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平成 15 年第７回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2003 年４月１日(月) 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） 
○ 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行われた。 
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○国と地方のあり方の改革に向けて 
（竹中議員） 「基本方針 2002」で、本年６月を目途に国庫補助負担金、交付税、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。片山大臣。 
（片山議員） 資料「三位一体改革の進め方について」に基づき説明したい。「基本的な

考え方」だが、三位一体改革は、国・地方を通ずる行財政改革として大きな意味を持
つが、同時に、総理が言われる「地方にできることは地方に」との観点がある。合理
化、効率化、行政整理だけではない。地方を強くする。地方にできることはやらせる
観点が重要である。 

   税源移譲等による地方税の拡充規模がポイントだ。そうすれば、地方の歳入構造は
地方税中心になり、国の補助負担金や地方交付税への依存率が減るので、自立的な財
政運営ができる。現在、地方交付税の不交付団体は都道府県では東京都だけ。市町村
は 104、特別区が 23 で、合計では 128。日本全体で3,300 弱の地方団体がある中で、
如何に不交付団体が少ないかだが、これは税源移譲が仕事に比べて不十分だと見るこ
とができる。 
地方税の拡充だが、税源移譲をすると、例えば、東京や大阪は増える。鳥取や島根

は増えない。地域の経済力に格差があり、税収に格差が出るのは当然なので、財源を
均てんする財政調整の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減らす。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。また地方譲与税の譲与比
率を変える。さらに、法人事業税は全国の事業所に関係があり分割する、分割基準を
見直す。 

   （２）国・地方の役割分担と地方財源保障の必要性について。我が国の行政の仕組
みは、国が法令等により制度を決め、地方が実施する。国と地方が一体となり内政を
推進している。国・地方を完全に切り離し、国は国、地方は地方ということに日本は
ならない。アメリカとは違う。例えば、経済対策でも、公共事業、単独事業を行い景
気回復を図っている。道路なども、単独事業が国の５か年計画に全部入っている。公
共投資基本計画で 630 兆円と決まっているが、その中には全部単独事業が入っている。
単独事業は地方が勝手にやっている事業ではない。社会保障もそうだ。年金、医療の
一部を除けば、社会保障は全部地方がやっている。教育も、国から補助が出ているの
は義務教育中心で、高等学校は経常費の助成等を除けばほとんど地方の財源で実施し
ている。治安も防災もそうだ。地方が国の補助負担金を受けずに行うことは、地方が
勝手に行っていることではない。警察・消防、高校、清掃、戸籍事務等に係る関係は、
ほぼ地方単独の施策。下水道や、土地改良も、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。単独事業は別個のものではなく、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。是非、御理解いただきたい。それ以外の純粋な単
独事業も、それはそれで意味がある。 

   ３ページ。財政面での裏付けとして地方財政計画を国会に提出し、審議を経ている。
その中には国庫補助事業と地方単独事業が入っている。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。もちろ
ん一部には地方債の元利償還を補てんすることもあるし、事業費補正であらかじめ見
ることもあるが、主に地方債による。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。これが今の仕組みだ。もしこれを止めるなら、国
が要請する基本的な行政サービス水準が維持ができなくなり、行政として目的達成が
不可能となる。 
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   それから、国と地方の役割分担がまず必要だとの議論があるが、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。修正の必要はあるとしても、今、
地方分権改革推進会議での御議論を頂いているが、一応の整理が 12 年度の地方分権
一括推進法で行われ、５次にわたる地方分権推進委員会の勧告に基づいて行われてき
た。機関委任事務は、地方分権一括推進法で 247 が法定受託事務として残ったが、
298 が自治事務 になった。法定受託事務で残っているのは、例えば、国政選挙、パ
スポートの発行事務、２級河川や指定区間内の国道の管理等である。機関委任事務は
上下関係で、知事や市町村長を国の出先機関の長とみなし、権限を国の指揮監督の下
に発揮するというものだったが、法的受託事務は、対等の関係で受けるもので、247
件ある。それ以外は自治事務だ。国と地方の役割分担は整理できている。一方で、そ
うであっても地方は自主的にやっていないとの意見もある。しかし、それは国の補助
金、負担金でひもを付けているからだ。国庫補助負担金の廃止・縮減等により役割分
担が一層明らかになる。 

   ４ページ。（３）国民の視点等。中長期的な地方分権の将来ビジョンだけ議論をし
ても何も事が進まない。諸井委員会の最終報告を踏まえ、今回は三位一体改革をやる
ことで全体が進むし、中長期の地方分権の将来ビジョンの策定にもつながる。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月までなの
で急いで行う。国庫補助負担金整理には財務省の協力が要る。 

   三位一体改革を行い地方でやれるようにするのが、結局は透明性を高め一番効率的
だ。霞ヶ関の役人が決めるのではなく、住んでいる住民が自分でやるからだ。また、
スピーディ。陳情、検査を受ける手間など、ちょっとした補助金でもすごく時間と費
用がかかる。止めるべきだ。そこで国庫補助負担金の廃止・縮減。これをやらないと
三位一体改革は進まない。３つ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、全体を左右する。昨年六月の「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ことが閣議決定された。是非よろしく
お願いしたい。 
  国の補助負担金には負担金と補助金がある。負担金は、国、地方の両方に関係ある
から両方が金を出し合う。額が大きいのは、教育と社会保障と公共事業だ。義務教育
費国庫負担金が経常費の国庫負担金では一番大物で３兆 600 億円あった。15 年度予
算で 2,200 億弱一般財源化したので、残りは2.8 兆円。３大臣覚書で、「改革と展望」
の期間中の平成 18 年度までに全額について検討を行うことになっている。それ以外
の経常費の国庫負担金は社会福祉が中心だが、3.5 兆円。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よう抜本的な見直しが必要だ。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、重点的に検討する必要がある。もう一
つ大きいものは、公共投資の国庫負担金で 2.5 兆円。根幹的な事業に限定する必要が
ある。私は、将来は補助事業は無くし、直轄事業と単独事業だけで良いと思う。今は
補助事業が大きなウエイトを占めている。国の負担が 2.5 兆円というと、事業費は５
兆円以上。特に公共事業の中で、市町村への補助が約 2,900 億円あるが止めたらよ
い。また、補修、修繕、局部改良に係る補助が 1,200 億円あるが、これも原則廃止・
縮減し、どうしても困るものだけ残す。特に、今、道路特定財源がオーバーフローす
るので、何年か前から 7,000 億円交付金で出している。当時の建設省と自治省でひ
もを付けない道路財源に充てるための金で、補助金でなくて交付金にしたが、実際は
補助金と同じだ。国が箇所付けまで行っている。こういうものを地方に税源移譲し、
7,000 億円を目的財源として道路財源に充てればいい。今の１件１件の審査と箇所付
けがなくなれば相当の行政改革になる。 
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 国庫補助金の方は、国が必要とするものを出すということで奨励的補助金というが、
できる限り廃止・縮減する。例外扱いのものを除き、2.9 兆円ある。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。去年私が出した片山プラン
では、約７割の削減と書いたが、例えば、平成 16 年度に 2.9 兆円の２割を削減、平
成 17 年度に３割、平成 18 年度で４割を削減し、合計で約７割削減とする。 

   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
備費は、地方団体の事務として定着しているが、これは細々と補助を出し、チェック
をする必要がないので、場合によっては 16 年度で全部一般財源化すればよいのでは
ないか。職員設置費は 500 億円、法令施行事務費が 400 億円、施設の運営設備整備
費などが約 1,000 億円、全部合わせて約 2,000 億円を一般財源化すべきだと考える。 

   今後の進め方について。昨年末、官房長官より「国と地方に係る基本方針」が閣議
で口頭の御報告があった。報告の中で、各大臣が責任をもって具体的な検討を行うこ
とが指摘された。したがって、国庫補助負担金の削減についての数値目標を設定し、
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考え
ている。ただ、補助金が無くなっても、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、地方の自主財源にすることを決めている。 

   税源移譲を含む財源配分の見直しは、去年の片山プランで述べたように、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、つまり、消費税と
所得税という基幹税を国から地方への財源移譲等で抜本的に拡充する。具体的には、
所得税から地方の個人住民税へ移すものが約３兆円、比例税率でフラットにしたらど
うか。現在、消費税と地方消費税は４対１で分けているが、地方の１を２にすれば約
2.5 兆円。個人住民税均等割も、必要なら見直して応益性の空洞化に対応する。こう
した取組みにより、当面、国税：地方税を１：１を目指す必要がある。仕事は、地方
が 63～64％、国が 36～37％だ。国税：地方税はおおむね 60：40 で、補助金が 12 兆
円以上、国から地方に行っている。そもそも、国税で取るのを止め地方税にし、補助
金を止めれば、国の財政には中立だ。税を地方税に移し補助金を止めれば、手間がそ
れだけ減る。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。 

    地方では、超過課税や法定外税などの課税自主権の活用が一つの課題。できるだけ
課税自主権を活用できるような環境整備が必要だ。例えば、標準税率のあり方の見直
しはできるだけ拡充の方向で検討する必要がある。８ページ、良い税源は所得と消費
と資産で、主なものは国税と地方税で既に法定税目とされているので、どうしても課
税自主権で超過的なものをやっても落穂拾いになる。課税自主権の活用で確保できる
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。地方税収の1.3 ％
だが、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ものが大きい。法定
外税は約 300 億円弱で、両方合わせても 1.4％だけだ。 

   「４ 地方交付税の改革」では、国の補助負担制度や法令基準を通じた国の関与を
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
み合わせることで地方財政計画全体の規模の抑制になり、地方財源不足の縮小と借入
金依存からの早期脱却ができる。今年は 18 兆円を交付税特会が交付税を支出してい
るが、これは出口。交付税特会に入った法定率分は 11 兆円で、赤字地方債を６兆円
出している。経常的な収支政策は国も大変だが、地方も大変だ。 

    税源移譲で得るプラスと国庫補助負担金を止めるマイナスと、これらに対応して交
付税総額をどうするかが決まってくる中で、できるだけ地方の自主財源比率を高める。
まず税、その次は交付税で、国庫補助負担金の比率を下げていくことが必要だ。 

   次に、財源保障機能と財源調整機能について、税源移譲等により地方税を拡充する。
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63～64％分の仕事をやっているので 63～64％の税源をもらえるなら、財源保障を交
付税に期待しなくともよい。ところが、実際は全体の４割しか税を貰っていない。だ
から、その差額は交付税で埋めざるを得ない。財源保障と財政調整を分けようといっ
ても分けられる訳がない。今、一定の規模の財源が必要だが、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だ。だから全体が財源保障。ただ、税が多い
ところは交付税が少なく、税が少ないところは交付税が多いから、この大小が財政調
整だ。これは不可分一体だ。頭の体操みたいに分ける議論は、理屈としてはあるが、
事実上成り立たない。成り立つとすれば、全部 63～64％の税源移譲が必要だ。その
中で余っている東京都から鳥取県や島根県に持っていくなど色々操作ができる。 

   地方債に対する国の関与については、平成 18 年度から許可制を廃止し原則自由化
する。地方債の元利償還のうち一定のものを交付税で見ている部分は、国の景気対策
として国の政策を行う代わりに、元利償還を交付税で一部みることになった。これは
今、順次縮小している。地方債全体は財政投融資制度全体の中で議論すべきだ。公的
資金全体、あるいは公的資金以外を含め議論していただければいい。三位一体の話で
突然出てくるのは、理解に苦しむ。 

   交付税の算定の仕組みの見直しについては、交付税の需要額を圧縮すると同時に、
地方に税収増加のインセンティブを与えるので留保財源率を５％引き上げた。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。標準的な行政を国の指示や
法令や補助金や色々な基準に基づいて行うものを財源的に保障するよう基準財政需
要はできている。そこから、標準税率、基準財政収入を引いているので、それを少な
くしてもらうことが算定の簡素化になる。事業費補正は順次縮小している。小さい団
体の経費が割高になるので、交付税を割増する段階補正も 14 年度から見直しをして
いる。 

   10 ページ。地方分権推進計画における国庫補助負担金の整理、合理化の基本的な
考え方が示されている。負担金と補助金と２通りある。負担金は、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。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・縮減する。これは平成 10 年の閣議決定に基づくもの。 

   11 ページ。15 年度の普通会計ベースで国庫補助負担金を整理した。 
   今日は、具体的な補助金、負担金の話はせず、総論だけ話すが、いずれにせよ、各

論をもって、経済財政諮問会議の案、あるいは内閣府と財務省と総務省の案として各
省に提示し、各省大臣のリーダーシップ、イニシアチブでそれをまとめてもらわない
と実現できない。ここまで打ち上げて何もしない訳はいかない。不退転の決意で是非
宜しくお願いする。我々は打って一丸となってやる気なので、財務省もひとつよろし
く御協力をお願いしたい。財務省にプラス・マイナスはない計算である。 

（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を見た。私が見れば、こ
れは違いではない。やりたくないために違いを強調しているように見える。「地方に
できることは地方に」、補助金・交付税・税財源移譲の改革を三位一体でやる。総論
では一致しながら違いばかり挙げている。大した違いではない。まず三位一体のどこ
からやるか。税財源の移譲を行い、そこで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考えるべき。陳情ばかりで、国にばかり
税金を陳情している現状を改革する。 

（片山議員） 政府内部で国庫補助負担金から進めるべきだ。税源移譲になると他にも調
整が必要になる。 

（小泉議長） どこかで踏み出さないといけない。三竦みになり、違いばかり強調して抵
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抗の理由に使われる。どこか一歩踏み出すべきだ。そして、他のものを三位一体で取
り組むんだ。 

（塩川議員） 分権が進んでいない。分権が進まないと、財源の議論にならない。片山議
員の話は財源の問題ばかりだ。 

（片山議員） 分権は進んでいる。 
（塩川議員） 分権は進んでいない。必置義務をどうするのか。行政のスリム化や分権の

処置がきちんとしないと財源の分けようがない。法定受託事務では、地方に下ろした
ものが随分ある。国が負担している補助金、負担金、交付税で算定される基準財政需
要額をトータルで地方へ落とす。すると、分権と同時に財源も移行する。そういう手
法をとらないと分権は進まない。分権を進めると中央省庁の役人の仕事がなくなる。
このリストラ対応で行き詰まってしまう。だから、行政改革と合わせて、権限を地方
へ移す。その財源はどんどん譲っていく。補助金削減からまず手を付け、それに伴っ
て財源が行く。その財源は税源で行くという手法になる。 

（片山議員） １２年の地方分権一括推進法で権限移譲等は行われたが税源移譲を行わな
かったことに地方の不満がある。新しい分権をやるのも結構だが、まず分権の全部が
ないと動かないというのは、何もしないと同じだ。 

（塩川議員） そのときに分権していない。 
（片山議員） １２年に行った分権一括法を見て欲しい。 
（塩川議員） 名前を付け替えただけだ。 
（片山議員） 補助金が付いているからだ。 
（塩川議員） それを切ったら中央省庁の役人の仕事が無くなる。双方で持合いをしてい

る。地方と国の間は切れない訳ではない。少しずつ補助金などを残している。 
（小泉議長） 総論では変わらない。各論をやらないと。 
（片山議員） 固有名詞で一律にやるべきだ。 
（塩川議員） どれだけの分権をするかをはっきりさせ、その費用はどんどん財源を譲る。 
（竹中大臣） 本間議員。 
（本間議員） 民間議員資料を説明したい。両大臣のお話を伺っていて虚しさを感じる。

両大臣の見解の相違は、歴史上何回も繰り返してきたことで溝が埋まっていない。昨
年６月７日の総理指示は、三位一体でということだった。総理はそれ以前にも、不交
付団体は半分くらいとか、昔は三百諸侯でやっていたと仰っていた。こうした指示や
御発言を受けて、経済環境が激変する中で、場当たり的、弥縫策的な対応では済まな
いという問題意識でこれまで議論してきた。例えば、片山大臣のお話で出てきた国と
地方の役割分担についても、12 年に決定されたことだけでは済まない。 

（片山議員） 地方分権推進計画は閣議で決定したものであり、善し悪しは別だ。 
（本間議員） 交付税の問題も、基準財政需要額と基準財政収入額の差から求められる出

口ベースの額と、国税５税の一定割合とされている入口ベースの額との乖離が起これ
ば、基本に戻り議論すべき。 

（片山議員） 法律で書いてある。 
（本間議員） それにもかかわらず、問題が手付かずになってきた。６月にはまとめなけ

ればならない。自分のところは手を付けず、相手に譲歩を迫るのでは解決にならない。 
（片山議員） 交付税を含めて全体をやろうと言っている。 
（本間議員） 交付税に触れず、税源移譲を強調している。財務省の側は、交付税の改革

が先だと主張されている。そこをどういう具合に、具体的に解決の方向に向けていく
かを詰めなければ前に進まない。あと２か月だ。どのように建設的な議論をするか。
国と地方が一体となって歳出効率化を進めると同時に、国の関与をできるだけ地方か
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ら切り離すスタンスで改革議論を組み立てるべき。 
   地方税については、課税自主権の活用も三位一体改革とは切り離せない。また、過

去のストックの清算を、国と地方で一体となって議論をすべきだ。地方分権改革推進
会議と経済財政諮問会議が、こ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作業を急ぐべきだ。 

（塩川議員） ６月まではまずやれるところから。次第にスリム化する。しかし、中央省
庁が権限を譲らない。 

（小泉議長） それをやらせればいい。 
（塩川議員） 各省大臣の問題になってくる。 
（小泉議長） それをやろう。 
（吉川議員）  私も財務大臣の考え方に賛成だ。国民の目から見ると、時代の変化の中で、

こういう事業は国がやらずにそろそろ地方の自主的判断に任せた方がよいというも
のがある。義務教育がそうだが、所管官庁の合意が要る。地方の自主的判断に任せる
べきものを洗い出すべきだ。 

（片山議員） 義務教育には国も責任があるので、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、細かいことまで金で縛る必要はない。 

（塩川議員） そこを譲らない。教育の分野でも全部補助と結び付けている。私は切れと
言っても切らない。いつまでも分権できず財源も動かない。 

（吉川議員）  財務大臣と総務大臣のお話に大きな違いはない。 
（片山議員） 認識は違わない。 
（本間議員） 補助金はきちんとする必要がある。問題は、税源移譲と交付税改革をどの

ように結びつけながら具体化するか。そこがセットになっていないと、三位一体改革
はできない。 

（塩川議員） 個々の補助金の総額で 1.1 兆円の税源を財務省から地方に譲るという総額
ははっきりしている。しかし、どの権限が移るのか分からないと出せない。分権推進
を主計局に言っているが各省がなかなか譲らない。各省大臣がその気にならないと。 

（牛尾議員） 総理の御指摘のとおり、意見に大きな差はない。手順さえ考えれば解きほ
ぐす道はある。やり方を決める必要がある。このまま持ち帰っても駄目だ。 

（片山議員） 地方分権推進委員会案を下敷きに、財務省と内閣府と総務省で案を作り各
省に提示をする。 

（牛尾議員） ３つが重なって仕組みを決めないと。 
（片山議員） 案は役所がつくり、諮問会議で意見を聞き、各省に答えを出してもらう。 
（牛尾議員） 具体化する方法を詰めるべき。 
（塩川議員） それはある。地方分権会議の中で具体的な課題がある。社会保障問題でも

具体的項目があり、事業が明示されている。どれが分権できるか相談してもらう。 
（片山議員） ３省で案を作るべき。 
（塩川議員） 各省で案が出ないから言っている。総理から声をかけていただく。 
（片山議員） 案を作り、総理から各省にも言っていただく。 
（塩川議員） 諮問会議で案を出すべきではないか。 
（片山議員） 事務方に指示したら良いではないか。 
（塩川議員） 簡単ではない。役人同士ごっちゃだ。 
（小泉議長） ごっちゃなところをほぐして出せ。 
（塩川議員） そのとおり。諮問会議が、各省に対して、分権会議の提言項目について回

答を求めてはどうか。 
（片山議員） 案はできる。総理からも言っていただく。 
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（小泉議長） 分権会議で出してください。 
（片山議員） 総理が言うべき。案を出して。 
（小泉議長） 事務局がまとめて作って下さい。 
（塩川議員） そうしないと前へ進まない。 
（水口議長代理） 総論の方向は分かっている。地方分権改革推進会議で論点整理をした

ときは、世論は非常に高く評価した。これは総論だったから。各論に入ったら各省庁
と意見が合わない。三位一体改革案を６月には総理に提出したい。 

（牛尾議員） そちらでまとめるということか。 
（小泉議長） どこが反対しているのか出して欲しい。 
（牛尾議員） まとめる前に議論しよう。 
（水口議長代理） 学識経験者の意見は既に聞き、３日には財務省、総務省から聞く。 
（塩川議員） さしずめ６月までに。 
（水口議長代理） やります。 
（片山議員） ３省庁による具体案が必要だ。 
（水口議長代理） 具体案を出して、諮問会議の御意見を聞きながら進めたい。 
（本間議員） 最終報告は６月初旬か。 
（水口議長代理） 案は、５月中にはまとめたい。 
（本間議員） 諮問会議に報告して頂き、議論させて頂くということか。 
（水口議長代理） そのとおり。 
（竹中議員） 取りまとめたい。よく聞いて欲しい。 
   第一に、内閣が一丸となって抜本的にやる。違いを強調せずに、合意点に取り組む。 

第二に、各論をしっかりやる。もう各論に進む。中身は、何をやるかは後で整理す
るとしても、総務省と財務省の次官ベースでしっかりと原案を詰め、民間議員代表の
本間先生に加わっていただき、具体論、各論を詰めて、当会議に諮っていただく。そ
ういうやり方しかないだろう。その具体案の中身だが、負担金・補助金の削減から入
ることが昨年から議論し合意されており、その裏には分権、権限移譲がある。 

（塩川議員） 権限と財源と一緒にしなければ駄目だ。 
（竹中議員） 負担金・補助金の削減では、権限移譲も、当然、議論しなければならない。

そのための具体的素材をしっかり出す。 
   ここまでは、去年までの合意事項でもあるが、第三に今日、総理から税源移譲を具

体的に議論し、そこから出てくる矛盾点を突いて突破口にできないかとの話があった。
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。同時に、交付税改革につい
ては、引き続き、総務大臣に御検討いただきたい。 

   第四に、各論では、詰めるべき事項がある。例えば、単独事業の性格、地方財政計
画の位置付け、交付税の財源保障、財源調整の機能などである。今日議論されたこと
を集約すれば以上のようなことかと思うが如何か。 

（片山議員） 各論の詳細は検討する。 
（竹中議員） もちろん、そのとおり。 
（片山議員） 交付税は見直す。必要以上にやっているが、交付税の性格は受け身のもの

だ。地方一般財源の足らざるを埋めている。基本を御理解願いたい。現状では地方一
般財源の総量がかなり足りない。 

（竹中議員） 総理から税源移譲という話も出たので、しっかり議論し、同時に申し上げ
たようなこともお願いしたいという趣旨である。 

（牛尾議員） 両省次官と本間議員で原案を。 
（小泉議長） 両省次官と民間議員代表で詰めて、各論に入って欲しい。幾つでもいい。
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踏み込まなければ駄目だ。 
（塩川議員） 具体的に数項目やれば、イメージも分かるだろう。 
（小泉議長） どこが抵抗するかが分かる。 
（竹中議員） 申し上げたように取りまとめたい。５月には、はっきりと姿を示す必要が

あり、できれば４月末ぐらいに、少なくとも経過報告を各次官との協議結果を本間議
員から御報告いただきたい。 

（片山議員） 国会開会中ということもあり、６月には、しっかりしたものを出さねばな
らない。 

            （片山議員・水口氏退室） 
（竹中議員） 社会保障制度改革の議題に移りたい。前回、医療制度、年金資産運用につ

いて審議したが、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
について御議論いただきたい。有識者議員。 

（奥田議員） 資料「年金制度改革に関する論点整理」に沿って御説明したい。 
   まず、年金制度の現状だが、少子高齢化の進展、経済の長期低迷の中で、制度の持

続可能性への不安が高まっている。将来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、就業形態の多様化、経済社会の変化に、制度が十分
に対応できていないことが、未納・未加入や世代内の不公平問題につながっている。 

   次に、年金制度改革の視点を６点示したい。我々民間議員が、特に重要と考えるの
は、①～③で、キーワードは、「活力」、「持続可能性」及び「安心」の３つである。 

   （１）経済社会の「活力」の維持では、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だ。その上で、社会保障関係支出のウエイトを
検討する必要がある。また、経済活力維持の観点で補足すると、現役世代と企業負担
はできる限り抑制し、働く意欲と企業活力を阻害しない制度とすることが最重要であ
る。 

   （２）財源のあり方では、「持続可能」な年金制度では、少子高齢化の最初のピー
クを迎える 2025 年でも、経済社会との関係で持続可能な制度が必要だ。そこで、持
続可能な負担レベルの考え方と、それを担保する制度や財源のあり方について論点整
理した。負担レベルでは、昨年末の厚生労働省案で、厚生年金保険料 20％乃至 18％
と提案されたが、税負担や他の社会保障制度との関係もあり、これで持続可能なのか
どうか十分検討すべき課題だと考える。また、持続可能な制度のあり方として、給付
水準の維持が良いのか、保険料固定が良いのか。保険方式か税か。税ならば財源はど
うするのか。これらについて諮問会議は大きな方向性を示さなければならない。 

   （３）年金が保障すべきリスク、保障すべき「安心」の中身だが、これは、年金制
度を再構築する基本哲学となる。特に、重要なのは、制度体系として、１階部分と２
階部分の役割をどう定義付けるかだ。これを明確にできれば、給付水準、財源、１階・
２階のウエイト等が決まってくる。検討の際には、医療、介護、雇用なども含めた社
会保障全体や、財政も含めた政策全体で、効率的に国民の安心を確保するとの視点が
重要である。 

   （４）「世代間の公平」の確保では、何といっても早期に改革を実施し、給付抑制
を図ることが重要だ。既裁定者も含め給付調整を考える必要がある。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、年金課税についても
見直しの検討が必要だ。 

   （５）「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
要だが、専業主婦の問題なども検討する必要がある。 

   （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、国
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際化、ここでは外国人労働力について取り上げている。 
   最後に、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。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た。また、各種団体が具体的改革提案を出しており、制度の問題
点、論点は随分前から周知されている。今回、諮問会議で取り上げ、集中的に議論す
る意義は、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、方向性を示すことである。具体的には、社会保障制度と経済との関係、給付
と財源のあり方、より根源的な問題として、どこまで社会保険方式を貫くのかで、こ
うしたところまで踏み込む必要がある。 
そうした検討の際に是非お願いしたいことが２点ある。 

   一つは、議論に決してタブーを作らないことである。これまでは、いくら活発に議
論しても財源の話になると思考停止に陥った。消費税は触らないとか、社会保険方式
を維持するとか、既成概念を払拭し、政策の選択肢をできるだけ広く議論すべきだ。 

   もう一つは、議論の透明化と情報開示の徹底である。これまでコンセンサスに至っ
ていない原因として、現行制度の状況を国民に分かり易く説明してこなかったという
ことが挙げられる。社会保障制度は国民経済、生活に密着する制度であり、広く情報
を開示し、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べきだ。 

   資料の最後に、今後のスケジュールを示したが、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、６月の「骨太」に年金改革の基本方針を盛り込
む。その後、残された課題を審議し、９月には具体案の取りまとめにとりかかりたい。 

（竹中議員）坂口大臣。 
（坂口議員）今日は社会保障の考え方をお話したい。年金の話が出たので、一言触れてか

ら本論に入りたい。御提示の年金の具体的な詳細をここで決めるのは大変だろう。む
しろ、ここで決めるべきは骨格である。第一に、やはり国民にとって「安心」は何か
という問題で、負担と給付の問題の骨格を示していただきたい。第二に、基礎年金の
国庫負担を３分の１から２分の１に引き上げる問題をどう決着するか。第三に、先日
申し上げたとおり、積立金を一体どこまで持つ必要があり、どう運用するのか。この
会議にお願いしたいのは、この３点だ。 

   本論に入りたい。資料編をご覧いただきたい。資料１は、所得再分配機能は非常に
大事だと思っており、社会保障のセーフティネット機能を維持するのが基本だ。税に
よる所得格差改善は、最近若干下がり気味だが、社会保障では年金の成熟等もあり、
上向きになってきている。資料２左表は再分配後の所得格差の国際比較で、日本は中
くらいだ。右側は所得再分配効果で、諸外国に比べ、日本の再分配効果はかなり低い。   
資料３は、社会保障部門の生産波及効果と就業者数である。左側が生産波及効果で、
運輸・農林水産と同水準である。右表は就業者数で、全就業者の伸び率に比べ、社会
保障の方がかなり伸びている。資料４は、機能別社会保障給付費の国際比較で、「高
齢」関係が諸外国に比べて日本は非常に大きい。家庭、子育ては小さい。資料５は、
社会保障財源の対国民所得比の国際比較だが、決して日本は高くはない。事業主負担
も同様である。事業主負担が重い国もあるが、独、米、日本はほぼ半々である。資料
６は、ライフサイクルでみた給付と負担である。かなり高齢者の給付が大きい。若年
者でも義務教育が大きい。横軸の下側の負担では、50～60 歳ぐらいが負担が非常に
大きい。教育等で若い層、20～25 歳ぐらいも意外に負担が増えている。資料７は、
年代別のモデル試算である 30 歳代前半から 40 歳代後半でも、負担と給付はとんとん
か、少し給付の方が多い。資料８は、勤労者世帯の家計の現状と将来予測で、社会保
険と直接税が 1970 年に比べ倍ぐらいに増えてきている。将来見通しでは 2025 年を推
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計した。社会保障、税、公費負担増を示したが、このぐらいであればやっていけるこ
とを示している。 

   今後の課題では、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。また、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。併せて経済社会の活力が損なわれないよう、特定世代の負担が過重にならな
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あ
る。 

（竹中議員） 塩川大臣。 
（塩川議員） 口頭で説明したい。第一に、年金の役割をどうするか。所得再分配まで年

金の機能なのか。国民年金の昭和 36 年創設時には、平均年齢以上の人の生活保障が
主眼で、給付は 65 歳開始だった。しかし、今でも 65 歳開始だ。今は平均 80 歳。こ
の分が年金の悩みだという問題意識をきちんと持たないと駄目だ。年金の役割を明確
に、基本問題をはっきりしないと前に進まない。第二に、保険者が８つある。こんな
国はない。一つにまとめないといけない。しんどくてもやるべきだ。第三に、所得代
替率が 59～60％ある。生産性のない者に 60％保障している。だから、保険料が高く
なり、公的負担も大きくなる。所得代替率は 40％で良いのではないか。すると、保
険料、給付水準のどちらか方法がとれる。第四に、保険料の上限をどうするか。これ
からは使用者負担増は望めない。中小企業ではもの凄い負担だ。保険料を 20％に上
げたら、経営者が負担しない。本人負担で維持できるだろうか。現実的な話をすべき
だ。保険料は今 13.5％で、これを上げても 15％ぐらいでどうかと思う。そうすると、
給付水準をどうするか議論になる。第五に、積立の問題。拠出型で行くのか、給付保
障型か。今は給付保障型だから、しんどい。確定拠出型に世界各国は移行しており方
向転換が必要ではないか。５つの問題をきちんとしないと作業に入れない。主計局に
も案を考えろと指示している。 

（坂口臨時議員） かなり古典的な年金観で、全部いただく訳にはいかないが、現実的に
やれというのは御指摘のとおりだ。国民の皆さんが、少々余分に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思うかどうかにかかっている。企業負担も大
きいが、諸外国に比べれば低い。ヨーロッパではもっと出しており、現在の状況で乗
り切るなら、全体の生産性上昇とも連動する。今は、生産性向上よりも、人数を減ら
して多大な時間外労働を強いている。非常に過重労働になっている。生産性向上を図
り労働時間を抑制しないと、少子化対策との関連でも駄目だ。その中で、この年金問
題も考えるべきだ。塩川大臣のお話だけではどうか。 

（塩川議員） 190 兆円の積立金はどうするのか。拠出型に行くなら意味がある。しかし、
現在の給付型では 10 年もたない。あとはどうして積むのか。年金の権利者総額は
2,000 兆円で、積立額が 190 兆円。この積立のある間に年金を給付型から確定拠出
型に変えるか、あるいは積立金を薄めて使っていくか、方針を考えるべきだ。積立金
を全然考えずに放置はできない。 

（坂口臨時議員） どのような年金制度を作るかで、積立金の問題は変わってくる。 
（塩川議員） 財源だけの問題ではカタはつかんだろう。 
（貝塚会長） 補足したい。小渕内閣のときから社会保障問題が出てきた。私自身は、社

会保障制度は基本的にはスリムにすべきと思うが、確実に保障されていることが非常
に重要だ。現在の問題は、確実性について不安があることが一つのポイントだ。もう
一つは、制度が非常に分立化しているが、社会保障制度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、医療保険、年金、介護の全体の



 

 12

ネットワーク、相互関係をきっちり考えるというのが非常に重要であり、考えていき
たい。それから、日本では高齢者のウエイトが高過ぎる。税制とも関係する。年金の
給付を受けとる人に関しては、基本的には税金が余りかかっていないという状況で考
え直す必要があると思う。 

（塩川議員） 取ったらよい。 
（貝塚会長） 生活保護も昔から全然変わっていない。底辺の部分をきっちり保障するこ

とも極めて重要だが、社会保障制度全体の中で今まで見過ごされてきたポイントだ。 
（平沼議員） 年金問題の本質は、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最低限の生活保障をしなければならない範囲はどこまで
なのかを確定することにある。次世代を含めて国民に強制的に参加させる以上、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。450 兆円の積立不足を、これまでのよう
に単なる保険料の値上げで補うことは、ある意味で企業の存立にもかかわる問題だし、
若い勤労世代へのツケ回しを意味して立ち行かない危険性を孕んでいる。企業の生産
性向上も大事だが、ヨーロッパでは、むしろ保険料引下げが産業競争力確保の最大の
課題になっている。まず国家として保障する給付規模のあり方、ナショナル・ミニマ
ムとしての給付水準をしっかりと議論すべきだ。 

（牛尾議員） 塩川大臣に非常に近い。団塊の世代は 56 歳からだが、今後大量に年金対
象者になる。従来の高度成長と若者の社会の時代を想定した制度は激変せざるを得な
い。 

（塩川議員） もたない。 
（牛尾議員） 出生率も依然として増えない。制度の存続を団塊の世代以上の人は言う。

一生懸命働いてきた自負もあるし、払い込んだ分の３倍ぐらいが返ってくるので当然、
希望を言うだろう。しかし、若い人は、今のままでは保険そのものが無意味だという
気持ちになる。二桁の経済成長は見込めない時代に、国民年金制度は相当劇的に変わ
ることを覚悟しないといけない。微修正では無理だ。「私の履歴書」で、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が問題だと言っている。確かに相当良い
社会だから、できるだけ自立型のものをきちんとして、年金、生活保障、医療をワン
パッケージに、国が面倒をみる部分を最小限どうするかを真剣に考えるべきだ。その
場合、保険の対象も大胆に減らさないと駄目だろう。一部の金持ちを除くという発想
でなく、こういう部分に最小限を保障するというように思い切って対象を変えないと
いけない。社会も、少子高齢社会で、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るから、年金も家族当たりから１名当た
りに変わるべきだし、対象を相当絞る必要がある。 

（塩川議員） セーフティネットだ。 
（牛尾議員） そのとおり。僅かな微修正で上手くやるのは無理だ。劇的な変化が要る。

大きな経済成長は望めないし、人口も減少する。しかも凄い競争に晒されている。政
府の役割は、最底辺で困っている人にはセーフティネットを張るが、あとの人は若干
落ちることも覚悟して頑張るしかないだろう。 

（塩川議員） 全く一緒だ。年金とは何かから、根本から考えてもらいたい。 
（小泉議長） スウェーデンやカナダでは、生活保護はなく、年金も税金投入は限られて

いる。しかし、日本では生活保護はある。高所得者の年金にも税金が入っている。両
方考える必要があるのではないか。 

（貝塚会長） 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、その負担をどう
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すべきか、で分立していて問題がある。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、負担はどの程度であるべきという議論だろう。 

（塩川議員） 今、巨大な積立金があるので、この積立金を上手く使って方向転換の財源
に使うことを考えてもらいたい。このままではとてもやっていけない。 

（坂口臨時議員） 働いている人たちの年金はたくさんあるが、農林漁業や自営業の皆さ
んの国民年金は５万円であり、基礎年金の充実も一方法だろう。それと、現在、50
歳後半の人たちは、年金をもらえるとして将来設計を立てている。明日から無くなる
という訳にはいかない。改革は必要だが、段階的に徐々に変わるようにすべきだ。国
が約束してきたことを明日から変えますという訳にはいかない。 

（竹中議員） 取りまとめたい。年金の論点整理を民間議員にお願いし、非常に詳細な論
点ペーパーが出ている。１ページ目の基本的視点、「活力」、「持続可能性」、「安心」、
「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）」は、
皆さんの意見と一致していると思う。御確認いただきたい。坂口大臣から３点、塩川
大臣から５点の御指摘があった。さらに、貝塚会長、総理から、生活保護との関連の
御指摘、平沼大臣、牛尾会長からナショナル・ミニマムの御指摘、坂口大臣からの基
礎年金の充実という御指摘などを踏まえて、次回、民間議員から、重要点について具
体的提案をしていただきたい。 

（塩川議員） 色々入っているから、一回整理して欲しい。 
（竹中議員） 経済情勢等について、福井総裁からお願いしたい。 
（福井議員） ３月末の金融市場だが、日銀当座預金残高は 30.9 兆円で史上最高を達成

した。その結果、市場は全く波乱なく年度末を越えた。株価だけがやや不安定だが、
戦争の短期終結シナリオを余りにも強く織り込んでいた反動が少し出ている。ある程
度予想されたことだ。今日、新しい短観が出た。新聞等では、「業況判断後退」とい
う報道ぶりだが、データをご覧いただくと、我々は短観で見る企業の業況判断は大企
業、中小企業とも昨年 12 月からほとんど変わっていないと見ている。マーケットが
事前に予想した短観の数字とほぼ同じである。一番大事な企業収益だが、経常利益の
ベースで、2002 年度と 2003 年度の数字は、大企業、中小企業、製造業、非製造業と
も全部プラスとなっている。売上はほとんど伸びないのに、経常利益のベースでは、
かなりの収益が上がっている。2003 年度も収益を上げる自信をある程度持っている
と言える。ただ、設備投資額はあまり強くない。恐らく経常利益が上がっても、最終
利益は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
嵩んでいることと、株価下落に伴う損失処理など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、新規投資に向かうところまでまだ思い切って踏み込めない
ということだと思う。それでも、2003 年度の設備投資額は大企業製造業がようやく
プラスになる。中小企業の製造業、非製造業は、マイナス 11％、マイナス15％だが、
統計の癖で短観の新年度設備投資計画は、最初の短観では低い数字から出て、ずっと
上方修正される。マイナス 11％、マイナス 15％は、今の時点ではそんなに悪くない
数字だと見ている。イラクの戦争の推移は非常に注目される。 

（竹中議員） ありがとうございました。最後に総理。 
（小泉議長） 今日の議論を詰めていただきたい。３月危機はまた凌いだ。これからも気

を抜かないでよろしくお願いしたい。 
（竹中議員） どうもありがとうございました。 


