
平成 15 年第 7回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 7回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年４月１日(火) 17：30～19:10 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣・金融担当大臣 

同    片山 虎之助 総務大臣 

同    平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 福井 俊彦 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 坂口 力 厚生労働大臣 

       水口 弘一 地方分権改革推進会議議長代理 

    貝塚 啓明 社会保障審議会会長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 国と地方のあり方の改革に向けて 

(2) 社会保障制度改革（特に年金制度改革）について 

(3) イラク情勢も踏まえた当面の経済財政及び金融面での運営について 

(4) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○ 三位一体の改革の進め方について（片山議員提出資料） 

○ 地方の自立のための改革について（塩川議員提出資料） 

○ 国と地方のあるべき姿の実現に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 年金制度改革に関する論点整理（有識者議員提出資料） 
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○ 	 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７回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。 

○国と地方のあり方の改革に向けて

（竹中議員） 今日の議題ですが、国と地方のあり方及び社会保障、特に年金制度改

革です。また後ほど時間がありましたら、イラク情勢を踏まえた当面の経済運営

についても議論させていただきたいと思います。 

なお、国と地方に関しましては、地方分権改革推進会議の水口議長代理にお越

しいただいております。また、社会保障は、後ほど坂口大臣、それと社会保障審

議会の貝塚会長にも御参加をいただきます。なお、片山大臣は、今日、所用で途

中御退席だというふうに伺っております。 

内閣府の経済社会総合研究所の所長として香西所長が今日付けで赴任をされま

した。香西先生、よろしくお願い申し上げます。日本を代表するマクロ経済学者

として、またこの場で意見をお聞かせいただきたいと思っております。 

それでは、国と地方のあり方の方から議論をさせていただきます。「基本方針

2002」で、本年６月を目途に国庫補助負担金、交付税、それと税源移譲を含む税

源配分のあり方、いわゆる三位一体の改革案をまとめる。工程表を作るというこ

とにしております。是非ともそれに向けて建設的な御意見を賜りたいと思います。

まず、片山大臣からお願い申し上げます。 

（片山議員） お手元に「三位一体改革の進め方について」というペーパーがござい

ますので、それに基づいて説明をさせていただきます。 

まず１ページは、「基本的な考え方」と書いてございます。いろいろと書いて

おりますが、まず、この三位一体の改革ということは、国・地方を通ずる行財政

改革の一環としての意味は大変大きいと思いますけれども、同時に、総理がいつ

も言われる「地方にできることは地方に委ねる」と。この地方重視、地方分権を

進める、地方自治を尊重するという観点がもう一つある訳です。合理化して効率

化して行政整理すればいいというだけではない。地方を強くする。「地方にでき

ることは地方に委ねる」。こういう観点が重要であるということを一番 初の○

で書いております。 

そういうことから言うと、３つ目にある「税源移譲等による地方税の拡充規模」

が、三位一体改革ではポイントになる。それをやれば、真ん中の２つ目の○にあ

りますように、地方の歳入構造は地方税中心になる。国の補助負担金や地方交付

税に依存する比率が減りますから、当然、自立的な財政運営を営むことができる。

現在、不交付団体は、都道府県が東京都だけ。市町村は104 。特別区23。これは

ちょっと別なんですけれども、この特別区を入れなければ105 です。特別区を入

れて128 。こういうことでございまして、地方団体は、3,300 弱ありますから、

如何に不交付団体が少ないか。何故少ないかというのは税源移譲が仕事に比べて

不十分だから、こういう見方が一つできると思います。 

それから一番下の○は、地方税を拡充する、税源移譲を行った場合に、例えば、

東京や大阪は増える、鳥取や島根はなかなか増えない。それは地域の経済力に格

差がありますから、税収に格差が出てくるのは当然ですけれども、その場合には、
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やはり財源を均てんする、財政調整をする方途を考える必要がある。具体的には、

国庫補助負担金を一律でなく、財政力のあるところは割り落とす。例えば、全体

が２分の１補助でも、東京都や大阪については、場合によっては３分の１、４分

の１にする。また、地方譲与税というのがありますけれども、この譲与の比率を

変える。さらに法人事業税は全国の事業所に関係ありますから分割する、その分

割基準を見直す。そういう方法で対応できるということをそこに書いております。

それから２つ目は、国・地方の役割分担と地方財源保障の必要性ですが、我が

国の行政の仕組みは、釈迦に説法ですけれども、国が法令等によって制度を決め

て、地方がそれを実施する。国と地方が一体となって内政を推進しております。

だから、国・地方の行政を完全に切り離して、国は国、地方は地方でということ

には我が国の場合にはならない。アメリカなどとは少しそこは違う。例えば、経

済対策でも、公共事業をやり、単独事業をやって景気回復のための需要喚起を行

っている。ずっと今までも。したがって、道路では何兆円とか、単独事業が国の

５か年計画に全部入っています。もともとは公共投資基本計画。アメリカに言わ

れて630兆円に決めましたが、あの中にも全部単独事業が入っています。単独事業

は、地方が勝手にやっているのではない。それから社会保障などまさにそうです

ね。年金と医療の一部を除くと、医療も国保と地方共済がそうですけれども、あ

との社会保障というのは全部地方がやっているんですよ。それから教育はもちろ

んそうですね。補助が出ているのは義務教育中心ですけれども、高等学校は、経

常費の助成等がありますが、ほとんどこれは単独でやっているんです。治安はも

ちろんそうです。防災もそうなんです。 

そういう意味で地方が国の補助負担金を受けずにやるものが、地方が勝手にや

っている全く単独の事業であるということでは全然違うのでございまして、真ん

中の２つ目の○の下の・にありますように、警察、消防、高校、清掃、戸籍事務

等に係る関係はほとんど国の制度の下で地方単独施策としてやっている。また、

補助事業と言いましても、そこに書いてありますように、下水道の太い管渠は補

助事業、それから細い管渠は単独事業でやっている。土地改良もみんな同じです。

補助事業と単独事業が一体で一つの事業体系になっているのです。これは、ご存

じない方があるいはあるかもしれませんが、単独事業というものは別個のもので

はない。全部、国の指導やコントロールの中で単独事業も行われている。そうい

うことを是非お考え賜りたいと思いますし、一番下に書いてあるのは、それ以外

の純粋な単独事業があっても、それはそれで意味があることを書いてございます。

したがって、３ページの上にありますように、財政面での裏付けとして地方財

政計画という地方団体全部の財政を歳入・歳出で網羅したものを国会に出して、

国会の御審議に付すことを法律に基づいてやっている。その中にはもちろん国庫

補助事業や地方単独事業の全部が入っています。必要な地方財源も全体として地

方財政計画の中で確保するようになっている。単独事業は、ほとんど地方債です。

もちろん、一部については、地方債の元利償還を補てんするようなことがありま

す。それから事業費補正であらかじめ幾らか交付税で見るようなことがあります

けれども、主として地方債です。地方交付税で行っているのは極めて少ないので

す。全体として地方税、地方交付税、国庫補助負担金、地方債、財産収入、その

他の歳入と歳出を全部網羅して、全体として、国が、地方が標準的な仕事をする

ための財源を確保しているということです。これが、今の地方財政の仕組みです。

そこのところは是非お考えいただきたい。そのために地方財政計画というものが

ある。もし、これを止めるなら、国の基本的な行政サービスの水準が維持できな

くなり、一つの行政として目標達成ができなくなる。こういうことが書いてあり
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ます。 

それから、国と地方の役割分担がまず必要ではないかという議論がありますが、

役割分担は、平成12年度の地方分権一括推進法で整理されているのです。それで

100 点ではありませんから見直す必要がありますが、地方分権改革推進会議の水

口さんがおられますけれども、そこでいろいろ御議論もまだ賜っているものの、

一応の整理は12年の４月の地方分権一括推進法で行われているのです。しかも、

５次にわたる地方分権推進委員会勧告に基づいて、それは行われてきた。 

機関委任事務がよく言われますけれども、法律の中に430程あった。それが地方

分権一括推進法で、247は法定受託事務に、298が自治事務になっている。例えば、

都市計画、土地改良区の設立許可、飲食店営業、病院、薬局等は全部自治事務に

なっていますし、法定受託事務で残っているのは、例えば、国政選挙。これは当

たり前です、国の選挙だから。またはパスポート。２級河川や指定区間内の国道

の管理等は法定受託事務に残っているのです。機関委任というのは上下の関係で

知事や市町村長を国の出先機関の長とみなして、そういう擬制、フィクションを

やって、そこの権限行使を国の監督の下に行うというのが機関委任事務です。上

下の関係ですね。ところが、今回の法定受託事務というのは対等の関係で委託を

し、受託すると、こういうことが247 で、それ以外は自治事務になっているので

す。我々は、国と地方の役割分担は整理できている。なお残っている分の整理は

急ぐべきですけれども、一応そのように考えておりますので、そこのところは御

理解を賜りたい。 

しかしそうは言っても、一方でまだ、なかなか地方が自主的にやっていないじ

ゃないかという意見もある。それは国の補助金、負担金でひもを付けているから

なので、それを切ることによって、役割分担が一層明らかになって事が進むとい

うことを次の○で書いております。 

４ページの（3)ですが、中長期的な地方分権の将来ビジョンが要るのではない

か。要ります。要りますけれども、それだけを議論していると何も事が進まない。

そういう意味では諸井委員会の 終報告を踏まえて、今回は三位一体改革をやる

ことで、事が進む。それが中長期の地方分権の将来ビジョンの策定にもつながっ

ていく。したがって、地方団体の現実を踏まえつつ、三位一体改革の取りまとめ

を急ぐ必要がある。６月までというのは時間がありませんから。これは、是非急

いでやらなきゃいけませんし、是非そのためには後で申し上げますけれども、国

庫補助負担金は、これは国の予算ですから、財務省の協力をいただかないと、総

務省だけではできません。そういうことを上の○で書いております。 

それからその下の「○」は、三位一体改革をやって地方でいろんなことをやら

せることが、結局は透明性を高めますし、一番効率的です。そこに住んでいる人

が自分でやるんですから。霞ヶ関のお役人が決めてやる訳ではないのだから。し

かもスピーディにもなる。補助金一つで、今、国の役所が一課あるようなことは

もうなくなる。もう陳情だってしなければならないし、申請から検査、報告から、

いろんなことの手間がちょっとした補助金だけでこんなに費用を作る。こんなも

のは止めたらいいんです。そういうことをここに書いております。 

そこで、国庫補助負担金の廃止・縮減なんですが、これをやらないと三位一体

改革は進みません。３つを一緒にやるから三位一体なんですが、その中で順番を

付けると、国庫補助負担金の廃止・縮減が入口であるし、全体を左右するんです。

こういうことでございまして、昨年６月の「基本方針2002」で数兆円規模の国庫

補助負担金の削減を図り、税源移譲につなげていくということが閣議決定されて

おりますので、是非よろしくお願いしたい。 
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そこで、国の補助負担金の中には、負担金と補助金があります。負担金という

のは、何度も言いますが、これは国と地方の割勘で、両方に関係があるから両方

が金を出し合う。大きいのは、教育と社会保障と公共事業です。 

そこで、まず義務教育ですが、これが経常費の国庫負担金では一番の大物で、

３兆600 億円ありましたけれども、これは御承知のように2,200 億弱、今回は一

般財源化しましたから、残りは２兆8,000 億円。これにつきましては、３大臣の

合意による覚書で「改革と展望」の期間中である18年度までに全額をどうするか

について検討を行うと。これは３大臣が合意しておりますから、是非それでやら

せていただく。それ以外の経常費にかかる国庫負担金は、社会福祉が中心になり

ますが、３兆5,000億円ある。これについては、過去の閣議決定の見直し基準等に

沿って、真に必要な分野に限定する抜本的な見直しが求められるので、去年の地

方分権改革推進会議の意見でも取り上げておりますから、こういうものについて

重点的に検討する必要があるのではないかと、こういうふうに思っております。 

それから、もう一つ大きいものは、公共投資に係る国庫負担金で２兆5,000 億

円あります。これについても、根幹的な事業などに限定する。私は将来は、補助

事業をなくして、直轄事業と単独事業でいいと思いますけれども、当面は補助事

業が大きなウエイトを持つので、国庫が２兆5,000億円というと、事業費は５兆円

以上です。その中で、特に市町村に対するものが約2,900 億円あります。市町村

に対する細かい補助を国が行うのは、私は止めたらいいと思う。それから補修、

修繕、局部改良に係るものが1,200 億円あります。こういうものは原則廃止・縮

減。どうしても困るものは残す。こういうことでどうだろうかと思いますし、特

に、今、道路特定財源がオーバーフローするものですから、何年か前から7,000 億

円を交付金で出している。これは当時の建設省と自治省で議論をしまして、ひも

を付けないと。道路財源に充てるための金だから、補助金でなくて交付金だと、

こうしましたけれども、実際補助金と同じなのです。箇所付けまでやっている。

こういうものをそのまま税源移譲で7,000億円もらって、目的財源にして道路財源

に充てればいい。そうすることによって、今１件、１件審査されて箇所付けまで

やっていることがなくなれば、相当の行政改革になるのではないかと、こう思っ

ております。 

それから国庫補助金の方は、これは、国が必要で、「これをやってくれ、その

ためにあなたにお金をやるよ」と、こういうものでございまして、奨励的補助金

と言いますが、これはできるだけ廃止・縮減する。例外扱いのものを除きまして、

２兆9,000億円あります。これを「改革と展望」の期間中に、明確な数値目標の下

で確実に削減する。去年の５月に私が出させていただいた片山プランでは、約７

割の削減と、こう言っておりますが、例えば、平成16年度に２兆9,000億円の２割

を削減する。平成17年度に残ったものの３割を削減する。平成18年度で更に残っ

たものの４割を削減しますと、合計で約７割の削減になる。こういうことも一つ

の考え方ではなかろうかと書いております。 

それから、特に、奨励的補助金の中で職員の設置費、法令施行事務費、施設の

運営、施設整備費などは地方団体の事務として定着しているのですね。こういう

ものについては、細々と補助を出していろいろなチェックをすることは必要ない

ので、場合によっては16年度において全部一般財源化したらどうかと。職員設置

費は500億円、法令の施行事務費が400億円、施設の運営設備整備費などが約1,000

億円ありますので、全部合わせると2,000億円、これらは行政改革の観点から言っ

ても、一般財源化すべきだと考えております。 

そこで、今後の進め方ですが、昨年末に、官房長官から「国と地方に係る基本
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方針」ということで、閣議で口頭の御報告がございました。その報告の中に各大

臣が責任をもって具体的な検討を行うということが指摘されております。したが

って、国庫補助負担金の削減について数値目標を設定して、具体的な補助負担金

の名前を出して実効的な削減計画を策定する必要があると思っております。ただ、

その場合に補助負担金がなくなっても、どうしてもやらなければならない仕事は、

所要額を精査の上に、地方の自主財源にしていただくということを念のために書

いております。 

それから、税源移譲を含む財源配分の見直しですが、これは去年の５月の片山

プランでも言わせていただきましたように、税収が安定的で偏在性が少ない地方

税体系・地方税中心の歳入構造にする。そういう意味では、偏在性が少なくて安

定的なものは消費税と所得税でございます。そういう基幹税を国から地方への税

源移譲により抜本的に拡充する。具体的には、片山プランで申し上げましたよう

に、所得税から地方の個人住民税へ移すものが約３兆円。その際フラットな比例

税率にしたらどうか。消費税と地方消費税を４対１で分けておりますが、地方の

１を２にすれば２兆5,000 億円。こういう税源移譲の一つの案をもう既にお示し

しておりますが、それをそこにもう一遍言わせていただいております。また、個

人住民税均等割も久しく見直しておりませんので、必要によれば、それを見直し

て、応益性の空洞化に対応する。こうした取組みによって、当面、国税：地方税

を１：１を目指したらどうかと。御承知のように、地方が仕事は63～64％でやっ

ている。国が36～37％。国税：地方税はおおむね60：40。そこで補助金が地方に

12兆何千億円流れてきている。だから、国税で入ったものを補助金で出すなら、

国税で取るのを止めて地方税にして、補助金を止めれば、国の財政にとっては中

立です。税金で取ったものを補助金で出しているのだから。その税を地方税に移

して補助金を止めたら、手間がそれだけ減るということで、国と地方の今の財政

の関係を変えるというものではございません。当面、私がいずれにせよ、国税と

地方税の比率は１：１を目指していくことが必要だと考えおります。 

次に、地方では、超過課税や法定外税などの課税自主権を活用するということ

が一つの課題としてございます。できるだけ課税自主権を活用できるような環境

整備をする。例えば、標準税率のあり方を見直すのは、できるだけ拡充する方向

で検討する必要がある。こういうことでございまして、８ページの上にあります

ように、課税自主権の活用は是非やるけれども、良い税源は、国税と地方税で法

定税目とされていますから、所得と消費と資産ですが、その主なものは全部押さ

えていますので、どうしても課税自主権は超過的なものをやるか落穂拾いになる。

したがって、今、課税自主権の活用では、確保できる税収には限りがある。平成

13年度の決算で超過課税が4,700 億円。これが地方税収の1.3 ％ですが、これは

都道府県と市町村の住民税の法人税割を超過課税している、これが約3,200億円。

法人事業税を、これも超過課税しているのが約1,000億円でございまして、この２

つで4,700億円のほとんどになる。法定外税は約300億円弱ですけれども、これが

大きいのは御承知のように核燃料税でございます。したがって、両方合わせても

1.4％にしかならない。こういうことでございます。 

それから、４番目に、地方交付税の改革ということでございますけれども、そ

こにありますように、国の補助負担制度や法令基準に準じた国の関与を見直すと、

地方交付税の算定上、大変楽になる。また、地方単独事業の計画的削減を組み合

わせることによって、地方財政計画全体の規模の抑制になり、そこにありますよ

うに、地方財源不足の縮小と借入金依存からの早期脱却になると、こういうこと

でございます。今年は18兆円、交付税を配分しておりますが、これは出口です。
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交付税特会は入口の法定率分は11兆円です。11兆しか入らないけれども、18兆円

配分しなければならない。それに赤字地方債を６兆円出しているというのは、経

常的な収支政策は国も大変でございますけれども、地方も大変なことになってい

る。こういうことでございまして、これをどうやって脱却していくかということ

を、そこに書いております。 

また、その下にありますように、税源移譲して得るプラスと、国庫補助負担金

を止めるマイナスと、これに対応して交付税総額をどうするかということが決ま

ってくる。そういう中でできるだけ地方の自主財源比率を高める。まず、税、そ

の次は交付税。こういうことなので、国庫補助負担金の比率を下げていくことが

必要だと書いております。 

それからその次に、財源保障機能と財源調整機能ですけれども、税源移譲等に

よって地方税を拡充してもらう。63～64％仕事をやっているのですから、63～64％ 

税源を貰えるのなら、トータルでその63～64％の中で、多いところ、少ないとこ

ろ、余ったところ、余らないところで、財政調整ができる。財源保障を交付税に

期待することはないのです。ところが、実際は４割しか税をもらっていないので、

仕事をやっているその差額は、それは交付税で埋めざるを得ない。そこで、財源

保障と財政調整を分けようとしても分けられる訳がない。今、一定の規模の財源

が必要である。税がこれだけしかとれない。この差額を埋めているのが交付税で

す。そこで、全体が財源保障なのです。ただ、税が多いところは交付税が少なく

て、税が少ないところは交付税が多いので、この大小が財政調整なのです。これ

は不可分に一体なのです。これを頭の体操みたいに分けるという議論は、理屈と

してはありますけれども、事実上は成り立たない。もし成り立つとすれば、全部

の63～64％の税源移譲してもらったらいい。その中で余っている東京都のものを

鳥取県や島根県に持っていくとか、いろいろ操作ができます。トータルの議論な

ので、そこで財源保障と財源調整を分けてどちらかをどうするというのは、これ

は理屈としてはあるのでしょうが、些かも現実的でないということをそこに書い

ております。 

それから地方債について、この前も指摘しましたが、地方債に対する国の関与

は、平成18年度から許可制を廃止します。原則、自由化する。したがって、問題

は仮にこちらの方であるとすれば、地方債の元利償還の一定のものは交付税でみ

ておりますが、それが良いか悪いか。これは、国の景気対策で国が要請して、国

の政策としてやらせるので、その代わり元利償還を交付税で一部みますよと、こ

ういうことになった。これは、今、順次縮小しております。一遍にやるとひっく

り返りますから一度にはできません。しかし、今、順次縮小しているので、その

議論をされるのは結構ですけれども、地方債全体については、財政投融資制度全

体の中で議論すべきです。公的資金全体と、また公的資金以外を含めての議論の

中でしていただければいいので、三位一体のときに突然出てくるのは、これは私

は理解に苦しむと、思っております。 

それから、交付税の算定の仕組みの見直しは、是非、自主的・自立的な財政運

営を目指す方向で交付税の算定の仕組みを考える、こういうことでございまして、

留保財源率は15年度から都道府県部分については５％引き上げました。５％引き

上げるということは、それだけ交付税の需要額を圧縮するということでございま

して、同時に税収増加のインセンティブを与えるということになります。また、

国の関与の廃止・縮減をすると、算定がかなり簡素化する。交付税は、標準的な

行政を国の指示や法令、補助金、いろいろな基準に基づいて行うものについて、

それを財源的に保障するという計算で、基準財政需要はできているのです。あと
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は、標準税率、基準財政収入を引いている訳でございまして、それを少なくする

ということは、算定の簡素化になるということを２つ目の・で書いております。 

それから、事業費補正につきましては、これは先ほど申し上げましたが、順次

縮小していっておりますし、小さい団体の経費が割高になるのを、交付税を割増

するという段階補正の見直しも御承知のように14年度から実施をいたしておりま

す。 

大体そのようなことでございまして、次のページを見ていただければ、10ペー

ジでございますが、これは、地方分権推進計画の閣議決定によって、国庫補助負

担金の整理、合理化の基本的な考え方が示されております。先ほども申し上げま

したが、負担金と補助金と２通りある。負担金については、経常的な国庫負担金

は真に国が義務的に負担すべきものに限定して国が確実に負担する。それから、

総合計画に基づく建設事業に係る国庫負担金は根幹的な事業に限定する。国庫補

助金は、以下を除き原則として廃止・縮減と、こう書いてございまして、これは

平成10年の閣議決定に基づくものでございます。 

それから、11ページは、こういう考え方にもとづいて、15年度の普通会計ベー

スで国庫補助負担金を整理したものでございまして、そこにありますように、全

体で12兆2,000億円になっております。去年が12兆7,000億円でございましたから、

やはりこれは義務教育を2,200億円、一般財源化したのが数字上は効いております。

そこで、経常が７兆8,000億円、投資が４兆4,000億円。そのうちの負担金が経常

で６兆3,000億円でありまして、一番大きいのが義務教育の国庫負担金。去年は３

兆6,000億円あったのが２兆7,879億円。次が生活保護、あと次が児童保護、扶養

手当、国保の関係。それから投資の方は、一般国道が2,000億円。地方道改修、公

営住宅、交通連携推進街路とで２兆5,000億円。 

それから、補助金の中で分権計画のように廃止・縮減の対象外とされたもの。

これはこのまま残しておかなければならないというもので、上は国の責任、国の

保障的なものです。ａです。ｂは災害。ｃは、いわば国が徴収して地方に交付金

で出すものでございまして、これは残すというのが分権計画の中身でございます。

それが両方でこれだけです。その下が分権計画により原則として廃止・縮減する

とされているもので、２兆9,000億円ありまして、経常的なものは１兆円ある。在

宅福祉事業、私立高等学校等経常費助成、児童保護費、農業共済。それから投資

の方では、地方道路、これが私、先程言った7,000億円であります。地方道路整備

臨時交付金。それから廃棄物が1,300億円。社会福祉施設の施設整備費の補助金。

いろいろな施設の箱物です。それから水産物供給基盤整備事業補助金が800億円。

これらを含めて全体で１兆9,000 億円。こういうことでございまして、これが地

方分権推進計画の中身を平成15年度の普通会計ベースに当てはめて作った表でご

ざいますので、参考までに。 

今日、具体的な補助金、負担金をこうしたらいいと言うのは、大変でございま

すので、総論だけにさせていただきますが、いずれにせよ、各論をもって経済財

政諮問会議の案、ないし内閣府と財務省と総務省の案として各省にそれを提示し

て、各省大臣のリーダーシップ、イニシアチブでまとめてもらわないとできませ

ん。これは、与党が恐らく絡んできますし、そう簡単ではないと思いますけれど

も、ここまで打ち上げて、国会でこれだけ答弁を総理がして何もしないというこ

とでは、これはどうにもなりませんので、そういう意味では不退転の決意で是非

よろしくお願いいたしたいと思います。我々は打って一丸となってやる気ですか

ら、あとは財務省、ひとつよろしくお願いいたします。財務省そのもののプラス・

マイナスはないと考えておりますので。以上であります。 
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（小泉議長） 先ほど民間議員と総務省と財務省の考え方の違いというのを見ました

よ。私が見れば、これは違いじゃないよ。やりたくないために違いを強調してい

るだけなので、「地方にできることは地方に」、補助金、交付税、税財源移譲、

三位一体でやる。これは総論一致しながら違いばかり挙げているんだよ。大した

違いないですよ。まず三位一体のどこからやるか。税財源の移譲をやって、それ

に出てくる矛盾を交付税と補助金でどう解消するか。地方議会に権限を与えるの

も含めて、陳情ばかりして国にばかり税金を陳情して……。 

（片山議員） 総理。それは国庫補助負担金からまずいかないと、税源から行くとい

うのは、これは税調絡みになりますよ。 

（小泉議長） それをどこかで踏み出さないと、三竦みになっちゃって、違いばかり

強調して抵抗の理由に使われるから、どこか一歩踏み出して下さいよ。そして他

のものを三位一体でやると。 

（塩川議員） それじゃ私からもちょっと発言させていただきます。分権は、本当に

やるんですか。私は分権が進んでいないから、財源をどうするかというのは、今

の片山さんの話を聞いたら、財源の問題ばかりなんですよ。 

（片山議員） 分権は進んでいます。 

（塩川議員） 分権が進んでいないんですよね。例えば、必置義務だとかなんか、そ

ういうのはどうするんですか。それは、行政のスリム化とか、それと分権の処置

ということをきちんとしないと、財源の分けようがないんですよ。私は、二百七

十何個ですか、法定受託事務がありますが、あの中をずっと見ましたら、地方に

下ろしたものが随分あるんです。それを下ろして、それに対して法律に基づいて

国が今負担している補助金、負担金、そしてそれが交付税で算定されてきておる

ところの基準財政需要額、それだけのトータルを地方へ落としていったらいいん

です。そうしたら分権と同時に財源がそっちへ移行していく。そういう手法を採

らないと分権は進まない。何で進まないかというと、これは、私は諸井さんから

も聞いておるんですが、分権を進めると中央省庁の役人の仕事がなくなってくる

んです。このリストラをどうするかということで行き詰まってしまうということ

なんです。ですから、この行政改革と合わせて、私は地方の分権、権限をどんど

ん地方へ移す。どういう権限を譲っていくのかということははっきりして、それ

に対する財源はどんどんと譲っていく。やはり補助金の削減からまず手を付ける

べきで、そしてそれに伴って財源が行く。その財源は税源で行くと、そういう手

法になってくると思うんですがね。 

（片山議員） 12年の地方分権一括推進法で権限委譲などは行われたが、税源移譲と

いうのは行われなかった。それが地方の大変な不満なのです。だから、まずそれ

をやってから、新しい分権をやることは結構ですが、分権の全部がないと動かな

いなんて、何もしないのと同じです。 

（塩川議員） そのときに分権をやっていないんです。 

（片山議員） 12年にやりました。分権一括法を勉強していただきたい。 

（塩川議員） ただ、名前をかえただけなんです。ですから、いまだに農業委員だと

か……。 

（片山議員） それは補助金が付いているからでしょう。 

（塩川議員） そんな皆残っておるんです。何でこんなものを切らないのかというこ

とですね。だから、それを切ったら、中央省庁の役人の仕事が無くなっちゃうか

らなんです。だから、置いておこうなんですよ。これは、双方で持合いでやって

おる。地方と国とかね。この間は切れない訳じゃない。だから、みんな少しずつ

補助金だとか、財政基準、ちょっと残しておいている。これが、まただんだん芽
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が出てくる。 

（小泉議長） 総論なんて変わらないですよ。各論をやらないと。 

（片山議員） 固有名詞で、一律にやるのです。 

（塩川議員） まずどれだけの分権をするかということをはっきりして、それにかか

ってきた費用が分かるんですから、その分はどんどん財源を譲っていったらいい

ですよ。 

（竹中議員） 今日、郵政公社の関連で片山大臣時間のリミットがございます。それ

で手短に民間議員の報告をいただいて取りまとめをしたいと思います。 

（本間議員） それでは、民間議員のペーパーを用意しておりますので、話をさせて

いただきます。ただ、私は、今、両大臣のお話を伺っていて、このペーパーを説

明することに対していささか虚しさを感じております。両大臣の見解の相違とい

うのは、歴史上何回も繰り返してきたままで、全然溝が埋まっていないなと感じ

ております。総理が仰ったとおり、昨年６月７日に総理から指示がございました。

三位一体でやるべきだと。また、総理はそれ以前にも、不交付団体は半分ぐらい

出ないとおかしい、昔は三百諸侯でやっていたとおっしゃっていました。こうし

た御支持や御発言を受けて、経済環境が激変する状況の中で、場当たり的、弥縫

策的な改革では済まないだろうという問題意識を我々は持って、これまで議論を

してきたつもりであります。 

そういう意味で、例えば、今、片山大臣の方からお話がございました国と地方

の役割分担のところ、これはもう決まっているんだということでございましたが、

そういうような次元では私は解決できないんだろうと。先ほどいくつか事例が出

されましたけれども、12年に決めたんだから、この線だと言うだけでは済まない

だろうという具合に申し上げておる訳です。 

（片山議員） 地方分権推進計画は閣議で決定したものですよとお示したのです。良

いとか悪いとか別です。 

（本間議員） 良いとか悪いとかじゃなくて、そのような連続的な問題ではなく……。 

（片山議員） そんなことをね……。 

（竹中議員） 先に御説明だけお願いします。 

（本間議員） それから交付税の問題も、基準財政需要額と基準財政収入額の差の総

和である出口ベースの交付税と入口ベースの国税５税の一定割合との間で乖離が

起こったときには、これは基本に返って議論をするということは、これまた歴史

の中で確立されていた。 

（片山議員） 法律で書いているのです。 

（本間議員） 法律で書いているにもかかわらず、その問題に手を付けずに過ぎてき

たということで、こういう問題提起がされているんだろうと思っているんです。

したがって、そういう現状を考えますと、やはり６月にまとめなければならない

訳ですから、自分のところには手を付けずに、相手のところに譲歩を迫るという

だけでは、これは解決にならないんだろうと思います。 

（片山議員） 何を言われているのですか。 

（本間議員） 両方です。私は……。 

（片山議員） 「自分のところ」とは何ですか、交付税を含めて全体をやろうと言っ

ている。 

（塩川議員） まあ聞いて。 

（小泉議長） 聞いてから、聞いてから。 

（本間議員） 交付税のところをタッチせずに、あるいは税源移譲のところを強調さ

れている。あるいは財務省の側は交付税の改革が先だということを仰っている。
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そこの部分のところをどういう具合に、具体的に解決の方向に向けていくかとい

うことを詰めなければ前に進んでいかない訳です。あと２か月です。そういう中

で、いったい建設的な議論をどのようにやるかということだろうと、私は思って

おります。その意味では、国と地方が歳出効率化を一体となってやると同時に、

国の関与というものをできるだけ地方から切り離していくというスタンスの中で

改革議論というのを組み立ててまいりませんと、私は落としどころが無いんだろ

うという具合に考えております。 

地方税につきましても、財源不足の中で課税自主権を活用して手当をしていく

ということは定着をしておる訳で、三位一体改革とこれを切り離して議論すると

いうことはあり得ない訳であります。また、過去のストックの清算を、国と地方

でどのように行うかという合意なしに、この問題は解決できない訳でありますか

ら、是非一体となってこれは議論をすべきだろうという具合に考えております。

したがいまして、やはり地方分権改革推進会議と経済財政諮問会議が、具体的に

もしその問題について踏み込んでやれということになれば、強力なアライアンス

を組みながら、具体的に作業を急ぐべきだという具合に私は考えおります。 

（塩川議員） 私が６月までやるというのは、まずやれるところからやっていったら

いいと思うんですよ。やれるところから。それにはこういう補助金があると、こ

れは切るよと、一般財源へ移すから財源を移すと、だから権限も移すぞと、それ

をやったらいいというんですよ。小さいところからやっていったら、だんだんと

スリム化していきますから、それをやるのに、中央省庁の担当の者が絶対それを

やらさないんです。権限を譲らないんです。 

（小泉議長） それをやらせればいい。 

（塩川議員） そこが各省の大臣の問題になってくるんです。 

（小泉議長） それをやろう。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 私も財務大臣が仰った考え方は非常によく分かる。国民の目から見る

と、例えば、片山大臣の冒頭の１枚目に「地方にできることは地方に委ねる」。

総論として、みんなこういう時代だと思っている訳ですが、具体的に時代の変化

の中で、こういう事業はもう国がやるものではなくて、そろそろ地方の自主的な

判断に任せた方が良いという、そこには個別の事業がある訳ですね。例えば、義

務教育なんか一番分かり易い例ですが、そのことについて、所管の官庁に合意し

てもらって、国民の目から見ても、こういう事業については、もうそろそろ国が

あまり細かいことは言わずに、地方の自主的な判断に任せた方が良いということ

を国民の目からも納得できるようなものについて、それを洗い出して、それで進

める。片山大臣もそういうことを諮問会議、あるいは内閣府でやることには賛成

だと思いますが。 

（片山議員） ただし義務教育ですから、国が責任を持つ必要があります。 

（吉川議員） もちろん、そういうことはあると思いますが、ただ、金の使い方、あ

るいは先生の数と……。 

（片山議員） 標準法などで学級編成、教職員配置の基本を縛るのはよいが、細かい

ところまで金で縛る必要はないと私は言っているのです。 

（吉川議員） そういうことから進めていくということだと思うんですが。 

（片山議員） それから、文部科学省は、今は、ギチギチし過ぎていますからね。 

（塩川議員） そこを譲らないんですよ。例えば、義務教育だったら、義務教育だけ

だって良いんですから。例えば、教科書とか、給食だとか、それから社会活動費

だとか色んなものがありますね。公民館活動とか、そういうのを全部補助と結び
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付ける。それは切れと私は言うんです。だけど、切らない。絶対切らないんだよ。

そうすると、いつまでも分権できないで、財源が動かない。そこが問題なんです。 

（吉川議員） その限りでは、財務大臣と総務大臣のお話を伺っていて、そんなに大

きな違いは無いというふうな理解で宜しい訳ですね。 

（片山議員） そうです。認識はそんなに違いません。 

（本間議員） 補助金については、財務大臣が仰ったとおりですね、きちんとやって

いく必要があるんだろうと思うんです。しかし、問題は、税源移譲の部分のとこ

ろと交付税改革の部分のところをどのように結びつけながら具体化をしていくか、

そこがセットになっていませんと、三位一体改革はできないんだろうと思うんで

す。 

（塩川議員） ですから、個々の補助金を総額で数えてみたら、１兆1,000 億になる

としますね。１兆1,000 億円の税源を財務省から地方に譲る、うちの方でこれだ

けのものを出せるんです。総額がはっきりしてくる。それだけの税源移譲をやっ

ても、どことどこの権限が移るのか分からないようなことでは出せないじゃない

かということを言っているんです。それをやろうと思ったら、各省との間の折衝

なんです。今、主計局でやかましく、分権をさせるために、おまえのところはこ

れを地方に譲れとやっておるんですけれども、なかなか譲らない。そこが問題だ

よ。私らの力だけじゃなかなかできない。各省大臣がその気にならないと。 

（牛尾議員） 確かに総理が仰るように、それほど言っていることが違っている訳じ

ゃないので、やる手順さえ考えて、面倒だけれども、解きほぐす道はある。ここ

で何となく言葉の上で合意をして、それぞれが総務省や財務省や内閣府に持ち帰

っても、またそこで止まってしまうので、これをどうやって実行するかという実

行の仕方を工夫して、三位一体も込めて、経済財政諮問会議と総務省と財務省、

プラス関係している中央官庁も変えてもらわないと困る訳ですから，そういう作

業をどういうふうにやるかというやり方を決める必要があるんじゃないでしょう

か。これは、このまま持ち帰っても駄目でしょう。 

（片山議員） だから、それは地方分権推進委員会が案を作ったようなものを下敷き

に、財務省と内閣府と総務省で案を作って、各省に提示をして、それを具体的に

どうしますかと答えを貰うのです。それを１兆円やるなら、１兆円やる。２兆円

やるなら、２兆円やる。 

（牛尾議員） ３つが重なって仕組みを決めないと……。 

（片山議員） 案はやはり役所が作って、諮問会議で色々御意見を聞いて、各省にい

つまでにその答えを出せと言って、総理にも閣議で言ってもらって、各論でない

と駄目です。 

（牛尾議員） 具体化する方法を詰めなきゃいかん。 

（塩川議員） それはあるんです。例えば、地方分権会議の中で協議された結果、非

常に具体的にあるんです。これに基づいて交渉しているんです。例えて言います

と、社会保障関係について言うと、社会保障問題については具体的な項目があっ

て、その事業が書いてあるんです。これの中のどれとどれが分権できるかという

ことを相談してもらったら、その分権に対する財源は分かっているんだもの。だ

から、この分権の中を、ひとつ提案でこの諮問会議の中で各省から平等に３つな

ら３つ問題出せと。２つでもいいから各省出せと。それを６月までには分権の手

続をちゃんとしてこいと、そういう具合に言ってもらったら。小さいですよ、小

さいけどね……。 

（片山議員） この諮問会議は分権の会議ではない。だから、それは３省で案を作っ
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てやるほうがいい。 

（塩川議員） 違う、違う。そんなことを言ったらできない。各省で案が出ないから

言っているんだ。だから、総理から声を出さなきゃしょうがないんだよ。 

（片山議員） 案を作って総理から言ってもらう、各省に。 

（塩川議員） いやいや、個々の案が出ていない。だから、諮問会議で案を出さなき

ゃ、こんなのは事務局で出ない。 

（片山議員） 事務局が出さなければ駄目です。 

（塩川議員） 事務局で出ない。そんなもの出ない。 

（片山議員） それはあなたが指示すればいいのです。 

（塩川議員） いや、僕が指示をしたってあかん。そんなものをやかましく言ったっ

て出てこないんだよ。役人同士でごっちゃなんだから、これは。だから、総理か

らここの会議の……。 

（小泉議長） ごっちゃなところをほぐして出してきなさいよ。 

（塩川議員） そうなんだよ。それを出すのは諮問会議が、例えば、厚生労働省だっ

たら、これとこれと問題を出しなさいと。建設省だったら、これとこれと問題を

出しなさいと。あるんだもの、はっきりと。分権会議から出ているやつ。まず、

これだけの分をやってみなさいと。それは各省から出して下さい。20項目につい

ての分権をやったって良いじゃないですか。そうすれば、なるほどそうなるのか

ということになるんや。 

（片山議員） 案はできる。だから、あとはそれを総理から言ってもらって、各省大

臣がやる。分権改革は諮問会議じゃなくて大丈夫です。 

（小泉議長） 分権会議で出して下さいよ。それでやりますから。 

（塩川議員） 総理から言うのが、総理が何を言ったらいいかという……。 

（片山議員） 総理が言うのです。案を出して。 

（小泉議長） 事務局はじめ、まとめて作って下さいよ。 

（塩川議員） そうしなきゃ前へ進まないですよ。 

（水口議長代理） 今、御意見を伺っていて、私から、何を言うかというのはほぼ分

かっています。私は先ほどから総理も大臣の皆さんも総論は、はっきり方向は分

かっている訳ですから、問題は各論を切り込むというのは、そのとおりだと思い

ます。私どもの地方分権改革推進会議でも論点整理をしたときは、世の中から皆

さん非常に高く評価したんです。これは総論だったからですね。ただ、各論に入

ったら、昨年、補助金、負担金の問題でも135 の意見を出したけれども、その十

幾つは各省庁と全然意見が合わないというものがあった訳です。したがって、こ

のフォローアップをこれからもやっていくということと同時に、三位一体改革案、

本当に５月中にはまとめまして、６月早々には総理に提出したいと思っておりま

すので。 

（牛尾議員） 問題提起は委員会に任せば、ずっと押してくれる訳ね。 

（水口議長代理） それはやります。はい。 

（牛尾議員） じゃ、それをやってもらえばいい。 

（小泉議長） どこが反対しているのか出してもらえばいい。 

（牛尾議員） まとめる前に出してもらえばいいですね。 

（水口議長代理） 学識経験者の意見はもう既に６回聞いておりますし、３日の日に

は財務省、それから総務省、これは財務当局だけじゃなくて税務当局と両方責任

者に来てもらって、一日午前・午後フルでやると。 

（塩川議員） だから水口さんね、さしずめ６月までに、あんたのところと私のとこ

ろはこれですから、このうちのこれとこれとこれだけは一回やってみろと、そう
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してくれるといいんだ。一番簡単な話なんだ。 

（水口議長代理） やります。 

（片山議員） もめているのです。 

（水口議長代理） 去年は意見を出して、第２フェーズで我々は６月までにはと、こ

ういうことの話になっておりますので。 

（塩川議員） 簡単な話や。 

（片山議員） 具体の案でなければ駄目です。 

（水口議長代理） 具体的なものを出して、特に、諮問会議の御意見を聞きながらや

っていきたいと、こう考えております。 

（本間議員） 終報告は６月８日に出される段取りでございますか。 

（水口議長代理） そうです。ということは５月中にはまとめたいと思っております。 

（本間議員） 諮問会議に報告して頂き、議論させていただくということで。 

（水口議長代理） はい。 

（竹中議員） もう時間がありませんので、ちょっと取りまとめをいたします。よく

聞いておいていただきたいです。ひょっとしたら違うと反論があるかもしれませ

んが。 

まず第一に、これは内閣一丸となって抜本的にやるんだと。違いを強調するこ

となく、合意点はあるんだから、そこはしっかりやる。一丸となってやるという

のが大事。 

第二は、各論をしっかりやる。もう各論に行くということ。それで中身につき

ましては、器が要るという話がございましたが、実は、事前に総理と御相談をし

ましたときに、総理の方から、何をやるかというのは後で整理をしますけれども、

やはり総務省と財務省と次官ベースでしっかりと、そのもとになるのをある程度

詰めていただいて、それに民間議員を代表として、申し訳ないですが、本間先生

に加わっていただいて、そこで幾つかの具体論、各論を詰めて、ここに諮ってい

ただく。そういうやり方しかないのではないのかなというふうに思います。そこ

でその具体案の方向、中身ですけれども、これは負担金・補助金の削減から入っ

ていこうというのは、これは昨年から随分とここで合意されていたことだと思い

ます。そこの裏には分権、権限の移譲というのがある。これは塩川大臣が仰った

とおり……。 

（塩川議員） 権限と僕が言っているのは。分かっていないんだな、あんたも。権限

と財源と一緒にしなきゃ駄目なんだということなんですよ。 

（竹中議員） そういうことを言っているんです。だから、負担金・補助金の削減を

議論するときに、そういう権限の話というのは、当然のことながら、その裏でし

っかりと議論しなければいけないということ。そこのための具体的な素材という

ようなものをしっかりと出してもらいたいということだと思います。 

そこまでは、実は去年までのある意味では合意事項なんですけれども、もう一

つは、今日、総理の方から税源移譲というのを少し具体的に議論して、そこから

出てくる矛盾点を議論すべく、それを突破口にするというのがあるのではないか、

これは総理からのお話がございました。これはやはり今までより一歩進めるとい

う意味では一つの方向になるのではないかと思います。それと同時に、やはり交

付税改革についてどのようにするかということは、引き続きこれは総務大臣に是

非御検討をいただきたいということだと思います。 

各論について言うと、詰めなければいけない事項があると思います。例えば、

単独事業の性格をどのように把握して、理解して、単独事業をどのように位置付

けるか、これは少し詰めなければいけない。地方財政計画をどのように位置付け
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ていくかということも考えなければいけない。その交付税の財源保障、財源調整

の機能をどのように活かしていくか。こうした点は引き続ききちんきちんと違う

ところは違うところで踏まえて詰めていかなければいけない。 

今日、議論されたことを敢えて集約すれば、以上のようなことかと思うんです

が、如何でしょうか。 

（片山議員） あんまり今、各論というのか、今、言う個別のところは言わないで…

…。 

（竹中議員） もちろん、そういうことであります。今のは、留意点です。 

（片山議員） それから交付税の見直しはやります。必要以上にやっているけれども、

交付税の性格はこれは受け身のものです。さらに、無理をして地方一般財源の足

らざるを埋めているのが今の仕組みです。それは基本的に分かって下さい。とに

かく、地方一般財源の総量が相当足りない。 

（竹中議員） 今、申し上げたのは、総理から税源移譲という話が出ましたので、そ

れはそれでしっかりと議論しますから、それと同時に今申し上げたようなことを

お願いしたい。そういう趣旨で申し上げた訳です。 

（牛尾議員） 両省の次官と本間さんと……。 

（小泉議長） 両省の次官と民間議員の代表の方と詰めて、各論に入ってくださいよ。

幾つでもいいから、踏み込まなきゃ駄目だよ。 

（塩川議員） 数項目やったら、ああ、こうなるのかと分かるんですよ。 

（小泉議長） どこが抵抗してくるのかが分かるから。 

（竹中議員） 今、申し上げたように取りまとめて宜しいでしょうか。ありがとうご

ざいました。是非その方向で、時間はちょっとあれですけれども、 初、５月ぐ

らいのはっきりと姿を出さなければいけませんので、４月のできれば末ぐらいに

１か月弱ぐらいで、少なくとも経過の報告のようなものを本間先生の方から各次

官と相談した結果を報告していただければというふうに、それで宜しいですか。

片山大臣がもうすぐ退席されますので、ここまで何か。 

（片山議員） ６月はまだ国会開会中ですから。延長があるかどうかは議論がありま

すけれども、相当なものを出さないと国会がもちません。それだけは先生方も認

識して、ここでの議論と違いますよ。 

（片山議員・水口氏退室） 

（竹中議員） それでは、社会保障制度改革の議題に移ります。前回、医療制度、年

金資産運用について審議をいただきましたけれども、本日は年金制度改革を始め

とする社会保障制度改革の総合的な推進について御議論をいただきます。有識者

議員からお願いします。 

（奥田議員） 御手元に「年金制度改革に関する論点整理」というペーパーがござい

ます。これについて説明いたします。 

初に年金制度の現状でございますが、少子高齢化の進展、あるいは経済の長

期低迷の中で、制度の持続可能性に対する不安が高まっている。将来の負担の増

大懸念が経済全体の活力を低下させている。さらに、少子化の進展、あるいは就

業形態の多様化、また経済社会の変化に制度が十分に対応できていないというこ

とが、未納あるいは未加入、こういった世代内の不公平問題につながっている。

こういうことは認識しなければならないと思います。 

次に、そうした現状を踏まえまして、年金制度の改革の視点について６つの視

点で列挙しています。この中でも、我々民間議員が特に重要だと考えております

のは、１から３、キーワードで言えば、「活力」、「持続可能性」、それから「安

心」。この３つでございます。次のページに改革の視点ごとのポイントを整理し
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ております。 

まず第一に、経済社会の「活力」の維持ということでは、大きな方向性として

政府は縮小し、国民負担率の上昇をできる限り抑制すべきであると考えます。そ

の上で社会保障関係の支出のウエイトを、他の歳出との関係でどう方向付けるか

ということを検討する必要があると思います。また、経済活力維持の観点で補足

しますと、現役世代と企業の負担はできる限り抑制して、働く意欲と企業活力を

阻害しない制度とすることが も重要であると考えております。 

それから、財源のあり方でありますが、「持続可能」な年金制度では、まず試

算の前提として、少なくとも少子高齢化の 初のピークを迎える2025年、その頃

においても経済社会との関係で持続可能な制度とする。そういうことが必要であ

ると考えております。そしてここでは持続可能な負担レベルの考え方と、それを

担保するための制度や財源のあり方について論点を整理しております。 

まず、負担のレベルにつきましては、昨年末の厚生労働省案で、厚生年金保険

料20％乃至18％、こういう提案がございましたが、税負担や他の社会保障制度と

の関係もございまして、これで持続可能なのかどうか。これも十分検討すべき課

題だと考えます。 

それから、持続可能な制度のあり方として、給付水準の維持が良いか。あるい

は保険料固定が良いか。また、保険方式か税か。それから税としたときの財源は

一体どうするのか。こういうことについて諮問会議は大きな方向性をこれから示

さなければならない。このように考えております。 

それから、年金が保障すべきリスク、いわゆる「安心」の中身でございますが、

③に書いてございますが、年金制度を再構築する上での基本哲学であります。こ

の中でも、特に重要なのが公的年金制度の体系として、１階部分と２階部分の役

割をどう定義付けるかということであります。ここを明確に定義付けることがで

きれば、そのための給付水準、財源、あるいは１階、２階のウエイト等が決まっ

てくると思います。また、検討の際には医療、介護、雇用なども含めた社会保障

全体、更には財政も含めた政策全体で効率的に国民の安心を確保していく。こう

いう視点が重要であると思います。 

四番目に「世代間の公平」の確保ということでは、何といっても早期に改革を

実施いたしまして、給付の抑制を図ることが重要であると思います。その際には、

既裁定者も含めて、給付調整を考える必要があると思います。加えて、税制面で

は、消費税など広く負担が行われる税を財源に充てることや、また年金課税につ

いても見直しを検討する必要がある。このように思っております。 

それから、⑤の「世代内の公平」の確保では、保険料の負担形態といった財源

のあり方が重要と思われますが、その他にも専業主婦の問題などについて検討す

る必要があります。 

それから、⑥「経済社会の変化」の対応では、少子化、男女共同参画社会、電

子政府、それから国際化、ここでは外国人労働力について取り上げております。 

以上が民間議員資料の説明でありますが、 後に社会保障制度における諮問会

議の役割や検討の進め方について思うところをお話ししたいと思います。 

社会保障制度に関する問題点は、これまでも諮問会議を含めて様々な場で指摘

されてきました。また、各種団体がそれぞれ具体的な改革提案を出しておりまし

て、制度の問題点、論点については、もう随分前から周知されていると思います。

今回、こうして諮問会議で取り上げて、集中的に議論していく意義は、縦割りの

審議会等では扱えない問題、あるいは制度の根本問題のあり方について、その方

向性を示すことであると考えております。具体的には、社会保障制度と経済との
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関係、あるいは給付と財源のあり方、それからもっと根源的な問題として、どこ

まで社会保険方式を貫くのかと、こういったところまで踏み込む必要がある、こ

のように考えております。 

そうした検討を進めていく際に、是非お願いしたいことが２点ございます。 

一つは、議論に際しては決してタブーを作らないということであります。これ

まではどんなに活発に議論されていても財源の話になった途端に皆が思考停止に

なってしまいました。消費税は触ってはいけないとか、社会保険方式を維持しな

くてはいけないとか、そうした既成概念を払拭して、政策の選択肢をできるだけ

広くして議論する必要があると思います。 

もう一つは、議論の透明化と情報開示の徹底ということであります。これまで

なかなかコンセンサスに至っていない原因として、現在の制度はどのような状況

になっているのか国民に分かり易く説明してこなかったということが挙げられま

す。社会保障制度は、国民経済、生活に密着している制度でありますから、広く

情報を開示して、オープンな場で多くの国民の納得を得ながら進めていく必要が

あると思います。 

資料の 後に今後のスケジュールをお示してございますが、４月、５月と数回

にわたって、年金を含む社会保障制度改革を議論して、６月の「骨太」に年金改

革の基本方針を盛り込みます。その後、残された課題を審議して、９月には具体

案の取りまとめにとりかかりたいと思っております。 

（坂口臨時議員） 今日は社会保障につきましての考え方をお聞きいただく機会を与

えていただいてありがとうございます。今日は、貝塚会長もお越しいただきまし

てありがとうございました。 

さて、今、年金の話がございましたので、一言、二言触れさせていただいて本

論に入らせていただきたいというふうに思いますが、私、今日ここに御提示をい

ただきました年金の具体的な細かなことをここで決めてもらうのは大変な作業だ

と思うんです。この中でお決めをいただかなきゃならないのは、この骨格になる

ところをお決めいただく。その一つは、やはり国民にとって安心は何か、この③

にありますところを中心にして、その負担と給付の問題をどうするかという骨格

になるところをここでお示しをいただく。もう一つは、そしてでき上がったもの

がどんな形になるか分かりませんが、基礎年金の国庫負担を３分の１を２分の１

にするという問題をどう決着するかという話。そして、先日、私がここで申し上

げました積立金を一体どこまで持つ必要があって、それを持つ必要があるとすれ

ば、どう運用するのか。私は、ここでお願いをしたいのは、その３点だと思って

おります。その間を埋めるようなところは、我々の方でまたやらせていただきま

すから、その骨格になるところを、ひとつここで御議論をいただければありがた

いというふうに思う次第でございます。 

もう時間がございませんから、本論の方に入らせていただきたいと思いますが、

今日、ここに提示させていただきました、ちょっと分厚いのと、ちょっと薄めの

ものと２つございますので、双方をちょっとご覧をいただければありがたいと思

います。 

厚い方の１枚目、資料１というのがございますが、ここにありますのは、これ

は社会保障改革を進めさせまして、いわゆる所得の再分配機能というのが非常に

大事だというふうに思っておりますし、社会保障のセーフティネット機能の維持

が基本である。この１ページの表をご覧いただきますと、下の青い線は、これは

税による改善度でございます。税金によりますところの所得格差の改善度でござ

います。税金の方は 近若干下がり気味になってきております。社会保障では年
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金の成熟等もございまして、上向きになってきております。 

資料２をご覧をいただきますと、左側のこの表は再分配後の所得格差の国際比

較でございまして、日本は大体真ん中辺に現在存在をしている。そして右側の方

は所得再分配効果でございまして、これは税と社会保障と両方を含めたものの比

較でございますが、これは諸外国に比べまして、再分配効果というのは、かなり

日本は低くなっている。こういうことでございます。 

もう１枚、３枚目をおめくりをいただきたいというふうに思っておりますが、

これは社会保障部門の生産波及効果、それから社会保障関係の就業者数でござい

ますが、左側の表は社会保障部門の生産波及効果でございまして、運輸、農林水

産とだいたい同水準のところにございます。1.738 でございまして、運輸が1.790 、

農林水産が1.713、だいたいこの間ぐらいになっています。右側の表は、社会保障

に携わる就業者の数でございまして、赤い下の折れ線グラフは全就業者の伸び率

でございますが、それに比べまして、かなり社会保障の方は伸びてきているとい

うことを示したものでございます。 

それからもう１枚、資料４でございますが、これは、我が国の社会保障給付費

を機能別に見ました場合に、諸外国と比較をしてどうかということでございます

が、上の二つが日本でございまして、アメリカ、ドイツ、スウェーデンとなって

おりますが、ご覧いただきますと、お分かりいただきますとおり、左側の青いと

ころ、すなわち高齢者の部分が諸外国に比べて日本は非常に大きい。そして左側

の赤いところ、家庭ですとか、子育てといったようなところは諸外国に比べて日

本は小さい。家庭の方は大きくて、子育ての方は小さい。こういうことでござい

ます。 

それから、その次の資料５と資料６は、前にもお示しをした表でございますか

ら、これは飛ばさせていただきます。社会保障財源の対国民所得を国際比較で見

ましたときに、決して日本は高い状況ではない。それから事業主負担のところの

国際比較を見ましても、日本はまだそんなに高い方ではない。事業主負担がかな

りの分野を示している国もありますし、ドイツ、アメリカ、日本は、半々程度で

ある。こういうことでございます。 

その次の資料６をご覧いただきますと、これはゼロの線から上の方は、いわゆ

る給付面、ライフサイクル全体で見ましたときに、どう配分されているかという

ものでございます。かなり高齢者のところに大きくなっている。そして、若年者

のところでは義務教育のところで存在をする。それからゼロの線から下の負担の

ところでは、50歳から60歳ぐらいの間のところが様々なことで負担が非常に大き

くなっているということでございます。それからもう一つ、教育等のことで若い

層、20歳から25歳ぐらいのところも意外に負担が増えている。こういうことでご

ざいます。その次の７ページのところは、それを年代別に見まして、30歳代前半、

40歳代後半、70歳代前半と見ますと、給付と負担の割振りというのは、だいたい

こういうことになっているということでございます。40歳代、30歳代前半から40

歳代後半ぐらいにかけまして、負担と給付はとんとんか、少し給付の方が多い、

こういう状況にございます。 

それからもう一枚だけご覧をいただきたいと思いますが、これは勤労者世帯の

家計の現状と将来予測でございまして、これは、一番下が1970年、一番上が2000

年でございまして、社会保険と直接税が1970年に比べますと倍ぐらいに増えてき

ている。こういう表でございます。 

それからもう１ページ、次をご覧いただきますと、これは一番上が2025年を推

計したものでございます。下は2000年でございます。社会保障、税、それから公
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費負担増と書いていますが、これは間接税をこういうふうに表現をいたしますと、

このぐらいになっていけば、やっていけるのではないかということを示したもの

でございます。 

以上が、今日お示しを申し上げました主なものでございまして、基本的な視点

として、今後の課題をまとめて申し上げますと、社会保障が国民生活の安定や経

済社会の発展に果たしている機能、役割は今後とも維持していく必要がある。 

それから、急速な少子高齢化に伴い、増大する社会保障給付を賄うためには今

後ともある程度の負担を求めていくことが必要である。そして、併せて経済社会

の活力が損なわれないよう、また特定の世代の負担が過重なものとならないよう、

給付の見直しと効率化を図って、負担の上昇を極力抑制することが必要ではない

か。結論めいた言葉でございますけれども、そういうことを考えているというこ

とでございます。 

以上、御説明申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは塩川大臣から資料が提出されてお

りますので、お願いします。 

（塩川議員） 私は、色んなことが書いてありますけれども、口頭で説明させてもら

った方が分かり易いと思います。 

一つは、年金の役割というのはどうするのか。先ほど坂口さんの話で所得保障

まで入れると、所得再分配、そんなのまで年金は入るんだろうかという感じなん

ですね。そうではなくて、国民年金が昭和36年にできましたときには、平均年齢

以上に生きた人、その人に対する生活の保障をしてあげるというのが、だから給

付は65歳から始まったんですよ。今でも65歳なんです。ところが、今、おじい、

おばばは、ぐんと増えて平均が80歳なんです。そうするとこんなになってしまい

ますね。この分をどうするかということが年金の悩みだということを、この問題

意識をきちっと持っていてもらわないと駄目だと。年金の役割は何だということ

をきちっとひとつつかまえて、この基本問題をはっきりしないと前に進まないで

すよ。 

その次に大事なのは、保険者というのが８つありますね。こんなことでやって

いる国はないんですね。これを一つにまとめていかないといかんと。どこかで犠

牲は出てきます。アクセスの仕方によって違ってくる。これはしんどくてもやっ

てもらわなきゃいかん。私も役所に「研究せい」と言っているんですね。 

それから３番目は、所得代替率というものがどのぐらいするのか。今、59～60％

なんです。これから生産性の全然ない者に60％保障をしているんですからね。こ

れは大したもんですよ。だから、保険料が高いだけじゃなくて、公的負担がうん

ともっていかなきゃならん。ですから、所得代替率をどのぐらいするのか。私ら

は言いたいことを言いまして恐縮ですけれども、40％で良いんじゃないかと。今、

60％ですからね。59.4％ですから、これを考えてもらわなければいかんと、これ

を前提にしたら話はできないと思うんです。そうしますと、そういうところの代

替率を考えると、保険料をどうするかということと、それからもう一つは、保険

料を据え置いておいても給付を下げようとか、どっちか方法がとれるんですよ。

これは議論してもらわなきゃといかんと私は申します。そうすると、そこでどう

してもかかわってくるのが、保険料の上限はどのぐらいかということですね。先

ほど奥田さんの話でも出ましたように、これから使用者がそんなにもちません。

負担しません。私、中小企業に行きましたら、これはもの凄い負担になっている

んです。ましてや保険料を20％に上げる。今、13.5％でしょう。20％に上げたら、

そんなものは一斉に経営者が断りますよ。そうすると、本人負担は20％もてます
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か。だから、現実的な話をしなきゃならない。今の経済に合った話をしなきゃ駄

目だということなんです。ですから、保険料の上限をどうするか。私は今13.5％、

これを 大上げても15％以上は上げられない。私はそう思います。そうすると、

給付をどうするかということになってくるんです。給付の水準をどうするかです

よ。 

そうすると、もう一つ問題が起こっているのは積立はどうするのかということ

なんです。積立の問題に触れてくるということになりますと、拠出型年金で行く

のか、あるいは給付保障型年金で行くか。今は給付保障型なんです。だから、し

んどいです。これは確定拠出型年金に世界各国そうなっているんだから、その方

向転換にやらなきゃいけないんじゃないかなと。僕は年金の抜本改正を考えたと

きに、さっき言いました５つの問題、これをきちっとしてもらわないと、我々作

業に入れん。そう断言しておるんです。主計局に言ったんです。「おまえらは、

この問題をきちっと考えろ。」と。「こっちはこっちで考えろ。」と。「こっち

はこっちで財務省の案というものを考えてみろ。」と言っているんです。そうで

ないと話ができなくてなっちゃいますよ。どうですか、私の言っているの。 

（坂口臨時議員） かなり古典的な年金観でして、それを私は全部いただく訳にはま

いりませんけれども、しかし、現実にやっていけるようにしなきゃならないとこ

ろは、それは仰るとおりと思うんです。だから、そこは現実にやっていけるよう

にしなきゃならない。だから、国民の皆さん方が少々余分にこの保険料を納めて

でも将来はちゃんとしたものにして欲しいというふうに思うのかどうかというこ

とに、私はかかってきていると思うんです。企業や経営者の負担も大きいですよ。

大きいけれども、諸外国に比べたらまだ低いんです。ヨーロッパあたりはもっと

たくさん出している訳ですから、現在の状況でこれを乗り切っていこうというの

であれば、それは平沼大臣のところとこれは関係してくる訳ですけれども、それ

は全体の生産性を上げてもらわなきゃいけないということと話は連動してくる訳

です。生産性をうんと上げる。今はどちらかといえば、生産性を上げることより

も、人数を減らして、その世代にべらぼうな時間外労働を強いているというのが

現状なんです。この問題も今日はついでだから言いますけれども、これは抜き差

しならない、捨てておけないほどの過重労働になってきておる訳です。これは生

産性向上をして、そして一方においては、それは労働時間というものをある程度

抑えるということをやっていないと、これは少子化対策との関連で、これは全然

駄目なんです。だから、その２つをどうやっていくかということの中で、この年

金の問題も私は考えていただく。今、塩川大臣が仰った、それでは……。 

（塩川議員） 大臣ね。それじゃ、190 兆円からある積立金というのは、この意味は

どうするんですか。拠出型に行くんだったら意味はあります。しかし、190 兆円、

現在の給付型で行くと10年もたないですよ。あとはどうして積んで行くのか。こ

れがいわゆる年金の権利者が総額を見たら2,000 兆円からになってくるんです。

それで積立が190 兆円でしょう。だから、この積立のある間、190 兆ある間に年

金を給付型から確定拠出型に変えるか、あるいは積立金を保険料の中に順次薄め

て使っていくかという、その方針を考えなきゃ駄目だ。積立金を全然考えていな

いということなんです。190兆あって、これを放っておいたままではできないと思

うんです。 

（坂口臨時議員） それはどういう年金制度を作るかということによって、積立金の

問題は変わってくるというふうに思いますから、それは制度の中で一緒に考えて

いただければ良いと思います。 

（塩川議員） 財源だけの問題ではカタはつかんと思っているんです。 
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（貝塚会長） 厚生労働大臣の言われたことに多少補足したいと思います。私、社会

保障審議会をやっておりまして、結局、小渕内閣のときから社会保障の問題とい

うのは出てきました。私自身は、社会保障制度は基本的にはスリムにしなくちゃ

いかんということは間違いないので、ただし、スリム化はもちろんそうなんです

が、ただ、もう一つの条件は確実に保障されているということが非常に重要で、

現在の問題は、いろいろな関係者がおられる訳ですが、結局、確実性に関して、

みんな将来どうなのかという不安を持っているということが一つのポイントで、

やはりそこのところは基本的には非常に重要だということが一つ。 

もう一つは、先ほども言われましたけれども、制度が非常に分立化しておりま

すが、結局、社会保障制度というのは全体としてセーフティネットをきっちり組

み立てるということが非常に重要で、ですから、相互の関係を今までは、医療保

険制度があり、年金あり、介護というのが出てきましたので、これは結構大変な

問題なんですが、そこの全体のネットワークを、相互関係をきっちり考えるとい

うのが非常に重要で、そこのあたりを社会保障審議会の全体の審議会では、そこ

のところをこれから十分考えていきたいということでございます。 

それからあとは、先ほど来、厚生労働大臣が言われましたように、日本では高

齢者のウエイトというのは高過ぎるということが、私もそろそろ高齢者に入ると

ころなんですが、そこのところは色々考えていく必要があって、これは年金の税

制の問題も関係します。年金の給付を受けとる人に関しては、基本的には税金が

あまりかかっていないという状況ですが……。 

（塩川議員） 取ったらよい。 

（貝塚会長） そこは考え直す必要があるしということがあると思います。私から申

し上げるのはあまりあれですが、それから生活保護の制度も昔から全然変わって

いないんです。 後はそこの底辺の部分をきっちり保障するということも極めて

重要で、これもやはり社会保障制度全体の中で、一つの今まで見過ごされていた

ポイントではないかと思います。とりあえず、私が申し上げるのは以上のような

ことです。 

（竹中議員） ちなみに貝塚会長は財政審と金融審も社会保障審議会も全部会長でい

らっしゃいますので、その辺は総合的に御議論をいただけると思います。平沼大

臣、牛尾会長の順番でお願いします。 

（平沼議員） 年金問題の本質というのは、民間保険がこれだけ発達してきた中で、

国として強制的に負担を求めて、引退後の 低限の生活保障をしなければならな

い範囲はどこまでなのか、これを確定することにあると思います。次世代を含め

て国民に強制的に参加させる以上、それだけの負担をしても、なお公的年金制度

があった方が良いという納得感が得られなければ、強制保険としてはもはや機能

しないのではないか、こういうふうに思います。現に存在する450 兆円ですか、

積立不足は、これまでのように単なる保険料の値上げで補うということに、これ

は経済産業省の立場で言うと、ある意味で企業の存立、そういったものにも関わ

る問題ですし、若い勤労世代へのツケ回しを意味して、立ち行かないという危険

性を孕んでいると思います。坂口大臣が言われたように、企業の生産性を上げる

とか、そういうことはもちろんやらなければいけないことでございますけれども、

ヨーロッパが非常に水準が高いということですけれども、今、特にヨーロッパの

国々では、むしろ保険料の引下げということが欧州内の産業の競争力を確保する。

こういうことで 大の課題になっていることも事実な訳でございます。ですから、

今、申し上げたような点も踏まえまして、まず国家として保障する給付規模のあ

り方にナショナル・ミニマムとしての給付水準、こういうものをしっかりと議論
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してやっていかないといけないと私は思っています。 

（牛尾議員） 僕は塩川大臣に非常に感触的に近いんですが、やはり高度成長と団塊

の世代を中心に若者の社会で成長してきた日本が、団塊の世代が今トップバッタ

ーは56歳ですから、今後大量に年金対象者になるんですね。そういうときに、従

来の高度成長と若者の社会の時代を想定した制度というものは変わってくるだろ

う。激変的に変わらざるを得ないと思うんです。 

（塩川議員） もたないですよ。 

（牛尾議員） 出生率も依然として増えないし、今、大臣が仰った、この制度をこの

まま続けて欲しいと団塊の世代以上の人は言っている訳です。彼らは一生懸命働

いてきたという自負があるし、しかも彼らは、平均から上の人というのは、払い

込んだ分の３倍ぐらいが返ってくる訳ですから皆そういう希望を言うだろう。し

かし、若い人は全く、40代、30代になると今のままじゃ保険そのものが無意味だ

という気持ちになってしまう。これを成り立たせようとすると、相当激変しない

と、かつての15％、10％成長していた時代から０％の時代に、先行きもそうなん

ですから、やはり国民年金制度というのは相当劇的に変わることを覚悟しないと

いけない。微修正じゃ無理ですね。 

今日、イトーヨーカ堂の伊藤さんが、自分たちの苦労から比べると現代の日本

人というのは何もかも恵まれて、本当に感謝の気持ちすらないところに問題だと

いうことから、今日の第１日目の「私の履歴書」が始まるんですけれども、確か

に相当良い状態にある社会ですから、そういう意味では、できるだけ自立型のも

のをきちっとして、年金や、今、生活保護の話まで出ましたけれども、年金、生

活保障、医療をワンパッケージであらゆるものを国が面倒をみる部分というのは、

小限どうするかということを真剣に考えないといけない。その場合、保険の対

象も大胆に減らさないと駄目だと思うんです。一部の金持ちを除いてはという発

想でなくて、こういう部分にだけ 小限のことを保障するというふうに思い切っ

た対象も変えないといけない。社会も少子高齢社会ですから、男女ともに70歳ま

で働くことを前提にしないと、この国は成り立たないようになってきていますか

ら、年金も家族当たりから、１名当たりに変わってこなきゃならないし、対象を

相当絞る必要がある。 

（塩川議員） セーフティネットですよ。 

（牛尾議員） そうです。現在は、僅かな微修正で上手くやろうと思うのは無理で、

相当劇的に変わらないと経済の先行き10年間ぐらいを考えるとほとんど成長は望

めない訳ですし、しかも人口はどんどん減ってきて、団塊の世代が250 万だった

のが、今は120 万まで落ちているんです。半分以下になった訳ですからね。しか

も、凄い競争に晒されている訳ですから、やはり我々政府の役割というものは、

底辺で 小限に困っている人にはセーフティネットを張るけれども、あとの人に

は若干落ちることも覚悟して頑張るしかしょうがないということを劇的に見てい

かないと、微調整でこういうことは成り立たないということを僕は申し上げたい

と思います。 

（塩川議員） 全く一緒ですわ。年金とは何かから、根本から考えてもらわなきゃあ

かん。 

（小泉議長） どこまで保障するかというのは、スウェーデンとかカナダというのは

生活保護はなくて、そして年金も税金を投入する部分は限られているでしょう。

ところが、日本は生活保護はある。高所得者にも税金が入っている。それを両方

考える必要があるんじゃないですか。 

（貝塚会長） ですから、全体としてセーフティネットというのはどうあるべきか。
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それでその負担をどうすべきかで分立していて、やはり問題はあるということは

確かです。このところを相当整理して、全体として一体社会保障は何が提供でき

るかというところが、それで負担はどの程度であるべきだという話じゃないかと

いうふうに……。 

（塩川議員） 今、巨大な積立金があるんだから、この積立金をうまく使ってアクセ

スをとっていくということを、方向転換の財源に使うということを考えてもらい

たいと思っているんです。このままじゃとてもやっていけませんよ。 

（坂口臨時議員） 年金も働いている人たちの年金はたくさんありますけれども、農

林漁業だとか、御商売をなさっている皆さんの国民年金は５万円ですから、この

基礎年金なら基礎年金を充実していくというのも一つの方法だと思うんです。だ

いたい、今、５万円ぐらいですから。だから、そうしたことをどうしていくかと

いうことも考えに入れていかなきゃいけない。 

それともう一つ、色々意見が出ましたけれども、現在、50歳代、50歳後半の人

たちは、今までも年金を貰えるものという前提のもとに将来設計を立ててきてお

る訳です。その皆さん方に明日からこれは無くなるよという訳にはいかない。だ

から、改革は必要ですけれども、それは段階的に徐々にそれが変わっていくよう

にしてあげないと、今まで、こういうことでやりますと国が約束をしてきたこと

は、明日から変えますよという訳にはいかない。私はそう思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。今日は定刻に終わらなければいけませんの

で、取りまとめをさせていただきます。今日そもそもの目的は、年金に関して論

点を整理して下さいということを民間議員にお願いして、非常に詳細な論点につ

いてのペーパーが出ております。それで、まず民間議員ペーパーの中で、１ペー

ジ目にある基本的な視点、「活力」、「持続可能性」、「安心」、それと「世代

間の公平」、「世代内の公平」、「社会経済の変化（少子化等々に対応する）」

これは皆さんの意見と一致していると思いますので、この６点は是非御確認をさ

せていただきたい。 

それで、次回なんですけれども、今日は論点として、実は坂口大臣の方から、

これこれの３点について、特に私としては期待しているというお話がありました。

塩川大臣から５点について、この点が重要だというお話があって、塩川大臣御自

身の意見もございました。そうした点を踏まえて、さらには、これは貝塚会長か

らございましたし、総理も仰いましたが、生活保護との関連はどうなるのか。平

沼大臣、牛尾会長が仰ったナショナル・ミニマムをどう考えるか。坂口大臣が仰

った基礎年金の充実というようなことが基本的な視点ではないか。そういう点を

踏まえて、次回、民間議員の方から、この論点すべてという訳にはいきませんか

ら、今、申し上げたような重要な点について、こういう点に立つべきではないか

という具体的な提案をしていただきたいと思います。それをやはり基本的な諮問

会議の立ち位置にしていきたいと思います。 

（塩川議員） あんた方のはちらし寿司みたいに何でも入っているから、一回整理し

てもらわなきゃあかん。 

（竹中議員） 時間がほとんど無くなったんでありますが、ちょっと経済情勢等につ

いて、福井総裁の方から短観等々何かございましたら、手短にすみませんがお願

い申し上げます。 

（福井議員） 極めて簡単に申し上げます。まず、３月末の金融市場ですけれども、

日銀の当座預金残高は30兆9,000 億円で史上 高のものを達成いたしました。そ

の結果、市場は全く波乱なく年度末を越えました。ただ、株価だけがちょっと不

安定になっておりますけれども、これは３月21日までの株価が戦争の短期終結シ
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ナリオというのを余りにも強く織り込んでいる。その反動が少し出ている。ある

程度予想されたことだと思います。 

それから、今日新しい短観が出ていまして、御手元にこんな簡単な紙をお届け

いたしておりますが、今日の夕刊を見ておりますと、「業況判断後退」というふ

うな見出しがちょっと強く出過ぎている。この短観の紙の一番上のグラフでご覧

いただきましても、下の数字でご覧いただきましても、私どもは短観で見る企業

の業況判断は大企業、中小企業ともほとんど変わっていないというふうに見てい

ます。昨年の12月以降ほとんど変わりはない。しかもマーケットが事前に予想し

た短観の数字とほぼ同じでございます。したがって、市場もあまり変わっていな

いというふうに見ている。これが正確なところです。 

２枚目を見ていただきたいんですが、一番大事な企業収益、これは経常利益の

ベースですけれども、2002年度のほぼ終わった数字と2003年度の計画が出ており

ますが、これはご覧のとおり、大企業、中小企業、製造業、非製造業とも全部プ

ラスと。したがって、売上がほとんど伸びないのに、経常利益のベースで見る限

り、かなりの収益が上がっているし、2003年度も収益を上げる自信をある程度企

業は持っている。こういうことが言えると思います。ただ、これと対照的に下の

設備投資額というものがあまり強くありません。経常利益が出れば、設備投資額

はもっと強くなっていいんですけれども、このところがまだ余り強く出ていない

ということであります。これは恐らく経常利益が表に出ても、 終利益が引き続

き非常に小さい。つまり、過去の過剰設備の償却負担、借金返済負担がかさんで

いるということと、株価下落に伴う損失処理というふうなことで利益がかなり飛

んでいること等が背景にある。したがって、新規の投資に向かうところまで、ま

だ思い切って踏み込めない。こういうことだと思いますが、それでも、この2003

年度の設備投資額というのは大企業製造業がようやくプラスに、出発点からプラ

スに出てきているということと、それから中小企業の製造業、非製造業がマイナ

ス11％、マイナス15％から始まっていますが、これは中小企業の統計の癖で短観

の新年度の設備投資計画について、 初の短観で出ますときには大体低い数字か

ら出て、ずっと上方修正でいきます。マイナス11％、マイナス15％というのは、

今の時点ではそんなに悪くない数字だというふうに見ております。 

以後、イラクの戦争がどうなるかということが、したがって、非常に注目され

るということでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 後に総理何かございますでしょうか。 

（小泉議長） 今日の議論を詰めていただければ。３月危機はまた凌ぎましたけれど

も、いつも「危機、危機」と言われましたけれども、これからも気を抜かないで

宜しくお願いします。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上）
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