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平成 14 年第 39 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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－ 
○ 「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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
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（竹中議員） 議事に入る前に、６月に決定された「基本方針 2002」において策定すると

された環境・エネルギーと４分野の市場化等を内容とする戦略を「『産業発掘戦略－
技術革新』４分野に関する戦略」として資料提出されているので、福田官房長官から
報告をお願いします。 

（福田議員） ６月 25 日に閣議決定された「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」に、技術革新が拓く 21 世紀の新たな需要ということで「産
業発掘戦略」が盛り込まれた。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、私的財産・
標準化、市場化等を内容とする戦略を内閣官房がとりまとめることとされた。本年８
月末に、民間有識者の参画を得て、官民合同タスクフォースを設け議論を行ってきた
が、今般、各分野の関係本部・会議等の議を経てとりまとめたので報告したい。 

   この戦略は、従来の技術開発戦略と異なり、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。 
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。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いうこと。 

   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
るに当たり、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
化の推進などについて、官民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。 

   以上が戦略の概要だが、今後は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努力をお願いしたい。 

（竹中議員） 技術シーズはあるが、それがなかなか市場化できないということについて、
専門家も含めて議論いただいたのが今回の４分野の戦略です。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。 

   また、本施策の実施状況のフォローアップが重要であり、期間を決めまして、例え
ば、１年後を目途に実施状況のとりまとめ報告をしていただきたい。 

（塩川議員） 総合科学技術会議との関係や予算要求との関係はどうなっているのか。 
（福田議員） 総合科学技術会議との関係は、十分調整をして連携をとりながら行う。考

え方はこれで進めていくということ。 
 
○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） 資料の「改革加速プログラムの骨子」を説明する。 
   11 月 22 日の総理指示を踏まえ、基本的な考え方を整理した。今後、このプログラ

ムに基づき 14 年度補正予算が編成される予定である。プログラムでは、構造改革の
加速に合わせて緊急に措置する必要がある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。 

   具体的には、２ページ目以降の施策の概要にあるように、「１．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
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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。また、「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す。 

   また、今後 14 年度補正予算の編成と併せて、プログラムの全体規模や経済効果を
検討していきたい。 

   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、
規制改革等の施策は、引き続き迅速かつ着実に実施したい。 

（塩川議員） 補正との関係もあるので、よく検討してみる。 
（平沼議員） 国民の目に見える形で、効果的にやるべきだと思う。また、米国経済やイ

ラク情勢等があって先行きは不透明だ。そういったものに対処するには、総理がいつ
も仰るように、柔軟かつ大胆にしっかり対応していくことが必要。 

（竹中議員） 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。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ことがわかるよう簡潔な形
でとりまとめたい。また、効果的な 14 年度補正予算の編成に向けて積極的な対応を
していく必要がある。 

  
○「改革と展望」の改定について 
（竹中議員） 大きなＡ３の資料があるが、これは今の日本経済の構造的な問題点等を整

理したものなので、後でごらんいただきたい。 
今日議論いただきたいポイントは主に３点ある。まず今後の成長率をどのように見

ていくか。第２に、デフレへの克服を今後の政策運営の中でどう位置づけるか。第３
に、プライマリーバランスの赤字をどう考えるかだ。 

   まず実質成長率については、今年度０％程度の成長を見込んでいたが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。しかし来年度につ
いては、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思っている。難しいのは名目成長率で、実質成長率が増加してい
るわりには名目成長率が増加しない、つまりデフレが深刻化しているということ。こ
のデフレをどのように扱うかが重要な問題。 

   もう一つは、財政赤字。今年度は税収の落ち込み等々があり、当初はＧＤＰ比４％
ぐらいを想定していたが、今年度も来年度も大変厳しいと思われる。一方、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くにはどうするか。 

   議論すべきポイントとしては次のとおり。 
   まず、成長率、デフレだが、2003 年度の成長率は当初の想定より緩やかになると見

られる。そして、2004 年度、2005 年度も、成長率は当初想定の成長率を下回る可能
性が高い。そこで、審議いただきたいのは、集中調整期間は、2002 年度、2003 年度
ぐらいを想定したが、これを１年程度延長して 2004 年度頃までとする必要があるの
ではないかということ。これは不良債権処理の期間とも合致する。このように集中調
整期間を延ばすことがよいかどうか、これまでの経済運営との関係をどう整理するの
かという見方もあるかも知れない。 

   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、というこ
と。これは一応のシナリオだが、さらに改革を加速させ、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だ。 

   次に、プライマリーバランスの問題だが、2002 年度はまず税収の減少等から、これ
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までの見方に比べてＧＤＰ比のプライマリーバランスが悪化すると見なければなら
ないのではないか。その後、更に改善努力を続けなけばならないということ。そして、
2010 年のプライマリーバランスの赤字は、これまでの参考試算より大きくなるので、
その黒字化は参考試算より２年程度遅れることを覚悟すべきではないか。2010 年代
の前半には黒字になるということだ。 

   最後に、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。こうしたところが論点になろうかと思う。ぜひこれらについて議論をいた
だきたい。 

（吉川議員） 提出資料を説明したい。 
   今年１月に策定された「改革と展望」以降の経済の動きは、実質ＧＤＰの方は想定

以上に成長しているが、デフレが止まらない。経済の実態面では、実質ＧＤＰはいい
が、雇用に問題があり失業率に代表されるように雇用情勢が悪化している。デフレに
ついては、この会議でも随分議論になったが、デフレだと税収も上がらず、財政再建
にも不利な状況になり、不良債権処理を進める上でも大変なマイナスの要因である。 

   この１年を振り返ると、構造改革はそれぞれの分野でそれなりに進捗したが、全体
として、デフレ、雇用という面では課題を残している。「改革と展望」の改定では、
様々な議論がなされると思うが、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。 

   その際、日本経済の動向、具体的には経済成長率や財政のプライマリーバランスは、
短期的、中長期的な様々な外的要因によって影響を受ける。どういう要因によってプ
ラスやマイナスになるかを整理して政策運営に当たっていただきたい。 

   資料１ページの下段には、「当面」として今年度中の問題を整理した。破線で２つ
に分けているが、破線より上は政府にできること、あるいは政府がやるべきことを列
挙している。経済活性化効果の高い 15 年度の税制改革を実現、「改革加速プログラム」
（14 年度補正予算）の推進、民間需要・雇用の拡大等を目指した規制改革の推進、
メリハリの効いた 15 年度予算の編成、不良債権処理の加速、思い切った金融緩和の
推進、が挙げられる。その他に、今後３か月ぐらい注意しなければならない外的要因
として、米国等世界経済の動向、そして、為替レートの動向が重要である。為替レー
トは半分は政策にも依存する要因である。いずれにしても、為替レートの動向は目が
離せない。円安はデフレ克服に対してもプラス効果があり、円高はマイナス。当面は
円安動向が望ましい。雇用情勢は当然注意しなければならない。ＧＤＰ500 兆円の６
割が消費で、消費は雇用動向によって大きな影響を受ける。また、株価等の資産価格
の動向も当然注意する必要がある。 

   Ⅱは中長期的な展望である「改革と展望」を改訂する際に注意すべきことは何か、
ということで、展望で描いたシナリオに影響を与えるであろう、来年度以降の中長期
の要因を列挙している。 

   １つは、不良債権処理の加速。「当面」と同時に、今後とりわけ２年は大きな要因
だ。 

  ２つ目は、持続可能な社会保障制度の確立。給付と負担のバランスがとれた年金制
度を 16 年度改革で是非実現する必要がある。年金は消費者心理に大きな影響を与え
る。繰り返しになるが、消費は500 兆円のＧＤＰの６割を占める最大の需要項目であ
り、消費が健全に成長しなければ、経済の成長は非常に難しい。 

   ３つ目は、包括的かつ抜本的な税制改革。15 年度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。16 年度の年金制度改革での基礎年金の国庫負担２分の１
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への引き上げと税制の問題が当然関連してくる。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はっきりとした見通しをつける必要がある。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ではないか
と考えている。 

   ４つ目は、歳出改革の加速。 
５つ目は、規制改革、特区創設の加速。とりわけ需要創出が見込まれる医療、教育、

福祉、農業等のいわゆる“官製市場”の民間開放が重要ではないか。 
   ６つ目は、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

には最も重要な要因。先ほど官房長官から説明のあった戦略を、是非とも実現するよ
う取り組んで欲しい。 

   最後に、思い切った金融政策。デフレの現状を踏まえ、政府と日銀が一体となって、
特に日本銀行は大きな役割を果たしていく必要がある。 

   ４ページに図がある。来年３月までの「当面」は、様々な不確定要素があり、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。「中長期」、来年度以降では、構造改革を進めないと民間需要主導の持続的な成長
は生まれない。右側の 2.5％程度の「改革と展望」で言っているシナリオを実現する
には、この中に項目で挙げているような改革をきちんと進め、民間需要主導の持続的
な成長を生み出す必要がある。 

（本間議員） 小泉内閣になって、予算編成のあり方、経済運営のあり方が、従来とは異
なったスタイルで行われ、その定型化が進んできたことは、非常に前進したと考えて
いる。 

   具体的には、「改革と展望」を年初に発表し、６月に「基本方針」を策定し、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年間をきめ細かく精
査をしながら進んでいくことになっており、この効果を上げるためには、さらにこの
プロセスをきちんと仕上げていくことが必要。 

   そのためには、「改革と展望」の性格を明示し、国民にアピールしていくことだ。
現状では、「改革と展望」が自然体で今後の５年間を見通しているのか、あるいは政
策対応、構造改革の果実がどの程度織り込まれているか、さらには制度改革として、
年金、医療、介護、税制改革、歳出改革などが織り込まれなければならないが、それ
がどのように反映されているか、が必ずしも明らかではない。そこをどのように諮問
会議や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
いくかが重要。各省庁の取組みはバラバラで、「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ある。 

   例えば、税制改革では、「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するのか。また、来年度の年金制度改
革の議論や、恐らく再来年には医療制度改革の問題が続くので、もう一度、政府内部
において、全体的、整合的な制度改革を実施するような工夫が必要だと思う。 

   補正予算については、13 日の諮問会議で塩川大臣から説明いただくことになってい
るが、歳出改革では従来と比べてどうメリハリがついたかが必ずしも見えてないので、
是非、国民にアピールするよう中身の精査をしていただきたい。官房長官から説明の
あった科学技術の４分野等も、補正予算で反映する工夫をしていただければと思う。 

   それから、「歳入欠陥」という言葉、これは最近死語になっているが、以前は、税
収の予測値と現実値の乖離による歳入欠陥が生じると、主税局長の責任論がでるほど
の重要な問題だった。もちろん構造改革等によって経済構造が変質したとき、予測値
と現実値にズレが生じるのはやむを得ないが、推計の手法は一体どうなっているのか。
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将来の推計値について発射台が違うという説明だけで、国民の納得が得られるのか。
さらに「改革と展望」の推計値と財務省の推計値の違いはどういう理由によるものか。
恐らく来年度も機械的試算という形で「財政の中期展望」が出ると思うが、両者の整
合性を考える必要がある。従来のやり方と新しいシステムとの関係も、もう一度精査
する必要がある。是非、推計手法の精度の向上をお願いしたい。 

   「改革と展望」の歳出では、例えば公共投資を３％削るとか、社会保障部分を極力
抑えるという歳出改革に対するガイドラインの部分があるが、歳入は、今申し上げた
ような予測値の部分がある。ある意味では、財政全体に対する規律が「改革と展望」
の中に織り込まれているが、その例示の仕方が、必ずしも小泉構造改革の中において
明示的になっていない。この辺をはっきり出すのかどうか。これは「改革と展望」の
性格づけをどう諮問会議の場でしていくかにも関わる。「改革と展望」の全体の中で
の位置付けを、もう一度、検討する必要がある。 

（片山議員） 「改革と展望」の性格づけにも絡むが、「改革と展望」は中期的な経済財
政計画みたいなものだろう。この性格をもう一度考える必要があるのではないか。ど
うも今のままでは「見通し」だ。こうするでなく、こうなるのではないかという議論
が中心という気がする。 

   それから、この「改革と展望」は毎年ローリングするのか。また、プライマリーバ
ランスの確保は、「改革と展望」の大きな目標だったか、新しく目標になったのか。
このような位置づけをはっきりさせるべきだ。「改革と展望」の改定をやるなら、こ
れらをはっきりさせないと国民は戸惑う。 

（平沼議員） １年ぐらい集中調整期間を延長するのは諸般の事情からやむを得ないが、
片山大臣が言われたように、それをきちんと国民に説明しないといけない。 

（速水総裁） 日本銀行としては、思い切った金融緩和を継続していくつもりだ。金融市
場の円滑な機能を維持していくことと、安定性を確保していくという両方で万全を期
したい。金融面から景気回復を支援するつもりでやっていく。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。 

   デフレの克服だが、何度も申しているが、物価は経済活動の体温であり、景気がよ
くなって２～３年後に物価は上がるのが普通の物価の上がり方。構造改革や不良債権
処理は短期的にはデフレ要因。日本経済の調整過程においては、ある程度物価下落が
続く可能性はあると思うが、日銀としては、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、中央銀行として最大限の努力を続ける。 

   それから、為替レートの議論は市場に影響を及ぼす可能性もあるので慎重に行なう
必要がある。為替レートが大切なのは事実だが。 

（奥田議員） 実業界から見ると、大企業も中小企業も不良債権処理を具体的にどういう
形で、どんな早さで行なうのか全然見えない。早くこれについての指針等を出してい
ただきたい。特に中小企業では混乱があり、事細かい骨格と実施のタイミングを知ろ
うと思いながらもなかなかわからない。これが実情だ。 

（竹中議員） 整理する。「改革と展望」は、当初、計画として出したが、いろんな理由
もあって、現在の整理としては、閣議決定によって当面の経済運営に対する姿勢と施
策を示すことになっている。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、想定される姿を示しているのが現在の位置づけだ。かつ、これをローリ
ングすることは閣議決定しており、そういう位置づけを与えられつつあると思う。た
だ、もう一度整理した上で、次回にでもお諮りをしたい。また、物価下落が続くこと
などから、集中調整期間の延長はやむを得ないといったことは、１つの見方として、
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ぜひ踏まえさせていただきたい。 
   最後の不良債権のタイミング。不良債権処理のペースは、はっきりと示しており、

２年半でしかも５割、８割のルールがある。分らないことがあるとすれば、銀行がど
のような行動をとり、信用残高がどうなっていくかだが、不良債権処理そのものは、
従来以上に明確に示されているのではないかと思っており、さらに分りやすくなるよ
う努力する。 

（平沼議員） 中小企業の話があった。現在、基準などについてとりまとめているが、中
小企業は非常に多様で、個々それぞれ違う。その意味で第１段階では、各商工会議所
等に相談窓口を開設する。予算要求もしており、とりあえずは全国 25 か所ぐらいで、
きめ細かく相談を受けて、どのように対応していくか考えているところ。なるべく早
い時期に形がしっかり提示できると思う。 

（竹中議員） 引き続き、「改革と展望」については、ご指摘の点を踏まえ検討していき
たい。 

 
○政策金融改革について 
（竹中議員） 10 月７日の諮問会議でとりまとめた基本方針を踏まえ、各省の御協力をい

ただき改革案を作成した。 
   改革案のポイントとしては、第１に政策金融８機関については、国として必要な機

能を厳選した上で、大胆に統合集約化を進める。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。
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。 

    ３段階の具体的な内容だが、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。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する。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。ぜひこの点につきまして御意見をいただきたい。平沼大臣。 

（平沼議員） 現下、中小企業は厳しく、特に経済情勢、資金調達等を考えると、３段階
は妥当だ。不安定要因がたくさんあり、政策金融はしっかりと地に足をついた形で、
現場がわかっている人たちの英知を結集しながら、３段階の移行を慎重に考えるべき。 

（大島臨時議員） ３段階の進め方については、ある意味では非常にいい選択だと思う。
平成 20 年に米もマーケットをみた自主的な調整段階に入る。様々な法人、農業者が
官製でない市場をにらむ米政策に移行することを決定した。個別具体論だが、農林公
庫の融資は構造改革の推進に非常に重要な機能を果たしている。今後の組織統合集約
化の議論に当たって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
不可欠だ。 

（細田臨時議員） 沖縄公庫の関係で、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も含まれており誠に適切である。沖縄公庫は、各
機関を合体した機能を有しているが、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る特別性がある。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いる。これ
らはいずれも沖縄公庫、沖縄問題にとって重要な問題であり、指摘を真摯に受けとめ、
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。 

（速水議員） 政策金融について、２つ申し上げてきた。１つは市場原理を活用して経済
の活性化を図る。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、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
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出て、５年後の 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が、次の点を期待したい。１つは政策金融手法の見直し、
そして融資条件の適正化等。実行すべきものは速やかに実行する。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ことが好ましい。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
議論をする必要がある。改革の過程で政策金融を活用する場合も、あくまでも民業補
完に徹するという構造改革の精神に徹すべきだ。 

（片山議員） 公営企業金融公庫は、ほかの７機関と違い、融資でなくて調達が問題。地
方団体の公営企業のため、政府保証をつけて資金を一括調達しており、国からの補助
はない。政府保証をつけて資金の質と量を確保する。病院、地下鉄、バス、上下水道
などの事業は、料金を高くできないため、良質の資金を一定額確保するための資金調
達機関であり、他の機関と並べて考えないで欲しい。財政的には国に頼らず、政府保
証が担保できればいろんな対応がある。政府保証をつけて一括で大きなロットで全地
方団体でまとめる、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
済んでいる。 

（平沼議員） 速水総裁の意見は筋論として正しいが、実体経済は非常に厳しく、この３
段階がぎりぎりのところだ。検討機関を設けてという話も、私があえて「地についた
形で」と申し上げたのは、実態をよく知っている人たちが動向を見ながら方策を出し
ていくことが大切だということ。理想論だけだと、大変大きな禍根を後に残す。 

（本間議員） 政策金融の改革についての報道ぶりが、政策金融について後退、先送りし
たのではないかという論調が目立っている。真剣に受けとめるべきだし、改革の実施
を３段階とし、不良債権集中処理期間を設けたことに対して、関連省庁においてある
種の安堵感があることも事実だろう。政策金融の活用は暫定的に認めるが、政策金融
のあり方が本当に我が国の構造改革にとってプラスかという検証をしていく必要性
がある。このペーパーが持っている改革推進的な部分を、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。 

   この問題については、公的金融についてより広い視野の中から再検討をするべきで、
来年は入口ベースのところから出口ベース全体にかけて網羅していくぐらいのこと
を検討の俎上にのせないと、せっかく総理が問題提起をした精神が活かされない。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。 

   もう一つ、不良債権の処理に寄りかかって、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。この辺も、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ことを是非とも示すべき。 

（吉川議員） 政策金融の問題では、短期と長期のあるべき姿のベクトルが逆方向を向い
ているところもある。しかし、不良債権集中処理期間には政策金融に大いに役割を果
たしてもらうことも明確にした上で、工程表を明らかにしたわけだから、将来のある
べき姿の検討自体はしかるべきところでするべき。そのこと自体は別に集中処理期間
でやることと矛盾しない。 

（石原臨時議員） 政策金融自体が自ら行っている事務事業の見直しを不断なく行うこと
は、当面の２年間でも必要だ。参与会議の方でも、この点をフォロ－アップしていき
たい。あるべき姿をどのように描いていくのかについては、専門知識を持った方で、
かつ第三者が行うということが肝要だ。 

（竹中議員） 基本的にこの３段階論については異論はないようなので、この案について
は、この方向で次回の諮問会議として正式に決定できるよう運びたい。この中には明
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示的に書かれていないが、10 月７日にとりまとめた「基本方針」では、いわゆる公
益性の基準、金融のリスク要因を挙げ、明確にあるべき姿を厳しく論じている。その
精神を活かしながら、やはり改革の求心力が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行いたい。 

（片山議員） 第三者、民間の方が案を作るのはいいが、決めるのは経済財政諮問会議が
よい。案を出してもらって経済財政諮問会議で決めることにしたらどうか。 

（平沼議員） 賛成。「地に足がついている」という意味はそういうことだ。 
（竹中議員） 改革への求心力が衰えないように引き続き議論する。この案はこの案でと

りまとめ、その運びについては少し相談を引き続いてさせていただきたい。諮問会議
でしっかりやるという、片山大臣の提案はしっかりと受けとめたい。 

   （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） これまで諮問会議で数回議論を行ったが、今般、厚生労働省の改革案が示

されたので、木村副大臣から報告頂く。 
（木村厚生労働副大臣） 資料に沿って説明する。 
   まず１ページ。次期年金制度改正について、できるだけ多くの国民の理解のもと改

革を進めることが重要。それで、早い段階で厚生労働省としての考え方を示した。社
会保障審議会年金部会や諮問会議をはじめ、各方面の議論を参考に、今後のたたき台
となる年金改革の骨格の方向性と論点をとりまとめ、本日公表したので報告する。 

   まず、平成 16 年の改革の基本的な視点について。①若い世代を中心とした年金制
度への不安感、不信感を解消する。そのため、頻繁に制度の改正を繰り返すのではな
く、②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。また、③将来の現役世代の保険料の負担が過大にならないよう配慮するこ
とが必要。 

   年金制度は、保険料を納め始めてから給付を受けるまで約 40 年という大変長い時
間差があるので、④若いうちから将来の給付を実感できるようわかりやすい仕組み、
ポイント制といった仕組みをつくっていきたい。⑤少子化、女性の社会の進出、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。 

   前回の改正の際に規定された基礎年金の国庫負担の割合の２分の１への引き上げ、
年金保険料の引き上げ凍結解除については、特に取り組むべき課題として位置づけた。 

   次に２ページ。一番上は現行制度。現行以外に３つの制度が考えられる。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
するという考え方、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、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。 
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は、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問題がある。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いても、現実的には、いわゆる
所得把握、トウゴウサンピンとか、クロヨン問題があり、引き続き十分な議論を要す
る。 

   「平成 16 年の改革の方向」としては、現行の制度体系を基本に長期的に安定した
制度となるよう措置を講じたい。長期的な制度の体系は、全国民一本の所得比例年金
の導入を含め、今後さらに議論を進めたい。 

   ３ページ目。どのような体系を採用しても、少子化等に対応し、給付と負担の見直
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しは必要。この点の基本的な考え方は、今までの５年ごとの財政再計算の見直しに合
わせ、給付と負担を見直す方式に対し、最終的な保険料水準を固定し、その範囲内で
給付を自動調整する仕組みを制度に組み込む新しい方式が注目されている。いわゆる
スウェーデン方式。 

   まず、現在の給付水準を今後とも維持する方式は、基礎年金の国庫負担の割合を２
分の１としても、厚生年金の保険料を 23.1％まで引き上げることが必要。今から 10％
上げることになる。平成 11 年度の財政再計算では 19.8％で済む見通しとなっていた
が、少子化等の影響で３％ポイント分将来負担が重くなっている。このような負担の
増加を受け入れない場合、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。 

   一方、現役の負担の限界に配慮する観点から、最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考え方が注目を集めている。欧米では、年収の 20％が
年金保険料負担の限界だとの見方が大変強い。だから 20％でいってはどうか。 

   負担を固定した場合の給付の試算結果は、自動調整の方法により給付水準は変わる
が、代表的な試算結果によると、保険料率を今後 20％に固定すると、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。 

   ４ページ目。今の話を時系列にした。給付の自動調整のイメージ。年金制度は、社
会全体での世代間扶養を目的とする。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。今後、労働力人口が減少していくが、この結果、個々
の勤労者の所得が増加するほどに社会全体の所得が増加しないことになる。 

   肝心なこととして、年金制度は、一人当たりの賃金水準で賃金スライドを行ってき
たが、これを社会全体の所得や賃金の変動に応じてスライドさせることで、支え手の
減少と給付の水準を自動調整すること。今までは予測でスライドさせたが、これから
は減少分の実績でスライドをする。この方法は、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は、給付の水準を緩やかに調整することとなる。 

   図で見ると、上の一直線に、本来であれば並行に下の線が来るところが、多少上が
りが緩やかになる。そして少子化の克服がもし功を奏したら、支え手の減少分が少な
くなり、給付の水準は改善するとの期待もある。 

   ５ページ。先ほど申し上げた若い人に期待をもたせるポイント制について。航空会
社のマイレージサービスみたいなもの。将来このぐらいはもらえるという期待をこれ
でもってもらう方式。 

   ６ページ。将来世代に対し、保険料負担の引上げや給付水準の調整を求める場合、
併せて現在の年金受給者の取り扱いが問題。いわゆる世代間格差の問題。世代間の公
平の観点から、現在の年金受給者にも一定の給付水準の調整を求めていくべきとの意
見も多いが、年金受給者の生活の安定への配慮、景気への配慮が当然必要。 
少子化、女性の社会進出、就業形態の変化などの変化に応じて年金制度を見直すこ

とも必要。 
   最後のページ、年金改革の今後のスケジュールの説明。この方向性と論点をもとに、

国民的な幅広い議論を展開したい。制度の各論については、社会保障審議会年金部会
において議論を進めていきたい。こうして来年の秋には、厚生労働省として、改革案
を提出し、平成 16 年の通常国会への法案提出に向け、来年中には政府部内、与党で
の調整を行っていきたい。 

（塩川議員） １つは今回の改正が、相当長期間耐え得る改革でなければ、国民は年金か
らますます離れてしまう。十分に時間をかけるよりも、タウンミーティング等で幅広
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く意見を聞いていただきたい。財務省も、税のタウンミーティングをやり非常に参考
になった。一般国民の声を聞くことは非常に重要。その上で、このスケジュールに従
い原案を出してもらいたい。 

   その際、保険料方式か、税金方式かとの根本の考え方をしっかりと議論し、経済財
政諮問会議の意見を踏まえてもらいたい。そのためにも、諮問会議でできるだけ早く
基本的な考え方をまとめてもらいたい。それを受け、社会保障審議会等に考え方を反
映してやってもらう方が一元的に話が進むと思う。 

   それと、税に頼ることができないなら、どうしてもスウェーデン方式を考えざるを
得ない。医療の２段階方式の二重保険も、医師会が嫌っているが、これだけ高度医療、
ターミナル治療が進んでくると、医療保険の方も大変になる。今度の年金の改革は、
医療改革にも多大な影響を与えてくると思うので、私も年金の改革を非常に注目して
いる。是非そういう観点で考えていただきたい。 

   世代間の不公平に関する物価スライドの問題についても、こういうことだというこ
とを国民に知っておいてもらわないと、訳がわからないうちに解決していたというの
では駄目だと思う。その点、よろしくお願いしたい。 

（平沼議員） 提示いただいた案は、年金制度への信頼性を回復し、持続可能な制度とし
て国民の不安を解消することにとって非常にいいことだと思う。経済産業省の立場で
言うと、国際的な経済競争にさらされている企業にとって過剰な負担にならないこと
が前提として必要だ。今言った観点から、保険料率の負担の上限を 20％に固定する案
を私どもで提示していたところ、今回その点が織り込んでいただいた。年金制度改革
は、我が国の経済、財政の行く末を左右するもので、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う。 

（奥田議員） 二、三申し上げたい。所得捕捉の格差の問題、それから国民年金の空洞化
問題に対応して、国民全員の公平、公正な負担で真の国民皆保険を実現していくとい
う視点が全然書かれていない。そして、基礎年金の財源問題も書かれていない。また、
財務大臣と同じ意見で、15 年度予算で法律どおり物価スライドを行うことは、世代間
の公平につながる。 
所得捕捉の格差の問題は、年金を若い人が全然払わない、払わないのは当然だ、も

らえないから払えないというようなものについて、何かブレーキをかけていかないと
いけない。このままでは払わない人ばかりがどんどん増えていってしまう。免許証や
パスポートの発行時に補足するとか、何かうまくとれるシステムを考えた方がいいの
ではないか。 

（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。出生率について、上
位・中位・低位推計と作り、中位推計を基に年金計算してきたところ、いつも低位推
計とあって外れてしまった。それの５年ごとの繰り返しで、その度に保険料を上げて
きた。それが一番年金制度の不信を生み誤解を与えることにつながってきた。今回は、
長期的、恒久的に安定した仕組みにしたいと考えている。 

   医療の話で、特に医療費の中では公的な医療が非常に高い面もある。国立病院の独
法化、社会保険病院の大幅な見直しなど、民間とのイコールフッティングを図ること
が必要だ。 

   物価スライドは、年金の生命維持装置。年金にとって一番恐いのはインフレ。今は
デフレなので、非常に救われているが、これは結局後の世代に払う部分を先に払って
いるということ。国民にその辺を理解してもらって、やはりこれはどうしても実行し
ていく必要があるのではないかと思っている。 

   年金保険料率 20％の件は、個人的には 20％を超えると困るので、19.9％ぐらいで
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いけないかと思っている。 
   国民皆年金の問題で、一番重要なのは収納の問題。国保は今、90 数％は市町村に集

めてもらい、足りない分は一般会計で補填している。しかし、国民年金は、70％ぐら
いになっている。特に都会部はもっと低いところもある。今後、もっと社会保険庁等
からも督促し、収納の問題は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。 

   それから、財源は、なかなか１省庁で判断できる話ではない。もっと高度な判断が
必要ではないか。したがって、私からは申し上げることはない。 

（本間議員） 年金制度に対する国民の不信感は、５年ごとの年金再計算が本当に信頼に
足るものかという根源的なもの。その改定をするたびに数値が変わり、保険料の引き
上げが行われる。例えば 88 年、現役世代への将来給付は賃金に対し 67％。それをさ
らにどう引き下げるかと、今から考えると非常に楽観的な数字でやっていた。こうい
う改定については、人口推計そのものの基礎データの開示がなく、根拠がはっきりし
ていない。こうした基本的なところから始めていくべき。 
しかも、保険料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

回る状況になっている。早く上げろ、20％までは大丈夫だから早く 20％に近づけろ、
という議論については、国民の負担は積分値なので、どの時点で 20％に上げるかとい
う問題は極めて重要。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ことが起こると、非常に大きな国民の不信を生んでしまうの
で、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。 

   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。
自分が負担したものが生涯どれだけ返ってくるかについて、大きな差を生んでいると
いうことについては、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、
その存在を否定し続けている。この部分も、きちんと情報を開示し、国民に判断を求
める必要がある。さもないと、モラルハザードが起こり、更に不徴収が深刻化すると
いうことが、現実に国民の反乱として起こっている。 

   もう一つ、資料では３方式を並列しながら、気持ちの上では基礎年金を税方式とす
る体系を暗黙のうちに強く推奨されており、ある意味、国庫負担を増やすシナリオに
なっているが、果たしてそのシナリオだけで十分なのか。持続可能性も含めて幅広く
国民にモデルを提示し、選択をするスタンスが必要だ。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順序付けは出ているわ
けで、ある意味では初めから議論しないことを前提に議論をしている危険性すらある。
この点、きちんとした議論をして欲しい。また、財務省等との調整を通じ、税と社会
保険料の組み合わせについても、もう一段精密な形で問題提起をしていただきたい。 

（木村厚生労働副大臣） 情報の開示につきましては努力していきたい。 
   それから、再計算が予測を外れ、上げ幅が５年ごとにポンポン上がってきた。これ

からは、なだらかな曲線にし、20％や 19％になる方向にする。直ちに 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いない。４ページ目を見て欲しい。 

   ２ページ、年金制度体系については、新しいものが３つあるが、基礎年金を暗黙に
これにしろということは全く考えていない。もちろん、１つの選択肢だが、むしろ重
点は他にあると考えている。個人的には、３番目のスウェーデンの例に力を入れてい
る。 

（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
っている。そこで、いろいろ案を出しても国が負担せよという議論になる。では、増
税できるかというとできない。そこのところを、どうやって国民にきちんと議論して
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もらうかが重要だ。 
   また、保険料率20％は、皆納得するか。保険料の上限が20％というお話だったが、

国民的な納得が得られるか。特に雇用主、経営者の納得が簡単に得られるのだろうか。
国民は、国が負担してくれ、２分の１は当然だとなる。 

（木村厚生労働副大臣） 先ほど言ったように、税財源の問題は１省庁では答えられるよ
うなことではないので御理解頂きたい。 

   保険料率については、欧米主要国は既に 20％を超えている。日本は 13.58％だ。で
きるだけ保険料率の上昇を緩やかにしたいという気持ちを分かって欲しい。 

（本間議員） 枯渇する年金のプールが一番逼迫するときでも、１年余りの剰余を抱える
形で保険料計算をしている問題がある。ピーク時に赤字でも、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は構築できるのであって、それを
全部事前に抱えるというスタンスは、今や大きな曲がり角に来ていると思う。 

（木村厚生労働副大臣） 急激な変化をさせずに、できるだけなだらかな線で進めること
が一番重要だと思っている。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。それを緩やかなカーブにしていく、そ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う。 

（奥田議員） 誰も言わないから言うが、消費税が頭にあるのではないか。 
（片山議員） その議論も必要だ。 
（木村厚生労働副大臣） 私の頭の中には全くない。 
（小泉議長） 年金にしても、医療にしても、介護にしても、税か保険かと言うが、折衷

だ。税も保険も両方、どうやってこの割合を考えるか。どっちかという議論をよく国
会でやるが、そんなことはない。適当に組み合わせをするしかない。年金は必要だか
らいうとき、将来、国庫負担２分の１をどういう税でやるのか、税でなければならな
いという国民にわかりやすい説明も必要だ。国庫負担２分の１が当たり前になってい
る。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。消費税が反対なら、
年金の議論は出来ない。そういう議論も必要だ。 

（片山議員） そういう議論をしなければ駄目だ。国民に分かってもらわないといけない。 
（塩川議員） 実態を知らしめることが一番大事。 
（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、

負担する人ばかりが多く、もらう人が少なかったが、これからは逆だ。もらう人は多
くなる。負担する人は少なくなる。ある程度上がるのはやむを得ない。 

（塩川議員） 奥田議員の言っている国民年金の滞納者に対するペナルティ－は必要だ。
絶対必要。 

（竹中議員） ありがとうございました。昨年、諮問会議で医療制度のことを議論し、そ
れが改革の案に取り込まれた。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。諮問会議においても節目節目で議論をしていきた
い。 

（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
に従い、今後さらに検討を進めていただきたい。 

   この「改革と展望」の決定に向けては、片山大臣から話があった点も踏まえ、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う。 
 政策金融については当面は必要だが、必要ばかりいうと将来のあるべき改革がなく
なる。当面は必要でも、将来はあるべき改革に進まなければいけない。去年、党は一
指も触れてはいけない、改革の議論さえだめ、見直しの議論さえだめということだっ
た。だから、改革は進んでいる。 



 

 14

   確かに実務を知らない人は困るというが、実務を知っている人は事務次官経験者と
は限らない。そこをよく考えないといけない。みんな役所の事務次官は必ず理事長、
総裁になると思うのは大間違い。本当に実務を知った、改革の趣旨に合った人をトッ
プに持っていくことが大事だから、その点も含め議論しなければいけない。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 
 

（以 上） 


