけであ

りますが、政府の公式文書でありますから、様々な議論がなされると思います。

様々な議論がなされると思いますが、この改定に際して必要なことは、構造改革

を「より抜本的に、よりスピーディに、より国民にとって分かり易く」推進して

いくことだ、こういうことを我々は考えております。 

具体的に言えば、当面、それから来年度以降、後の述べますようなポイントが

ある。政府の政策ということも１つあるわけでありますが、そのほかに、日本経

済の動向、具体的には経済の成長率、あるいは財政のバランスというものは短期

的、中長期的に様々な外的な要因によっても影響を受ける。どういう要因によっ

てプラスになるのか、どういう要因によってマイナスになるのか、これはぜひと

も政府として整理をして政策運営に当たっていただきたい、こういうことであり

ます。 

そこで以下の説明では、まず当面といいますのは今年度中、あと３か月ぐらい

どういう問題があるか、これが１つ。それから来年度以降、「改革と展望」の期

間中に向けて中長期的にどういう要因が挙げられるかということで整理しており

ます。 

当面、今年度中ということでありますと、ペーパー「Ⅰ．当面」で整理してお

りますが、１ページ目の下の方に破線で大きく２つに分けております。破線より

上のものは、政府にできること、あるいは政府がやるべきこと、つまりは政策要

因、これを列挙しているわけであります。読み上げますと、まず第１に、経済活

性効果の高い15年度の税制改革を実現する。２番目「改革加速プログラム」（14

年度補正予算）を推進する。３番目、民間需要・雇用の拡大等を目指した規制改

革の推進、あるいはメリハリの効いた15年度予算の編成。４番目、不良債権処理

の加速を行う。５番目、思い切った金融緩和も推進する必要がある。 

以上が政策でありますが、そのほかにも外的な要因がある。今後３か月ぐらい

注意しなければいけない要因として、当然、米国と世界経済の動向というものが

ございます。また、為替レートの動向ということも重要であります。為替レート

は破線よりも下、外的要因というところに便宜上挙げてありますが、これは半分

は政策にも依存する要因であります。いずれにしても、為替レートの動向は目が

離せない。円安はデフレの克服に対してもプラスの効果がある。円高はマイナス。

当面は円安動向の方が望ましいということであります。次に、雇用情勢が、これ

は当然毎月注意してなければいけないわけで、とりわけ、ＧＤＰ500兆の６割が消

費でありますが、その消費が雇用動向によって大きな影響を受けるということで
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あります。 後に、株価等の資産価格についても、これは注意する必要がある。

以上が当面、来年３月ぐらいの話であります。 

Ⅱ.には来年度以降、中長期的にどういうことを考えなければいけないか挙げて

いる。「改革と展望」は中長期的な展望でありますから、その間にどういうこと

に注意しなければいけないか。また、「展望」で描いたシナリオに影響を与える

であろう要因を列挙しております。 

１つは、不良債権処理の加速。これは「当面」であると同時に、今後とりわけ

２年は大きな要因であるということは言うまでもありません。 

２番目に、持続可能な社会保障制度の確立。これは給付と負担のバランスがと

れた年金制度を16年度改革で是非とも実現する必要がある。年金というのは、消

費者の心理に大きな影響を与える。先ほども雇用情勢のところで申し上げました

が、繰り返しになりますが、消費は500兆円のＧＤＰの６割を占める 大の需要項

目でありますから、消費が健全に成長してくれなければ、経済の成長というのは

もともと非常に苦しくなるわけであります。 

３番目に、包括的かつ抜本的な税制改革ということを挙げております。15年度

の税制改革は包括的かつ抜本的な税制改革への第１弾であるということは、これ

は言わずもがなでありますが、そういうことを言った上で、16年度からの年金制

度改革に向けては、本日も議論されるわけでありますが、基礎年金の国庫負担２

分の１への引き上げ、これと税制の問題が当然問題になるでありましょう。また、

15年度の夏までに取りまとめる三位一体の地方財政改革も、ぜひともはっきりと

した見通しをつける必要がある。また、こうした改革は、消費税を含む抜本的な

税制改革全体の中で位置づけることが必要なのではないか。我々民間議員はその

ように考えております。 

その次の項目は、歳出改革の加速であります。 

時間もありますから、次の３ページ目の項目に移りますが、規制改革、特区創

設の加速。これは毎回この会議でも申し上げております。とりわけ需要の創出が

見込まれる医療、教育、福祉、農業などいわゆる“官製市場”の民間への開放と

いうことが重要なのではないかと言っております。 

その次の項目は、技術進歩・イノベーションの加速による競争力の強化。これ

は中長期的には経済の も重要な要因である。これは言うまでもないことであり

ます。先ほど官房長官から御説明のあった戦略を、是非ともペーパーから実現へ

向けて政府として取り組んでいただきたいということであります。 

後に、思い切った金融政策。デフレが問題であるということは初めにも申し

ました。デフレの現状を踏まえれば、政府と日銀が一体となって、その中で日本

銀行にも大きな役割を果たしていただく必要があるということを書いております。

まとめますと４ページ目の図のようになります。我々のペーパーでは来年３月

までの「当面」の問題、これは今年度中の問題、そこでは様々な不確定要素があ

って景気の下押し要因がある。それを政策で跳ね返したい、マイナス成長に陥ら

ないようにする。これはこの会議で以前にも我々御説明いたしました。 

8




平成 14 年第 39 回 議事録 

次に、「中長期」、来年度以降でありますが、構造改革を進めないと、やはり

民間需要主導の持続的な成長というのは生まれないだろう。ですから、右側の

2.5％程度の「改革と展望」で言っているようなシナリオを実現するためには、こ

の中に項目として挙げてあるような改革をきちんと進めて、ぜひとも民間需要主

導の持続的な成長を生み出す必要がある、こう思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。「改革と展望」の改定・見直しにつきまして、

どうぞ御意見がありましたらいただきたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 今、吉川議員からペーパーをプレゼンテーションしていただいたわけ

ですけれども、小泉内閣になりまして、予算編成のあり方、経済運営のあり方と

いうものが、従来とは違ったスタイルで行われ、その定型化というのが進んでき

たということは、私自身非常に前進したなと思っています。 

具体的には、この「改革と展望」を年初に発表して、その後で「基本方針」を、

今年でしたら「2002」、来年でしたら「2003」を６月あたりにつくり、そしてそ

れを受けて「予算の全体像」、「予算編成の基本方針」という形で１年の中をき

め細かく精査をしながら進んでいくということになっておるわけです。これが実

態ある形で効果を上げていくためには、さらにこのプロセスというものをきちん

と仕上げていくということが必要なんだろうと思います。 

具体的には、「改革と展望」という性格をどのようにより明示的に示して、国

民にアピールしていくか、ということだろうと思います。今のままですと、「改

革と展望」というのが自然体を前提に今後５年を見通しているのか、あるいは政

策対応、構造改革ということの実がどの程度この中に織り込まれているのか、さ

らには制度改革という形で、今、年金あるいは医療、介護、さらには税制改革、

歳出改革というようなものが織り込まれていかなければならないわけですが、そ

れが具体的にどのように反映されていくかということは必ずしも明らかではあり

ません。この辺のところをどのように諮問会議、あるいは各省庁の制度改革の議

論とリンクしながらステップ・バイ・ステップで進んでいくかということが、今

後重要になるのではないか。各省庁が実はバラバラに、「改革と展望」と余り強

くリンクさせずに議論をされているところがございます。 

例えば、税制改革のところでは、「税収中立」といった場合の期間のコンセプ

トと「改革と展望」の対象期間はどのようにオーバーラップをするのか。これは

まだ固まっておりませんけれども、関連をいたしております。来年度では年金の

改革の議論、恐らく再来年にはさらに医療制度改革の問題、こういうことが続い

ておりますので、もう一度、政府内部において、全体的な整合的な制度改革とい

うものを是非工夫していく必要性があるのではないかというのが、私の、この「改

革と展望」の吉川議員の説明に対する補足的なコメントであります。 

その上で、先ほどの補正予算、あるいは「改革加速プログラム」との関係でご

ざいますけれども、これはまた、13日に塩川大臣の方から御説明をいただくとい

うことになっておりますけれども、歳出改革では従来と比べてどうメリハリがつ
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いたのかということが必ずしも見えておりませんで、是非この辺のところを国民

にアピールするような形で中身を精査していただきたいと思います。その点で官

房長官からお話をいただきました科学技術の４分野等に対して、どういうように

補正予算を張りつけていくかというようなことも工夫をしていただければという

ぐあいに思います。 

その上で私、気になっておりますのは、「歳入欠陥」という言葉は、 近死語

になっておりますけれども、税収の予測値と現実値の乖離のことです。昔、私が

若いころに財政を学び始めて、制度の部分のところに関心を抱きましたときに、

福田主税局長の頃だったと思いますけれども、歳入欠陥が生じて、主税局長の首

をどうのこうのというような議論があったというほど、これは重要な問題であり

ます。もちろん構造改革等によって経済構造が変質したときに、ある程度予測値

と実際の値というものが変わってくるということはやむを得ないわけであります

けれども、推計の手法というものが一体どういうぐあいになっているのか。この

辺のところも是非説明して欲しい。将来の推計値について、立ち上げのところの

発射台が違うということだけで説明をして、国民の納得が得られるのかどうかと

いうふうな問題がある。さらには「改革と展望」の推計値と財務省の推計値の乖

離が一体どういう理由で起こっているのか。恐らく来年度も機械的試算という形

で「財政の中期展望」というものが出ようかと思いますけれども、両者の関係の

整合性をどうとるか。従来のやり方と新しいシステムとの間の関係というのをも

う一度きちんと精査をしていく必要性もあるのではないかと思いますので、是非、

この辺のところの精度の向上というものをお願いいたしたいと思います。 

後にもう一つ、この「改革と展望」の中では、実は歳出の部分のところ、例

えば公共投資を３％削るとか、社会保障はできるだけ極力抑えるというような歳

出改革に対するガイドラインの部分のところと、歳入の部分のところについては、

今申し上げたような予測値の部分がございます。ある意味では、財政全体に対す

る規律がこの「改革と展望」の中に織り込まれているわけでありますけれども、

その例示の仕方が、必ずしも小泉構造改革の中における明示的な位置づけが与え

られていないということも気になっております。この辺のところははっきり出す

のかどうか。これは「改革と展望」の性格づけを今後どのように諮問会議の場の

中でしていくかということにも関わっておるわけであります。是非もう一度この

「改革と展望」の位置付けを全体の中で精査していく作業というものを、もちろ

ん１月にこれを決めなければならない、実質的には13日の段階の中で相当枠組み

を決めなければならないという制約はあるわけでありますけれども、是非その辺

のところの検討をお願いいたしたいと思います。 

以上であります。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。片山大臣。 

（片山議員） 今の本間先生の「改革と展望」の性格づけにも絡むが、これは要は、

中期的な経済財政計画みたいなものでしょう。それを「改革と展望」という名で

やろうと言ったような記憶があるのですが、この性格をもう一遍考える必要があ
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るのではないでしょうか。するのか、なるのか、どうもこれは全部「見通し」で、

こうなるのではないかというような議論が中心ではないかという気がします。そ

れが１つ。 

それから、この「改革と展望」は毎年ローリングをしていくのですね。それか

らプライマリーバランスを確保するということは、「改革と展望」の大きな目標

だったのですか。新しく目標になったのですか。「改革と展望」の改定をやるな

ら、その位置付けをはっきりしないと国民はちょっと戸惑うのではないかと思う。

何だろうこれはということになる。そこの説明責任ということだね。 

（竹中議員） どうぞ平沼大臣。 

（平沼議員） 片山総務大臣が言われたように、御説明の中で１年ぐらい集中調整期

間というのを延ばすのは諸般の事情からやむを得ないと思うんですけれども、そ

のところところはきちんと国民に説明するようにしないといけないと思います。 

（竹中議員） 速水総裁。 

（速水議員） 日本銀行としましては、思い切った金融緩和を継続していくつもりで

おります。金融市場の円滑な機能を維持していくということと、安定性を確保し

ていくという両方で万全を期してまいりたいと思います。金融面から景気回復を

支援するというつもりでやってまいります。同時に、やはり成長が先にいかなけ

ればいけない。構造改革の推進、不良債権処理の加速、適切な財政運営をお願い

したいと思います。 

デフレの克服ですけれども、いつも申し上げますように、物価は経済活動の体

温でありまして、景気がよくなってから２、３年して物価は上がってくるという

のが普通の物価の上がり方でございます。構造改革や不良債権処理は短期的には

デフレ要因だと思います。日本経済の調整過程における物価の展望については、

ある程度物価下落が続く可能性はあると思います。日銀としましては、物価がマ

イナス基調から脱却できる状況を実現するために、中央銀行として 大限の努力

を続けてまいる次第です。 

それからもう一つだけ、為替レートのことをおっしゃるのは結構でございます

けれども、円安がいいんだというふうにとられると困ります。日本売りだという

ふうにとられますと国債価格が下がる可能性があり、影響が大きいですから、こ

の辺はちょっと慎重に行った方がいいと思います。為替が大切であることは事実

なんですけれども。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 私から実業界の現実をお願いしたいんですが、不良債権処理の問題で

す。これは大企業も中小企業もこぞって不良債権処理を具体的にどういう形でど

んな早さでやられるのかというのは、まだ全然目に見えないということで、いろ

いろ考え方に混乱があるものですから、これについては、是非早くこれについて

の指針といいますか、それは出していただきたいし、それを実行していかないと、

特に中小企業あたりでは相当な混乱状態というと変ですけれども、事細かい骨格

と実施のタイミング、これについてみんなが知ろうと思いながらなかなかわから
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ない。こういう実情が出ているということは事実でございます。 

（竹中議員） それでは若干整理をさせていただきますが、「改革と展望」というの

は、昨年は初めて出したときは、実は計画という形で出しました。それについて

反対意見もございまして、一応今の整理としては、この閣議決定によって当面の

経済運営に対する姿勢と施策を示すということになっていると思います。また、

そういった施策を達成した場合に、達成できる経済の見込みを示している。その

場合に想定される姿ということを示しているというのが現在の位置づけだと思い

ます。かつ、これをローリングするということは昨年に閣議決定しておりますの

で、そういう位置づけを与えられつつあるということかなと思います。ただ、そ

れにつきましては、もう一度整理した形で、次回にでもお諮りをしたいと思いま

す。また、物価下落が続く云々、それと集中調整期間を先に延ばすことはやむを

得ないと、そういったことは１つの見方として、是非踏まえさせていただきたい

と思います。 

後の不良債権のタイミング。これは不良債権処理をどのようなペースで進め

るかについては、非常にはっきりと示しているわけで、２年半でしかも５割、８

割のルールがあるわけですから、それについては非常にはっきりと示されている

んだと思います。そのときに分からないことがあるとすれば、銀行がどのような

行動をとって、信用残高がどうなっていくかということ。これはまだ分からない

問題でありますけれども、不良債権処理そのものについては、明確に従来以上に

示されているのではないかなと思っておりますので、この辺についてはもっと分

かりやすく示すように是非……。どうぞ。 

（平沼議員） 中小企業のお話がありました。今いろいろな基準だとかそういうこと

もとりまとめておりまして、例えば、私どもとしては、中小企業というのは非常

に多様で、そして個々それぞれ違うわけですから、そういう意味で第１段階です

けれども、各商工会議所等に相談の窓口を開設する。予算要求もして、とりあえ

ずは全国25か所ぐらいで、きめ細かくそこで相談を受けて、そしてそれをどうい

うふうに対応していくか、そういうことを今考えておりますので、その諸々は今

検討中ですから、これはなるべく早い時期に形がしっかり提示できるというふう

に思っております。 

（竹中議員） 引き続き、「改革と展望」につきましては、御指摘の点を踏まえて検

討していきたいと思います。 

○政策金融改革について

（竹中議員） それでは、各大臣お待たせいたしました。政策金融改革の議題に移り

たいと思います。政策金融改革については、10月７日の諮問会議でとりまとめま

した基本方針を踏まえまして、各省の御協力をいただきまして改革案を作成しま

したので、ごらんいただきたいと思います。 

簡単にその内容について説明いたしますと、まず、この改革案のポイントとし

ては、第１に政策金融機関、８つの機関については、国として必要な機能を厳選
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した上で、大胆に統合集約化を進めるということ。第２に、民間金融機能が正常

化することを前提に、将来的には政策金融機関の貸出残高の対ＧＤＰ比率の半減

を目指すということ。第３に、これらの改革は現下の厳しい経済情勢に鑑み、３

段階で進めるというものでございます。これがポイントでございます。 

今申し上げた３段階の具体的な内容でありますけれども、まず平成16年度末ま

での不良債権処理期間は、金融円滑化のため、政策金融を活用する。また民間人

も含め改革に意欲のある人材の登用など適材適所で経営責任者任用等可能な措置

を実施していく。さらに平成17年度から19年度までを、あるべき姿に移行するた

めの準備期間として位置づける。平成20年度以降速やかに新体制に移行するとい

うものでございます。これは改革案の概要でございます。是非この点につきまし

て御意見をいただきたいと思います。平沼大臣。 

（平沼議員） この３段階という言葉、今の現下の厳しい中小企業は、特にこういう

経済情勢、それから資金調達、こういったことを考えると、私はこの３段階とい

うのは妥当だと、こういうふうに思っています。 

ただ、非常に不安定要因がたくさんございますから、政策金融というのはしっ

かりと地に足をついたような形で、よく現場がわかっている人たちの英知を結集

しながら、この３段階の移行というものを慎重にきちんと考えていくということ

が必要だと思います。 

（竹中議員） 大島大臣どうぞ。 

（大島臨時議員） ３段階の進め方については、そのとおり、ある意味では非常にい

い選択じゃないかと思います。私ども先ほどのあるべき展望の中でちょっと指摘

されている農業の民営市場という御指摘をいただきました。平成20年にいよいよ

米もマーケットを見た自主的な調整段階に入る。まさに様々な法人あるいは農業

者、これが官製でない市場をにらんだ米政策に移行することを決定しました。 

大きな変革、改革のときに、個別具体的なお話で恐縮でございますが、農林公

庫の融資は、そういう意味で構造改革の推進に非常に重要な機能を果たしており

ますので、今後の組織統合集約化の御議論に当たっては、こうした機能が今後と

も踏まえられるよう配慮することが必要不可欠と考えておりますので、よろしく

お願いしたいと、このように思っております。 

（竹中議員） 細田大臣 

（細田臨時議員） 沖縄公庫の関係がございますので申し上げます。 

今回の政策金融改革については、この３段階の手順、その他中小企業に対する

目配りということも含まれており誠に適切であると受けとめております。 

所管する沖縄公庫につきましては、御承知のように各機関の機能を合体したよ

うな機能を有しておるわけですが、沖縄県における金融で非常に多くのシェア、

日本の平均の倍ほど占めておるという特別性があるんですが、沖縄特利制度のあ

り方と特定業種向け・産業振興目的の一般的な貸付制度のあり方の２点が検討課

題として特記されておるわけでございます。これらはいずれも沖縄公庫にとって、

また沖縄問題にとって重要な問題でありますので、御指摘を真摯に受けとめた上
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で、沖縄の金融の実情を十分に踏まえながら適切に対応してまいりたいと思って

おります。 

（竹中議員） 速水総裁。 

（速水議員） 政策金融につきましては、かねてから２つのことを申してまいりまし

た。１つは市場原理を活用して経済の活性化を図るということ。２つ目は実体経

済や金融システムの動向を踏まえて改革のスピードを検討して、早急にその工程

を明確にする必要があるということ。今回の改革の工程が出まして、５年後にな

るかと思いますが、19年度末までに対象分野の厳選、廃止、民営化を含む組織の

見直しを行うということであろうかと思います。 

今後、次の点を期待したいと思うんですが、１つは政策金融手法の見直し、そ

れから融資条件の適正化等です。実行すべきものは速やかに実行していく。具体

的に言えば、直接貸付から間接融資に切りかえ、債務保証等へ移行していくとい

った方向が好ましいと思います。また、あるべき姿への移行に向けた検討の場を

設けて、更なる改革の実現のための具体的な議論をするという必要があると思い

ます。 

なお、改革の過程で政策金融を活用する場合におきましても、あくまでも民業

の補完に徹するという構造改革の精神に徹すべきだろうと思っております。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 公営企業金融公庫は、ほかの７機関と違いまして、問題は融資ではな

く、調達です。地方団体の公営企業のために、一括調達を政府保証をつけて行っ

ているので、国から一銭の補助をいただいたわけでも何でもありません。何でそ

ういうことを行うかというと、政府保証をつけて資金の質と量を確保することな

のです。これは病院であり、地下鉄であり、バスであり、上下水道なのです。こ

れらの事業は、皆料金を高くできません。そういう意味で、良質の資金を一定額

確保するための資金調達機関で、他の金融機関とは違いますから、並べて考えて

いただきませんように。 

それから財政的には何も国に依存していませんから、政府保証をつけていただ

くということを担保できれば様々な対応があると思います。政府保証をつけて一

括で大きなロットで全地方団体でまとめて、それによって良質な資金を確保でき

るから料金を高くしなくても済むということです。十分御承知だと思いますけれ

ども、融資は問題ありません。よろしくお願いします。 

（平沼議員） 速水総裁の御意見は筋論として私は正しいと思います。しかし、実体

経済というのは今非常に厳しいわけですから、そういう意味でこの３段階という

のはぎりぎりところだと思いますし、また、検討機関を設けてというお話があり

ました。しかし、私はさっきあえて「地についた形で」ということを申し上げた

のは、実態をよく知っている人たちがこの動向を見ながらぴしっと方策を出して

いくということが、この３段階の中で私は大切だと思います。余り理想論だけで

これをやってしまうと、大変大きな禍根を後に残すことにつながるんじゃないか、

そういうふうに思っておりますので、私どもとしては、そのことをあえて申し上
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げさせていただきます。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） この政策金融の改革についてマスコミ等で事前に報道され、その報道

ぶりが、政策金融について後退したのではないか、先送りしたのではないかとい

う論調が目立っておるということは真剣に受けとめるべきテーマだろうと思いま

すし、関連省庁において、改革を３段階で進めることとし、不良債権集中処理期

間を設けたことに対して、ある種の安堵感があるということもまた事実だろうと

いうぐあいに思っております。その点で、もちろん政策金融の活用のあり方とい

うのは、これは暫定的には認めるものではありますけれども、この政策金融の有

り様、これが本当に我が国の構造改革にとってプラスかどうかという検証はきち

んとしていく必要性があるわけでありまして、我々としては、このペーパーが持

っている改革推進的な部分のところを、よりきちんと国民にアナウンスし説明を

していく必要性があるのではないかと考えております。 

この問題については、実は公的金融をより広い視野の中から再検討するべき大

きなテーマでありまして、実は入口ベースから出口ベース全体にかけて網羅をし

ていくというぐらいのことを、来年は検討の俎上にのせなければ、総理がせっか

くこの問題について問題提起をしていただいた精神が生かされないというぐあい

に考えます。ぜひ来年の検討課題として、使うべきものは使う、しかしきちんと

検討すべきものは検討するというスタンスをはっきりと打ち出していただきたい

というのが第１点であります。 

それからもう一つは不良債権の処理に、ある意味で寄っかかって、本来検討さ

れるべき機関の見直し等も含めて少しおざなりになっている部分があるのではな

いか。この辺のところについても、不良債権集中処理期間においても抜本的にこ

の問題について政府は取り組んでいるということを是非示していくということが

肝要な点ではないかというぐあいに考えております。 

（竹中議員） 吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 本間議員の繰り返しになるかもしれませんが、政策金融の問題という

のは、ある意味で短期と長期のあるべき姿のベクトルが逆方向を向いているよう

なところがある。不良債権処理の集中期間、この期間には政策金融に大いに役割

を果たしてもらうということも明確にした上で、将来のあるべき姿の検討自体は、

せっかくこういう工程表を明らかにしたわけですから、是非ともしかるべきとこ

ろで検討するべきなんではないか。そのこと自体は別に集中処理期間でやるべき

ことと全く矛盾しないんではないかというのが私たちの考え方です。 

（竹中議員） 石原大臣。 

（石原臨時議員） ただいま本間議員、吉川議員から御指摘がありましたように、や

はり政策金融自体が自ら行っている事務事業の見直しというものを不断なくやっ

ていっていただくということも、当面する２年間でも大変必要なことでございま

すので、参与会議の方でも、この点をしっかりとフォローアップしていきたいと

考えています。 
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このあるべき姿をどのように描いていくのかということですけれども、やはり

専門知識を持った方であり、かつ第三者であるということが肝要だと思います。

素人は避けるべきだと思っております。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは基本的にこの３段階論に

つきましては異論はないようでございますので、この案につきましては、この方

向で次回諮問会議として正式に決定できるように運びたいと思います。その上で、

実はこの中にも明示的に書かれておりませんけれども、我々が10月７日にとりま

とめました「基本方針」は、その意味では、いわゆる公益性の基準でありますと

か、金融のリスク要因でありますとか、非常に明確にあるべき姿を厳しく論じて

いるものでありまして、その精神を活かしながら、やはり改革の求心力が決して

衰えることのないような政策金融の改革論議というのを引き続きしていくという

ことではないかと思います。どうぞ。 

（片山議員） 第三者、民間の方が案を作るのは結構ですが、決めるのは経済財政諮

問会議がよいと思います。 

案を出していただいて経済財政諮問会議で決めることにしたらどうですか。そ

うした方がいいと思います。 

（平沼議員） 賛成。私の「地に足がついている」という意味はそこなんです。 

（竹中議員） したがって、今申し上げたのは、改革への求心力が衰えないように引

き続き議論はしていきましょうと、この案はこの案でとりまとめておいて、それ

の運びにつきましては少し御相談を引き続きさせていただきたいというふうに思

います。いずれにしましても、諮問会議でしっかりやっていこうという片山大臣

の御提案はしっかりと受けとめさせていただきたいと思います。 

それでは、この問題につきましては以上でございます。 

大島大臣、細田大臣、石原大臣どうもありがとうございました。 

（農林水産大臣・沖縄及び北方対策担当大臣・行政改革担当大臣 退室） 

○年金制度改革について

（竹中議員） それでは、後の時間を使いまして、年金制度改革の議論に移りたいと

思います。これまで諮問会議では数回に渡ってこの問題の議論を行ってまいりま

したが、今般、厚生労働省としての改革案が示されましたので、木村副大臣から

御報告をお願いいたします。 

（木村厚生労働副大臣） ただいま参議院の厚生委員会が２時間ほど少しもめまして

延びておりまして、今ちょうど採決にかかったぐらいだと思いますので、大変恐

縮ですが、大臣に代わりまして、私が御説明申し上げさせていただきます。 

お手元にあります「坂口臨時議員提出資料」という平成14年12月５日、この資

料に沿いまして御説明を申し上げます。 

まず 初の第１ページ目でございますが、次期年金制度の改正につきましては、

できるだけ多くの国民の方々の理解のもとに改革を進めていくことが重要でござ

います。そのためには早い段階で厚生労働省としての考え方を示しまして、国民
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的に十分に御議論をいただきながら改革を進める必要があるのではないかと考え

てまいりました。これまでの社会保障審議会年金部会やこの会議をはじめとする

各方面の議論を参考にいたしまして、今後の議論のたたき台となる年金改革の骨

格に関する方向性と論点をとりまとめ、本日、公表をいたしましたので、御報告

を申し上げる次第でございます。 

まず、平成16年の改革に挑みます５つの基本的な視点について整理をいたしま

した。１番目でございますが、今日、若い世代を中心として、年金制度に対し不

安感、不信感を持つ者が少なくございません。このような不安感、不信感を解消

することがまず必要であると思っております。そのためには、今までは５年ごと

に財政再計算をしてまいりましたが、頻繁に制度の改正を繰り返すのではなくて、

少子化等の社会経済の変化に柔軟に対応でき、恒久的に安定したものとすること

が必要であると、このように思いまして、将来の現役世代の保険料の負担がまた

過大にならないことも必要であると掲げてございます。 

そして年金制度は、保険料を納めてから給付を受けるまでが40年から50年とい

う大変長い期間の時間差があるわけでございまして、若いうちから、将来の給付

を少しでも実感することができるように、わかりやすい仕組み、あとで御説明申

し上げますけれども、ポイント制、こういうのも導入しながら御理解をいただく

仕組みをつくってまいりたいと思っております。さらに、少子化、女性の社会の

進出や働き方の多様化等の変化にも的確に対応することが必要となってございま

す。 

このような基本的な視点に立ちまして、改革を進めていくわけでございますけ

れども、前回の改正の際に規定されました基礎年金の国庫負担の割合の２分の１

への引き上げと、年金保険料の引き上げ凍結解除につきましては、特に取り組む

べき課題として位置づけてございます。 

次に２ページに移っていただきます。 

これは一番上に現行制度を書いてありまして、現行以外に３つの制度が考えら

れるわけでございますけれども、１つは基礎年金を税方式とする方法、２つ目が

公的年金の守備範囲を限定して定額年金のみとするということ、こういう考え方

が今まで主張されてきたわけでございますが、また３番目で特に近年、1999年の

スウェーデンの年金改革に見られるように、全国民一本化の所得比例年金に、低

所得者に一定水準の年金を保障する税財源による補足的給付を組み合わせる考え

方が大変注目を集めてきているわけでございます。 

しかしながら、まず基礎年金を税方式化する体系及び定額年金のみの体系につ

いては、それぞれ拠出の有無にかかわりない保障の是非、老後の所得保障の機能

が不十分ということでございまして、これは十分な議論を要する大きな問題があ

るわけでございます。また、全国民一本の所得比例年金と補足的給付を組み合わ

せる体系につきましても、我が国の現実に当てはめますと、自営業、サラリーマ

ンを通じた公平な負担のもととなります、いわゆる所得把握、昔はトウゴウサン

ピンとか、クロヨンとか申しましたけれども、所得把握の問題がありまして、引
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き続き十分な議論を要するものと考える次第でございます。 

これらのことから、「16年の改革の方向」といたしましては、現行の制度体系

を基本にし長期的に安定した制度となるような措置を講じていきたいと考えるわ

けでございますけれども、長期的な制度の体系のあり方といたしまして、全国民

一本の所得比例年金の導入を含めまして、今後さらに議論を進めてまいりたいと、

このように思っている次第でございます。 

３ページ目を開けていただきたいと思います。 

どのような体系を採用するにしても、少子化等の社会経済の変化に対応して、

給付と負担の見直しはどうしても必要となってまいります。この点の基本的な考

え方につきましては、今までの５年ごとの財政再計算の際に、給付と負担の両面

のあり方を見直してきた方式、これに対しまして、 終的な保険料水準を固定し、

その範囲内で給付を考えることを基本に給付を自動調整する仕組みを制度に組み

込むという新しい方式が注目されているわけでございます。いわゆる、今申しま

したスウェーデン方式のようなものでございます。 

まず、現在の給付水準を今後とも維持するという方式では、基礎年金の国庫負

担の割合を２分の１で考えた場合、現行の総報酬ベースで13.58となっている厚生

年金の保険料を23.1％まで引き上げることが必要となるわけでございます。今か

ら10％上げなければいけないということでございます。平成11年度の財政再計算

では19.8％までの引き上げで済む見通しとなっていたわけでございますが、少子

化等の影響により、３％ポイント分将来負担が重くなってきているわけでござい

ます。また、このような負担の増加を受け入れない場合には、保険料水準の見直

しをしながら、給付の内容や水準を見直すことが必要となるわけでございます。

保険料か給付か、給付と負担の見直しが必要となるということでございます。 

一方、現役の負担の限界に配慮するという観点から、 終的な保険料水準を固

定し、給付はその枠の中で自動調整をするという新しい考え方がスウェーデンの

年金改革において採用されましたので注目を集めているわけでございます。欧米

では、これまでの経験から、年収の20％が年金保険料負担の限界ではないかとい

う見方が大変強うございます。つまり20％を超えた欧州の国々では、政権交代が

行われているということでございます。 

こうしたことから負担を固定するという場合について、給付がどうなるかの試

算を行った結果、自動調整の方法によって 終的な給付の水準が変わりますが、

代表的な試算結果で御紹介すると、厚生年金の保険料率を今後段階的に引き上げ

まして20％に固定をいたしますと、現在の厚生年金のモデル年金の現役の手取り

賃金比は、現在の59％から2032年以降が52％に変化する、こういうことが書いて

ございます。 

４ページ目をお開きいただきたいと思います。 

今申し上げましたことを時系列であらわしました。また、どのような仕組みで

給付を自動調整するかを、そのイメージで考えたのが４ページの図でございます。

年金制度は、もう御承知かと思いますが、社会全体での世代間扶養を基本的な考
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え方に置いておりまして、その時々の現役世代が生み出す社会全体の所得や賃金

が年金制度を支える力となっているわけでございます。今後、我が国におきまし

ては労働力人口が減少していくことになりますが、これは一人一人の勤労者の所

得が増加するほどには社会全体の所得が増加しないということになるわけであり

ます。 

そこで、これが肝心なことでございますけれども、年金制度は、これまで一人

当たり賃金水準の上昇に応じまして賃金スライドを行ってまいりました。一人当

たりの賃金水準でこのスライドを行ってきたわけでありますが、これを年金制度

全体を支える力であります社会全体の所得や賃金の変動に応じてスライドするこ

とで、支え手の減少分を反映して給付の水準を自動調整することができるような

仕組みを取り入れようということでございます。今までは予測でスライドさせて

きたわけでございますが、これからは減少分の実績を反映したスライドをしてい

こうと、こういうことでございます。この方法では、将来に向けて賃金が上昇し、

年金の給付額も増加していく中で、給付の水準は緩やかに調整していくことにな

ります。 

この図を見ていきますと、上の方は一直線でこういうふうに上がっていくわけ

でございますが、下の方は、本来であれば、これを並行にするところでございま

すけれども、多少上がっていくのが緩やかになっているわけでございます。こう

いう方式を導入しようということでございます。そして少子化の克服に向けた

様々な努力がもし功を奏した場合には支え手の減少分が少なくなりますので、給

付の水準は改善をすると、こういう期待も少しは残っているわけでございます。 

５ページに移ります。 

５ページ目は、先ほど申しました若い方々に期待を持たせるようなポイント制

であります。言ってみれば、航空会社のマイレージサービスみたいなものを想像

していただければわかるわけでございます。今、自分がどんどん貯めていった場

合には、将来このぐらいはもらえるなという期待をこれでもってもらうという方

式でございます。この説明はそういうことでございます。 

それから６ページ目でございますけれども、将来世代に対しまして、保険料の

負担の引上げや給付水準の調整を求めることとする場合、併せて現在の年金受給

者の取り扱いが問題になるわけでございます。いわゆる世代間格差の問題でござ

いますが、議論の中では、世代間の公平の観点から、現在の年金受給者に対しま

しても一定の給付水準の調整を求めていくべきとの意見も多うございますが、年

金受給者の生活の安定への配慮も必要でございます。もちろん景気の観点からも

当然必要になるわけでございます。現在受給している年金の取り扱いは、このよ

うな点を十分に踏まえまして検討してまいりたいと思っております。 

また、少子化、女性の社会進出、就業形態の変化など、社会の変化に応じて年

金制度を見直していくことも当然必要なこととなってまいります。 

後のページは、年金改革の今後のスケジュールについての御説明でございま

す。この方向性と論点をもとにいたしまして、国民的な幅広い議論を展開してい
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きたいと、このように思っております。また年金制度の設計のいわゆる各論的な

事項につきましては、社会保障審議会年金部会におきまして議論を進めていきた

いと思っております。こうして来年の秋頃には、厚生労働省といたしまして、具

体的な年金制度の改革案をお示しできるように努力したいと考えており、また16

年の、再来年の通常国会の提出に向けまして、来年中には政府部内、また与党で

の調整を経まして、改革の成案を得る必要があるわけでございまして、引き続き

御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。この問題に関連しまして、塩川大臣からペ

ーパーが出ております。 

（塩川議員） 私の方から申し上げたいことは、１つは今回の改正が恒久的と言いま

せんけれども、相当長期間耐え得る改革でなければ、ますます年金から離れちゃ

うと思いますね。そういう意味において、十分に時間をかけるというよりも、さ

っきおっしゃっているように、厚生労働省の方でタウンミーティングで幅広く意

見を聞く、これはぜひやっておいていただきたいと思っております。私ども、税

のタウンミーティングをやって非常に参考になりました。やはり一般国民の声を

聞くということは非常に大事なことだと思います。その上で、このスケジュール

に従って原案を間違いなく出してもらいたいと思っております。 

その際に申し上げたいのは、根本的に社会保障は保険料に頼るのか、税金を中

心にするのかという、この根本の考え方ですね、医療保険でもそうでしょう。こ

こらをしっかりと議論してもらって、この経済財政諮問会議とも十分関係あると

思うんですが、この会議の意見を踏まえてもらいたいと思っております。そのた

めにも、この会議でできるだけ早く基本的な考え方をまとめていただけないでし

ょうか。それを受けて、社会保障審議会等にそういう考え方を反映してもらうと

いうふうにしてもらった方が一元的に話が進むだろうと思っております。 

それと、税に頼ることはできなくなってくるということになれば、どうしても、

さっきおっしゃったようにスウェーデン方式のようなものを考えていかざるを得

ない。それから医療の２段階方式の二重保険という方法も、これは医師会が嫌っ

ておりますけれども、何か考えなければ、これだけ高度医療が進み、そしてター

ミナル治療が進んできたら、医療保険の方もなかなか大変になると思うんです。

そうしますと、今度の年金の改正というものは、医療改革にもものすごい影響を

与えてくると思って、その点、私も年金の改正を非常に注目しておるところなん

です。是非ひとつそういう観点に立って考えていただきたいと思っております。 

それから、負担と実態の年金をもらっている人の世代間の不公平というのがあ

りますので、その１つが出ておるのが物価スライドの問題なんです。あれがどの

ように決着するにしても、こうなんだよということを国民に知っておいてもらわ

んと、当然のような格好で訳がわからんで解決しておったというのでは、政界だ

けの話にしてしまったら駄目だと思うので、その点、十分よろしくお願いしてお

きたいと思っております。 
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以上です。 

（竹中議員） それではまとめて後でお答えしていただくことにいたしまして、平沼

大臣お願いします。 

（平沼議員） 私は今回の改革、今御提示いただいた案というのは、年金制度への信

頼性を回復するため、将来にわたって持続可能な制度として国民の不安を解消す

るということは非常にいいことだと思っております。経済産業省の立場で言わせ

ていただくと、国際的な経済競争にさらされている、そういう企業にとっても過

剰な負担にならない、そういうことが前提として必要だと思います。また、今言

った観点から、これまで当初は厳しい経済予測のもとに保険料率の負担の上限を

20％に固定する、こういう案を私どもは提示をしたところでございまして、今回

そういった私どもの基本的な考え方もそこに織り込んでいただいているかなと、

そういうふうに思います。年金制度改革というは、我が国の経済でありますとか、

財政の行く末を左右するものであり、私はまさにこの場でしっかりと議論してい

くことが必要だと思っておりまして、私も関係省庁と連携をとりながら一生懸命

お役に立っていかなきゃいかん、こういうふうに思っております。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 二、三申し上げたいんですが、御説明の中で、第１に所得捕捉の格差

の問題、それから国民年金の空洞化問題というものに対応して、真の国民皆年金

というものがなければいかんわけですが、これについて国民全員の公平、公正な

負担で実現していくという視点がこれには全然書いていないわけであります。そ

れから基礎年金の財源問題ですね、これも書いてない。それからこれは財務大臣

と同じですが、15年度予算で法律どおり物価スライドを行うということは、これ

は世代間の公平につながる。こういうふうに問題点はあると思いますが、これは

今おっしゃられました次年度で変わるわけになるわけですか。 

（塩川議員） いや、経年度も入れてやっています。 

（奥田議員） 所得捕捉の格差の問題とかこういう話は、時々、年金を若い連中が全

然払わない、それで平気な顔をして払わないのは当然だ、もらえないから払えな

いとか、こういうようなものについては何かブレーキをかけて取っていかないと、

あのままでいけば払わん人ばかりがどんどん増えていってどうにもならないとい

う話になる。免許証とかパスポートとか、そういうようなもので補足していくと

いうやり方をしないと、ＮＨＫの視聴料じゃないけど、１軒１軒家を回って取り

に行くということはとてもできない話なんで、どこかでシステムをうまく考えて

取れる方式を考えた方がいいんじゃないか、そういう感じがするんです。 

（竹中議員） それでは副大臣どうぞ。 

（木村厚生労働副大臣） 今までは５年ごとに見直しをやっていたんですが、上位・

中位・低位推計とあって、大体中位ぐらいを期待をしていたら、いつも低位であ

って外れてしまった。それの５年ごとの繰り返しでございまして、その度に保険

料を上げてきたわけで、それが一番年金制度の不信を生み誤解を与えるようなこ

とにつながっていったのではないか。そういうことでございますので、大臣がお
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っしゃられましたように、今度作る制度は、５年ごとに財政再計算の見直しはし

ないでも済むような、長期的に恒久的に安定できる仕組みにしていこう、こうい

うことの観点から取り組んでいるわけでございます。 

それから医療の話も出ましたけれども、特に医療費の中では、公的な医療の部

分が非常に高い面もあるんです。ですから、今回は国立病院の独法化だとか、社

会保険病院の大幅な見直しとか、そういう公的な医療部分で、どうしてもお役人

の退職金というものが非常に高いので、ここは民間とイコールフッティングする

ことが必要だなというふうな感じでいるわけでございます。 

それから物価スライドでございますけれども、これは年金の生命維持装置なん

です。年金にとって一番恐いのはインフレなんです。インフレはどんどん進行し

て、年金が追いついていきませんと、これは受給者にとって大変な塗炭の苦しみ

でございます。今はデフレでございますから、デフレは追いつくのが遅いんです。

ですから、まだ非常に救われているところがあるんですが、ただし、これが結局

後の世代に払う部分を先に払っちゃうという面があるわけでございますから、物

価スライドは国民の皆様にその辺を理解してもらって、本当に一番恐いのはイン

フレなんだと、たまたま今のデフレは後追いなんで、皆さんにとっては後追いの

方が楽なんですよと、こういうことも理解していただきながら、やはりこれはど

うしても実行していく必要があるんじゃないか、このように思っています。 

それから、先ほどおっしゃいました20％の件でございますけれども、私自身の

個人的な思いでは、20％を超えたら困るので、できれば19.9％ぐらいにするのが

得策ではないか、このように思っている次第でございます。 

それから、今言った国民皆年金の問題で、やはり一番重要なのは収納の問題で

ございます。例えば国保というのは、今、90何％というのは、市町村に一生懸命

集めてもらいまして、足りない分は一般会計で補填しているんです。ですから、

相当収納率が高いんですが、国民年金の方になりますと、責任がないので70％ぐ

らいになっている。特に都会部ではもっともっと悪いようなところも出ているわ

けでございまして、この収納の問題というのが私は一番大切な問題なのかなと。

今後はこれをもっともっと社会保険庁とかからも督促いたしまして、収納の問題

等は本当に真剣に取り組んでいく必要がある。今後の年金や医療保険においても

大事な点だと思っています。 

それから財源の件、これはなかなか１省庁で判断できる話ではございませんで、

これは私よりもっともっと高度な政治判断が必要ではないか。これはもちろん政

権もかかっているわけでございますので、これは私はとてもとても、お話しさせ

ていただくことではございませんで、大体以上でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 年金制度に対する国民の不信感というのは、５年ごとに行われており

ます年金再計算が本当に信頼に足るものかどうかという根源的な部分があるわけ

です。その改定をするたびごとに数値が変わり、そして保険料の引き上げをして
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おるわけでありまして、例えば88年、所得代替率67％をどういう形で引き下げて

いくのか、これを今から考えますと、非常に楽観的な数字の中でやっていたわけ

で、こういう改定に対して、人口推計そのものの基礎データの開示から、その根

拠というものをはっきりさせていないんですね。 

そういう基本的なところから始めていくべきであり、しかもなおかつ保険料上

げろ、上げろと言いながら、プールされている年金の資金が20兆円を上回るよう

な状況になっている。20％までは大丈夫だから早く20％に近づけろというような

議論が出てまいりますと、国民の負担は積分値でありますので、どの時点で20％

に上げるかというタイミングの問題は極めて重要な問題になるわけです。早く集

めて、それをプールして、キャピタルロスを蒙って、また負担増を求めるという

ようなことが起こりますと、これは非常に大きな国民の不信を生んでしまいます

ので、これはぜひ改めていただきたい。情報の開示をきちんとしていただきたい

ということが第１点です。 

それからもう一つは、世代間の問題を言いながら、世代間の不公平に対する改

革に伴う実態。例えば、これは我々専門家は内部収益率というものを計算いたし

ます。自分が負担したものが、平均的に生きた場合に、生涯どれだけ自分のとこ

ろに返ってくるか。これは今の改定のテンポの中で大きな差を生み出しているわ

けですが、厚生労働省は国民は年金を支えるのが当たり前だからといって、ここ

の点の問題の存在を否定するような状況がずっと続いているわけです。この辺の

部分も、やはりきちんと情報を開示した上で判断を求めていく。そうでないとモ

ラルハザードが起こって、不徴収の問題が深刻化をしているということが、現実

に国民の反乱として起こっているわけであります。ぜひこの辺のところについて

も、きちんと情報を開示して、国民の判断を仰ぐというスタンスを確立をしてい

ただきたいというのが第２点であります。 

それからもう一つは、資料では３方式を並列しておりますけれども、気持ちの

上では基礎年金を税方式とする体系というのを暗黙のうちに強く推奨をされてお

り、ある意味では財務省に対し、国庫負担というものを増やすようなシナリオに

なっておるわけですが、果たしてそのシナリオだけで十分なのかどうか。持続可

能性も含めて幅広く国民にモデルを提示して、選択をするというスタンスがない

といけない。例えば、資料には「十分な議論が必要」、「引き続き十分に議論」

というような形である種のオーダーリングは出ておるわけでありまして、ある意

味では初めからやらないということを前提にしながら議論をしているという危険

性すらあるわけであります。是非この辺のところはきちんとした御議論をいただ

きたいと思いますし、財務省等との調整を通じて、税と社会保険料の組み合わせ

ということも、是非もう一段精密な形で問題提起をしていただくということが、

できるだけ早く必要になってくるのではないかというのが、私の今の感想であり

ます。 

（竹中議員） 副大臣。 

（木村厚生労働副大臣） 情報の開示につきましては、努力をしてまいりたいと、こ
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のように思っています。 

それから、御指摘のように、５年ごとの再計算が予測を外れていましたので、

予測が外れると急に上げ幅が一気に５年ごとにポンポン上がってきた。そこはこ

れからなだらかな曲線にして、20％とか19％とかそういう方向になるようにする。

直ちにおっしゃるように20％を来年からとか再来年からとか、そんなことは毛頭

考えておりません。これは４ページの図を見ていただければおわかりになるだろ

うと、このように思っているような次第でございます。 

それから、２ページのことでございますけれども、現行が１つあって、新しい

のが３つございますけれども、この基礎年金を暗黙にこれにしろというようなこ

とは全く考えておりません。もちろん、この中の１つの選択肢でありますけれど

も、むしろ重点は他の方にあるのではないかと、このように思っているような次

第でございます。先ほどから説明の論点は、どちらかというと、私自身個人的に

は、基礎年金ではなくて３番目の方のスウェーデンの例の方に力を入れさせてい

ただいているようなことでございます。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 基礎年金の国庫負担２分の１は、みんな、そうなるべきだ、そうなる

と思っています。そこで、いろいろな案を出しても国が負担せよという議論が主

力になります。そういうことの中で、それでは増税できるかというと、できない

でしょう。今の財政は呑み込めるかというと、呑み込めますか。そこのところを

どうやって国民にきちんと議論してもらうかというのは絶対あると思います。 

それと20％というのは、みんな納得しますか。保険料の上限が20％というお話

だったけれども、政権交代しては困りますからね。けれども、国民的な納得が得

られるのだろうか。国民というか、特に雇用主の皆さんや経営者の皆さんに対し

て、そこのところの問いかけが、議論してもらって決めるといっても、そう簡単

にいくのだろうかという気がします。すぐ国が負担せよと言うわけでしょう。２

分の１は当然だということになる。 

（木村厚生労働副大臣） 先ほど言いましたように、税財源の問題は１省庁で答えら

れるようなことではございませんから、それは御理解いただけると思います。 

それから20％という話が出ましたけれども、欧米主要国はもう20％を超えちゃ

っているんです。せめて、ここは今は13.58でございますけれども、できるだけ緩

やかにしていって、それで20％にならないようにしたいなと。ここの気持ちをぜ

ひ忖度していただければと、このように思っているような次第でございます。 

（本間議員） 枯渇する年金のプールが一番逼迫するときに、１年余りの剰余を抱え

るような形で保険料計算をしているという問題。これは非常に重要でありまして、

ピーク時には赤字になっても、別な時の黒字で積分値として相殺できれば、それ

で十分安定的な年金制度というものは構築できるわけでありまして、それを全部

事前に抱えるというようなスタンスは、今大きな曲がり角に来ているのではない

かという気がいたします。 

（木村厚生労働副大臣） 今申しましたように、急激な変化をさせなくて、できるだ
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けなだらかな線でこれから進めていくことが一番重要じゃないかと思っておりま

す。今までは５年ごとに階段を上がるようにして上がってきたわけでありますが、

それが緩やかなカーブにしていくということの中でどうやっていくかということ

が新しい制度の一番のポイントになると思います。 

（片山議員） 生活を質素にするという癖をつけなければだめです。あらゆることを

低成長の中でやっていくと……。 

（奥田議員） 総理の前では言えないから、誰も言わないから私が言いますけど、消

費税というのが頭にあるんじゃないですか。 

（片山議員） その議論も必要です。 

（木村厚生労働副大臣） 私の頭の中には全くございません。 

（小泉議長） 年金にしても、医療にしても、介護にしてもね、税か保険かというわ

けではないんですよ、折衷なんですよ。税も保険も両方、どうやってこの割合を

考えていくか。どっちかという議論をよく国会でやるけど、そんなのはない。適

当に組み合わすしかないんです。税も、年金というのは必要だからというときに

は、将来２分の１、どういう税でやるのか、税でなきゃできないということは、

国民にわかりやすいように説明というのも必要だよ。２分の１が当たり前になっ

ているけどね。今は３分の１だな。消費税がいいのか、ほかの税がいいのかとい

うことになるよ。消費税は反対、そうしたら年金は出来ませんよ。そういう議論

も必要だよ。 

（片山議員） そういう議論をしなければだめです。それが重要です。国民の理解を

得ないといけない。 

（塩川議員） 実態を知らしめるということが一番大事なんですよ。 

（片山議員） 負担はしたくない。金を出せ。 

（塩川議員） 皆もらうところだけしか考えていない。 

（小泉議長） 今もらっている年代は高度成長の世代。給料は上がる、法人税収は上

がる、負担する人ばっかり多い、もらう人が少なかったからいいけど、これから

は逆だからね。もらう人は多くなる。負担する人が少なくなる。ある程度上がる

のはやむを得ないんだな。 

（塩川議員） 奥田さんのおっしゃるペナルティーは必要ですね。絶対必要ですよ。 

（竹中議員） ありがとうございました。昨年、この諮問会議で医療制度のことを議

論しまして、それが改革の案の中に取り込まれるという経緯がございます。今回

の改革案は、これから１年間、国民的に議論していく上での大変重要なキックオ

フでありますので、今日はありがとうございました。諮問会議においても節目節

目で議論をしていきたいと思っております。総理どうぞ。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。「改革加速プログラム」の基本的考

え方に従って、今後さらに検討を進めていただきたいと思います。 

また、この「改革と展望」の決定に向けては、さっき片山大臣からもお話があ

った意見も踏まえて、どういう方向に進めればいいか、さらに議論が必要だと思

っています。 
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政策金融については当面は必要だと。必要ばっかりいっちゃうと将来のあるべ

き改革がなくなっちゃうんです。だから、当面は必要でも、将来はあるべき改革

に進まなきゃいかん。去年は自民党に言ったって、一指も触れちゃいかんと言っ

たんだよ。改革の議論さえもいかん、見直しの議論さえもいかんということでき

たんだよ。だから進んでいるんだよ。 

見直しは必要だし、確かに実務を知らない人は困るというけども、実務を知っ

ている人は事務次官経験者とは限らないからね。そこをよく考えないとね。みん

な役所の事務次官は必ず理事長、総裁になると思ったら大間違い。本当に実務を

知った、趣旨に合った人をトップに持っていくというのも大事ですから、その点

も含めて議論しなきゃいかんと思います。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 

（以 上） 
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