
平成 15 年第 23 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 23  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 11 月 18 日(火) 16:30～18:36 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同    麻生 太郎 総務大臣 

同    谷垣 禎一 財務大臣 

同    中川 昭一 経済産業大臣 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 集中審議① 

(2) 郵政民営化（今後の論点項目） 

3．閉会 

（説明資料） 

○国民の信任に応えるために（有識者議員提出資料） 

○年金改革のおもな論点（「検討の場」より） 

○年金改革について（谷垣議員提出資料） 

○医療制度改革について（谷垣議員提出資料） 

○年金改革について（中川議員提出資料） 

○年金改革のあり方（有識者議員提出資料） 

○年金制度改革・社会保障制度改革について（坂口臨時議員提出資料） 

○国民の期待に応え、成果のみえる三位一体改革の実現に向けて（有識者議員提出資

料） 
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○三位一体改革の考え方（谷垣議員提出資料） 

○「三位一体の改革」の基本的方向（麻生議員提出資料） 

○国庫補助負担金の改革について（麻生議員提出資料） 

○主要な論点項目（竹中議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 それでは、ただいまから今年23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。 

○今後の改革への取組み姿勢について

（竹中議員） 今日から制度・政策改革のための「集中審議」ということになります。

第１回目は大きく年金・社会保障の問題、それと三位一体の改革を議論させてい

ただきます。また、 後に郵政の民営化についても、論点を少し御審議いただき

たいと思っております。年金・社会保障に関しまして、坂口大臣に今日はおいで

いただいております。 

各論に入ります前に、総論として今後の改革への取組姿勢につきまして、牛尾

議員から発言を求められておりますので、よろしくお願いいたします。 

（牛尾議員） 資料の一番初めに、「国民の信任に応えるために－新段階に入った構

造改革－」というペーパーを有識者議員４人で出しました。これは、今日は選挙

の後の初めての諮問会議でありますが、総裁選挙で党の中で構造改革をめぐって

大変に議論があって、それが新聞報道されて、国民に改革というものが相当身近

なものになってきた。 

その後、今度は総選挙で構造改革というものが、マニフェストという言葉もあ

る種我々の方としては公約実行ということもあるけれども、やはり、この総選挙

というのは、国民の構造改革とその実践というものの意識が目まぐるしく変わっ

て、新聞を通じて改革に対する期待は非常に質量ともに増えた。 

その小泉政権の構造改革への説明と期待というものが量的にも質的にも高まっ

てきて、その結果、国民から小泉内閣は信任を受けたわけですね。これは明らか

に総理がおっしゃった「芽」を「木」に育てる、それも２年間で、調整期間中に

かなり大胆にスピードを早めるということが明確に発言されたわけでありますが、

やはり総裁選挙前にセットされた改革の骨組みとか、2003年の骨太もそうですが、

その辺の骨子のベースと選挙後に国民が期待しているベースというのは相当違っ

てきている。従来どおりのスピードでやると本当にツースモール、ツースローと

いう感じの印象を与えかねないところがあるので、相当思ってきって、ここにも

書いておりますように、行政も考え方を変えないといけない。 

行政の改革を変えるためには、やはり大臣、副大臣、国民から信任されている

政治家である大臣が行政の意識を変えないといけないのでありまして、従来も検
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討程度に書いてあったことを具体的に実践に入るというふうに切りかえていかな

いと、国民の期待は、どの新聞を見ても小泉政権の改革は支持するけれども、遅

過ぎるというのが非常に多く出ているし、少な過ぎるというのも出ているのであ

って、その辺のところを今回の集中審議を通じて、新段階に入った小泉構造改革

というものを強力に推進する決意の考え方を考えていかないといけない。従来の

セットをリセットするぐらいのつもりで、従来のバージョンをバージョンアップ

するつもりでなければ国民の信託を負えないし、やがて参議院選挙がすぐ来るわ

けですから、国民の審判というものはかなり厳しいものがあるということを痛感

するために、これからの改革で従来の延長線上のテンポではまずいなということ

を考えました。 

そういう点で今日これから議論するテーマ、年金も三位一体もそうであります

が、「官から民へ」の加速についても、民でやるものは民へということは非常に

国民の共感を得ておりますから、民間の経済活動で官が阻害するものを徹底的に

排除をして規制撤廃、民営化というものもわかりやすく、しかもスピーディーに

やることが大事だし、中央政府、地方自治ともに民間へのアウトソーシングをす

ることが非常に大事だろう。 

国から地方も、地方のことは地方に任せるんだという総理の発言は非常に共感

を得ているわけですから、16年度予算でも、地方に渡すための地方に対する補助

金なんかも相当目に見える形で実現をし、税源移譲もやり、具体的なものを見せ

ていかなければいけない。抽象論ではもうだめだと。簡素で効率的な政府という

のも、16年度予算でこれから議論されるわけですけれども、やはり14年度にやっ

たように、無駄ものを６兆円削って、必要なものを３兆円増やすぐらいの気持ち

をもう一度取り戻さないといけないんじゃないか。６月ごろにやったことをもう

一回見直すことをこの集中討議で考える必要があるのではないか。 

持続可能な社会保障制度は、今日これから議論しますけれども、これもあらゆ

る総合的な局面から、国民負担率ということを考えながら、どう議論するかとい

うことがテーマになっていると私は思います。そういう点で一番申し上げたいの

は、総裁選挙前と党で議論した総裁選挙、国で議論した衆議院選挙の後、国民の

改革に対する期待は大幅に変わっている。より高い、より早い、より規模の大き

いものを期待することになったという事実に鑑みた対応をする必要があるのでは

ないかということを申し上げたかったのが、有識者議員の提案の内容であります。

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。総論として、さらに改革を一層加速させよう

という御意見でありますが、この総論に関して、特にコメント等々ございますで

しょうか。改革加速に向けた思いは非常に強く、皆さん同じだと思いますので、

ぜひそのための集中審議に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、この集中審議、新段階に入った小泉改革の重要な第一歩となります。

この成果については、予算編成の基本方針や「改革と展望」に今後反映していく

ことになると思います。内閣として改革への強い意思を示していくことが求めら
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れておりますので、改めてですけれども、御協力をぜひよろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは早速年金・社会保障の重要な各論に入っていきたいと思います。年金

につきましては、坂口大臣試案、厚生労働省案、もう既に皆さん御承知だという

ことを前提に効率的な議論をお願いしたいというふうに思っております。 

その年金改革の主な論点、検討の場での議論の御紹介を兼ねて、まず本間議員

に御説明をお願いいたします。 

（本間議員） それでは「検討の場」において、関係府省の次官、諮問会議からは私

が出席をして検討してまいりました状況を簡単に御説明させていただきます。そ

れぞれのテーマにつきまして、これから活発にご意見がでると思いますので、私

の方からは、計数的な部分について集中的にお話をさせていただきたいと思いま

す。 

基本論点は２つであります。１つは、 終的な年金額と保険料の水準をどのよ

うに設定をするか、それからもう一つは、基礎年金の考え方でございますけれど

も、国庫負担割合とその中身についてどのような考え方を今後適用するのかとい

うことであります。 

２ページをお開きいただきたいと思います。青い部分は政府部内で合意が成立

していないところ、それから赤い部分のところについては合意したところという

形で色分けをしております。「検討にあたっての前提」でございますけれども、

ここには大きな哲学的対立がございます。フランクな言い方をいたしますと、１

つは、欲しい年金水準をどのように確保するかという安心重視型、あるいは給付

重視型の考え方、それからもう１つは、払える年金水準という考え方から、活力

あるいは持続可能性を強調する負担重視型の考え方であります。この２つの考え

方について計数的な問題も含めて様々な議論されたということであります。 

しかし、その給付負担水準の関連事項として、次の２点においては合意が成立

をいたしております。保険料を 終的に一定水準で固定する方式ということは、

これはやっていこうということ。それから第２番目は積立金の水準、これは坂口

大臣の御提案でございますけれども、2100年有限均衡方式で考えていくというこ

とであります。 

次のページを広げていただきたいと思います。その考え方を 終保険料率及び

給付レベルという観点で整理しまして、これは厚生労働省に試算していただいた

テーブルでございます。 そこで挙げられております保険料率、これは想定する

範囲を20％、18％、16％、この三通りを掲げ、そして給付調整及び保険料の引き

上げ速度を標準的なもの及びそれを加速化する形で引き上げるというスピードの

問題であります。 

受け取る給付レベルについては、これは現役時代のときに比べて、どの程度の

保障をするか、こういうレベルの問題であります。欲しい年金水準ということで

は、 終保険料率20％の案がそれに該当しておりまして、このように負担が大き

ければ、国庫負担が２分の１の場合には所得代替率が54.7％となります。これは
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現在の59％に比べて、ほぼ１割カットの水準が想定されます。 

   16％の案と対比させてみますと、この場合は基礎年金の国庫負担を２分の１に

引き上げましても、所得代替率は40％台の前半になると、こういうことでありま

すし、保険料引き上げのスピードアップをしてまいりますと、それが幾分改善を

するというのがこのシミュレーションの意味するところであります。 

ここで実は注意深く考えなければなりませんのは、給付レベルのカットが小さ

ければ小さいほどよいというのは、錯覚であるということでありまして、負担水

準と給付レベルというのは比例的な形にならざるを得ません。持続できる、ある

いは払えるという水準の１つのインディケーターとしましては、潜在国民負担率

というものがございます。これは 終保険料率20％で所得代替率54.7％を維持す

るということになりますと、63％程度の潜在国民負担率になります。さらには、

医療・介護の現物給付の部分がございまして、これらを含めた総合社会保険料と

いう観点で言えば、35％弱ぐらいの水準に達します。これを払える水準と考える

のかどうかということが１つ大きなテーマであろうと思います。 

それからもう一つの注意すべき点は世代間の格差の問題であります。ここには

数値は掲げておりませんが、厚生労働省の資料の中にあろうかと思います。いず

れにいたしましても、現役世代の中における世代格差の問題、これから生まれて

くる方々との間での格差の問題、既裁定者、既に年金を受給されている方々とこ

れから受給される方々との格差の問題がこの20％、54.7％というレベルではかな

り大きくなるということであります。 

また、ライフスタイルの差によって、かなり給付レベルというもの自身の妥当

性というものも実は差があるということを認識する必要性があろうかと思います。

ここでは夫婦で妻が専業主婦の場合の所得代替率を54.7％と書いておりますけれ

ども、仮にその夫と生涯単身で過ごした同級生との関係を比べてみますと、単身

でずっと生涯を暮らした者は39％の保障になる。このようにライフスタイルに対

して、かなり非中立的な効果を伴う改革案をいかにこれからの変化の時代の中で

位置づけていくかという問題が一つ大きなテーマだろうと思います。 

それから基本論点のⅡであります。これは国庫負担の位置づけの問題でありま

す。これは御承知のとおり、現在は高所得者にまで一律に国庫負担を投入する形

になっておりますけれども、これについては差をつけるべきではないか、こうい

う考え方が出てきております。つまり、低所得者に対して重点配分し、高所得者

については調整すべきと、こういう考え方が、各種団体等も含めてかなり広範な

意見として出てきたわけであります。それに対して制度全体を通じて２分の１に

すべき、現行制度を維持すべき、こういう考え方もございまして、まだ収束をし

ていないということであります。 

それからもう１つは、２分の１の引上げの考え方でありますけれども、安定的

な財源、払える財布がなければ２分の１への引上げは前提にできない、こういう

御議論がございます。これは財務省がそういう立場でありますけれども、この場

合は安定的な財源として何を念頭に置くかという問題が出てきます。 
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それからもう１つは、税制改革等による財源の捻出にあわせて４～５年で２分

の１に引上げる。この場合は、その移行期において、どのような手当をしていく

かということが大きな論点であるということであります。その他の周辺的な問題

については、これはまたこれからの御議論の中で必要であれば、私の方から説明

をいたします。 

私の方から今のところ以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは資料を提出しておられる議員からお

願いいたします。谷垣大臣お願いいたします。 

（谷垣議員） 坂口大臣に対して厚生労働省案の取りまとめの御努力に関してまず敬

意を表したいと存じます。私の方からは、厚生労働省の案に対して３点、コメン

トをとりあえずさせていただきたいと思います。 

まず１ページをお開きください。「年金の給付と負担の水準」ということであ

りますが、この問題は、結局、国民全体から見て甘いとか辛いとかということは

あり得ない問題で、違いがあるとすれば、年金の給付、負担の大きさ、ひいては

終的には政府の大きさをどう考えるかという問題だということになると思いま

すが、私は我が国の公的部門のあり方として大きな政府を指向するのではなく、

潜在国民負担率50％程度にとどめるという目標に向けてできるだけ努力すること

が必要であると思っております。公的分野の中で 大の支出分野である社会保障

の水準を適正なものにすることが何より重要ではないか。国民経済と整合的な制

度としなければ、社会保障制度自体が持続できなくなるというふうに考えており

ます。年金は社会保障給付の５割以上を占めており、また給付と負担を同時に決

定することが可能でございますので、その水準を適正にすることが決定的に重要

になると思います。 

この参考１のところをごらんいただきたいと思いますが、厚生労働省の御提案

では、年金給付の水準を現役世代の所得に対して54.7％というふうにされている

わけでありますが、2050年に現役1.4 人で高齢者１人を支えるという超高齢社会

を考えますと、こういう社会においては、現役世代の手取り収入の55％を高齢者

に支給するには、現役世代の手取り収入を100 とすれば、年金のためだけに手取

り収入の約４割相当の額を保険料、それから税として直接・間接に負担をしなけ

ればならないことになります。それ以外にも年金以外の税とか、保険料の負担が

あります。こういう規模の公的年金が国民経済との関係で持続可能と言えるのか

大いに懸念するところでございます。 

いずれにせよ、持続可能な制度とするためには、今回の改革と負担水準を意識

しながら、給付水準を考えることが何よりも重要だというふうに考えております。

次に制度に対する国民の信頼の回復ということでございますが、２ページをご

らんいただきたいと存じます。今回の改革で頻繁に見直しを繰り返す必要のない

制度を構築するということが一番大事ではないかと思います。今回提案された保

険料を固定して、給付をマクロ経済に合わせてスライドさせる仕組みは、スウェ

ーデンの年金改革で導入された仕組みの一部であって、重要な御提案だと思いま
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すが、この仕組みが持続可能であるためには、当然のことながら、経済前提等が

多少振れても持続できる仕組みとなっているか否かが重要でございます。その意

味で厚生労働省の案では、給付水準の調整は名目額を下限とするとされておりま

すが、これでは物価が下落する場合、または物価上昇がほとんどない場合には調

整が行われないことになります。また、給付水準に下限を設定しておられますが、

これでは恒久的に持続可能な制度と言えるのかという懸念がございます。 

いずれにせよ、制度改革に対する若者の理解を得るためには、団塊の世代の受

給が始まる前に、給付抑制の更なる早期化を行う。それとともに、過去期間の給

付債務についても、更なる早期の抑制に取り組むべきではないかと考えておりま

す。 

なお、既に制度に仕組まれている自動物価スライドにつきましては、制度の実

行性に対する信頼を確保するため、本来水準までの引下げを直ちに実施する必要

があると存じます。 

それから３ページでございますが、国庫負担について申し上げます。財務大臣

は国庫大臣、すなわち国庫の管理責任者でございますが、国の蔵と書きますので、

蔵に金がたくさんあって、そこから金が出てきて、国民に配られるというような

印象を与えがちでございますが、私が国庫を引き継いだときには蔵に金があるど

ころか、既に約450 兆円の借金があるだけでございまして、いずれにせよ、この

借金は国民の借金、国民全体の負担ということでございます。 

我が国の年金制度は、社会保険制度、すなわち保険制度に参加して基本的には

保険料を納付した者に対して給付が行われる仕組みで、その中で国民全体の負担

である国庫負担をどう投入していくか整理が必要でございます。現在の国庫負担

は、基礎年金の一定割合を一律に入れておりますが、参考２の図のイメージのよ

うに高所得者の高齢者に対する税金の投入は見直すべきであると考えておりまし

て、これは総理のおっしゃる税金の非効率な使い方をなくすということにもつな

がるのではないかと思っております。 

国庫負担の引上げ問題については、初めに引上げありきということではなくて、

年金全体と一体的な検討が必要でございます。また、安定した財源の確保が前提

となる問題であります。具体的な財源を確保せずに引上げるということになれば、

持続的な制度を提案したことになりませんで、将来世代に不安を与えるだけにな

る。そこでこの問題は、財源負担する層がどうなるかによって意味合いが異なっ

てくるということもございます。誰に負担を求めるのか、例えば企業か、個人か

などについても、そのことを明示しながら保険料の場合との関係も含めて議論す

る必要があるのではないかと考えております。 

なお、国民の負担増を考えるときには、現行制度のままでも高齢者の増加など

に伴いまして、社会保障全体で公費負担は毎年約１兆円ずつ増加して、財政上も

大きな構造問題となっていることも認識しなければならないと思っております。

いずれにしても、今回の改革では、給付と負担のバランスを確保して、将来世代

に引き継いでいける持続可能な制度を築くことが求められておりますので、引き
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続き十分議論してまいりたいと思っております。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（谷垣議員） 医療制度改革も今でよろしいですか。 

（竹中議員） それでは先に御指摘ください。 

（谷垣議員） 医療制度改革につきましても、ペーパーをお出ししておりますが、医

療制度改革に向けての対応としては、「基本方針2003」に盛り込まれました制度

改革を加速いたしますとともに、16年度は歳出改革、社会保障改革の柱として診

療報酬、それから薬価等の引下げに取り組んで医療費の増を抑制する、それから

国民負担、患者保険料、国費、これの軽減を図ることが必要であるというふうに

考えております。特に診療報酬、薬価等の改定については、３点が重要であると

考えております。 

第１に、診療報酬本体について、「基本方針2003」にあるとおり、近年の賃金・

物価動向を踏まえたコストの見直しの観点から相当規模の引下げを行うことでご

ざいます。 

２番目は、薬価等について市場実勢価格を踏まえた引下げ等の見直しを行うこ

とであります。 

３点目は、全体を抑制しながら、今年３月に閣議決定した基本方針に沿って診

療報酬体系の見直し、メリハリづけ、保険の範囲の見直しといったことを行って、

効率的で質の高い医療を確保すること。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、中川大臣お願いします。 

（中川議員） 私はこの大きないろんな色の紙１枚で御説明をさせていただきたいと

思います。ポイントは、負担可能な範囲内での持続可能な給付水準の設定と、保

険料負担、つまり企業、勤労者でございますけれども、そして国庫負担、これの

バランスということが大前提であろうということはもう既にお話に出たとおりで

あります。 

そこで、厚生労働大臣の御提案の中での我々としてあえて１点特に申し上げた

いのが、仮に厚生年金保険料を20％に上げた場合の企業負担10兆円、個人負担10

兆円ということになるということの悪影響でございます。国際競争力への影響、

雇用への影響、個人消費への影響、それが経済の活力、厚生年金加入者の減少、

国民年金の空洞化、現在でも大きい問題であります空洞化の問題、もっと言えば、

勤労意識、あるいはまた日本で企業経営をすること自体の意識の減退ということ

になって、まさに活力を損なうということに対して、我々としては非常に重大な

関心を持っているということであります。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、民間議員からペーパーがありま

す。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） それではお手元の「年金改革のあり方」という有識者議員のペーパー

について申し上げます。 

まず第一に保険料率の抑制ということでございますが、今回の年金制度改革で

は、負担を将来世代が担えるレベルに抑制するということが も重要だと考えて
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おります。社会保障は支え手があってこそ初めて成り立つものでありまして、経

済の成長なくして持続可能な制度には決してならないということは明白でありま

す。 

厚生労働省案の20％の保険料率では、経済の活力が失われます。また結果的に

未納・未加入がさらに増加して、制度の根幹が崩れかねない、このような考え方

もできるわけであります。こうした状況の中で、今回の改革では、制度のあり方

を根本的に見直して、 終的な保険料率は現状を極力上回らないように抑制すべ

きであると考えます。その水準について、資料では16％程度と書いてございます

が、経済界の実情ではこれも重い、この数字でも重い、そういうことが考えられ

ておりまして、私自身この民間議員の４人の中で15％を主張したんですが、15％

はだめだということで16％になったということでございます。実際はもっと低い

数字が、13.58 ％でそのまま抑えろと、そういう線も出ているわけでございます。 

それから次に給付の抑制でございますが、持続可能な年金制度を構築するため

には、既に年金を受給している人も含めて給付を抑制する必要があります。その

際には、低所得者に十分配慮して、高所得者中心に少なくとも国庫負担分は所得

に応じて削減すべきである、このように考えております。 

次に、給付水準のモデル世帯でございますが、現行の専業主婦世帯だけをモデ

ルにするのではなくて、今後起こってくるであろう当然の共働き世帯も加えるべ

きである、このように考えております。 

それから、基礎年金国庫負担２分の１への引上げということについて、これは

安定的な財源を確保しつつ４、５年で達成することが望まれるということでござ

います。 

次に、女性の就労に中立的な制度とすべきであること。それから１枚めくって

いただきまして、「６」は未納・未加入者問題ということでございます。厚生労

働省の数値目標を達成するには、私どもはパスポート、あるいは自動車免許証等

の交付要件にするなど、強力な対策を講じなければ、とてもこの未納・未加入者

問題は解決できない、こういうふうに考えております。 

「７」でございますが、社会保障の全体像についてでございます。年金改革を

決定する際には、社会保障全体の将来像が必要であります。財源が限られている

中で政府が果たす必須の役割が何かということを考えまして、給付を重点化、効

率化していく必要があります。 

また負担水準についても全体を見なくてはならない。ちなみに年金保険料が

20％の場合、2025年度を計算しますと、潜在的な国民負担率は内閣府の試算でも

63％という大きな数字になっております。 

次に「８」でございますが、今回の改革で成案を得られない残された課題につ

いて、これもできる限り早期に審議して、結論を得るということが重要だと思い

ます。 

以上が民間議員資料の説明でございますが、経済界の立場から少しお話をさせ

ていただきたいと思います。 
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景気は 近ようやく明るさが見えつつあると思いますが、日本の企業各社では

グローバル競争の拡大、あるいは市場の急速な変化に対応するために厳しい計画

を進めております。日本に立地する企業は税負担、それから人件費負担、土地エ

ネルギーコストがもともと高いわけでありまして、その中で税負担については中

川大臣の資料にもございますが、国際競争力維持に向けて15年間で法人税を約7.5 

兆円下げていただいておりますが、しかしながら、厚生年金保険料は１％で法人

税率の２％強の費用負担に相当するということになりまして、これが20％まで引

上げられれば、将来約10兆円の負担増になりまして、減税効果を相殺してしまう

ということになります。 

また、保険料の企業負担は実質的に人件費負担でありますから、これが引上げ

られれば、厳しいグローバル競争で価格転嫁がとてもできない状況の中では、人

件費の中で調整せざるを得ないというのも実態でございます。日本経団連と日本

商工会議所で 近とったアンケートでも、保険料率が20％に引上げられれば、大

半の企業が雇用、あるいは賃金調整を実施せざるを得ない、こういう答えが出て

おります。また、大企業の３割は人件費負担の少ない海外への移転加速を検討す

る、こういう答えも出ております。こうした企業が置かれている環境、あるいは

年金を含む社会保障制度全体でとりやすいところからとったり、また給付の非効

率があると思われる状況では、経済界はとても保険料率の引上げを受けることは

できない、こういう意見でございます。 

なお、この点につきましては、また経済４団体の代表で陳情に参りたいという

ことでございます。 

少子高齢化の更なる進行、それから巨額の財政赤字の中で負担をできる限り抑

制していくためには、年金と医療と介護、これをパッケージで改革して、全体の

効率を高めて給付をスリム化する、こういう必要がございます。加えて、かねが

ね総理がおっしゃられているように、歳出削減を一層進めるということを大前提

にして税方式、例えば消費税の活用、さらには自助努力を支援するスキームを一

体設計して、総合的に国民の安心を確保していくということが求められるところ

であります。 

それから、これは後に坂口大臣が触れられるかどうかわかりませんが、65歳ま

での段階的な定年の引上げ、また希望者全員を対象とした雇用延長制度の導入、

こういうことにつきましては、中期的な労働人口の減少、あるいは年金支給開始

年齢の引上げの対応として提案されたものとして、その必要性については経済界

としても理解しているところであります。各労使では、従来から企業経営や従業

員のニーズに応じた形で将来的な労働力人口の減少ということも見据えながら自

主的に取り組んでおります。しかし、これは企業経営や労使関係に大変大きな影

響がありまして、現下の厳しい雇用情勢の中で行えば、結果として、若年者雇用

問題を一層深刻化させるということになるわけでございますので、現在関連の審

議会で検討が進められておりますが、一律の義務化ではなくて、労働力や経営の

実情を配慮しつつ、労使の主体的な取組を大切に考えるべきであると思います。 
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それから、このタイミングの問題、人が余っている現在の状況から、将来10年

経てば、逆に人が足りない、こういう時間軸の問題を真剣に考えなきゃいけない

だろう、そういうことを申し上げております。 

それから、診療報酬でございますが、これは谷垣大臣から相当規模の引下げと

いうお話がございましたが、物価、賃金、雇用などの経済状況、あるいは国家財

政及び医療保険財政の厳しい状況を踏まえれば、私も相当規模の引下げをすべき

である、このように考えております。長くなりましたが、以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではいろんな意見が出ておりますが、

それらを踏まえまして、坂口大臣の方から少しまとめてお願いをいたします。で

きれば、その際、ちょっと別になるんですが、保育所運営費の負担等重点11項目

等について、もし御意見がございましたらお述べいただきたいと思います。もし

なければ、特に結構でございます。 

（坂口臨時議員） 何からお話を申し上げていいかわかりませんが、かなりいろいろ

お話がございましたので。厚生労働省が出しました案につきましては、既に御理

解をいただいているというふうに思いますから、そのことをあえてまた屋上屋を

重ねて申し上げることをやめたいというふうに思います。 

先ほど一番 初に牛尾議員から構造改革のお話がございまして、これは私も全

くそのとおりだと思ってお聞かせをいただいたわけでございますが、問題は、構

造改革をやるということは、何を目的にして構造改革をやるのかということだろ

うというふうに思っております。私はその中の大きな一つの柱は、やはり少子高

齢社会に対応し得る国づくり、そのために構造改革をどうしていったらいいのか

ということをやはり問われるのではないかというふうに思っております。 

別にフランスのとおりにしてほしいということを申し上げるわけではございま

せんけれども、フランスは、現在年金に対しまして21.8％ぐらいの負担をしてい

るというふうに記憶いたしておりますが、その中で約70％企業が出しているわけ

であります。約70％の企業負担というものが、どういうことで可能になっている

のかといったことも私たちはよく調べなければいけないというふうに思っており

ますし、私も私なりにいろいろとデータも集めているところでございます。 

私が見ました限りにおきましては、とにかく食費とか、住宅費とかいう物価が

安い、それに合わせて賃金が安い、これは日本よりもかなり賃金が安いというこ

とがある。そうしたことが一つの可能な要因になっているのかなという気もいた

しますが、併せて、やはり労働生産性も日本よりも約34％ぐらい高い。これは2000

年の値でありまして、労働生産性がフランスの方が高い。そうしたことも影響し

ているというふうに思います。御承知のとおり、フランスは少子化対策にもかな

り取り組んできておるわけであります。それと税制も法人税の実行税率で見ます

と、やはりフランスの方が低い。こういったこともございます。日本が約40、向

こうが34、5というふうに思っておりますが、そういう違いもございます。 

これから日本がどういう国づくりをしていくのか、その少子高齢社会に耐え得

る国づくりというものをどうしていくのかということと、この年金問題は裏腹の
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問題だと私は思っております。したがいまして、現在の状況だけを見て、そして

現在の状況に見合った年金制度をつくるということなのか、それとも、将来の少

子高齢社会に耐え得る国づくりをどうしていくかということを据えて、それに見

合ったといいますか、それに匹敵する、それについていける、耐え得る年金制度

というものを想定するのかということによって、随分違ってくるというふうに思

っております。 

先ほどからいろいろお話がございましたけれども、お聞きしたお話は、現在の

状況が非常に厳しい、それは私も十分にわかるわけであります。現在が厳しいか

ら、将来も厳しいという発想の中だけでは、年金問題という非常に息の長い問題

を考えるのにはいささか不適当ではないかというふうに思っておりまして、その

辺を今後どういうふうにしていくかということも併せて、この経済財政諮問会議

等で大きな問題でございますから、御議論をいただければというふうに思ってい

る次第でございます。 

その前提の上で２、３気づきましたことをお答えをさせていただきたいという

ふうに思います。先ほど谷垣大臣の方から御提示をいただきました。財政上本当

に厳しい中でございますから、御提案いただいくことは十分私も理解できるわけ

でございますが、一番 初の40％、いわゆる可処分所得を、それからその上に40％

出すというお話がございまして、確かに40％になるんでしょうけれども、この中

にはいわゆる個人負担も、企業負担も国庫負担も、あるいは積立金の問題も総じ

ての話でございますので、そこが個人なら個人の40％を出すという話ではないわ

けでございますが、そこはひとつ御理解をいただきたいというふうに思っており

ます。 

それから、ついででございますから、谷垣大臣の方から医療のことについても

お触れをいただきましたが、今月の末に医療経済の動向の結果が出てまいります

のと、それから12月の初めに薬価の調査の結果が出てまいりまして、その２つを

踏まえて議論に入りたいというふうに思っているところでございます。 

医療機関の方もかなり節減をしながら、そしてかなり苦しみながらやっている

ということも事実でございまして、大きな切り込みをできるのかどうかという非

常に厳しい状況にあるというふうに思っております。あるいは、かなり落ち込み

が大き過ぎて、そういうことはできないということも考えられるわけでありまし

て、ちょっとその結果を見たいというふうに思っておりますけれども、現在まで

の数字だけを見ておりますと、一昨年から昨年にかけましての改正でかなり落ち

込んでいることだけは間違いがないというふうに思っております。 

それから、中川大臣の方からもお話がございまして、これは現在の企業の状況

から言えば御指摘のとおりと、非常に厳しい状況でありますから、その中で企業

に対して大きな影響を与えるのであろうというふうに思っておりますが、そこの

ところも先ほど申し上げましたような、将来の我々の目指すべき方向性というも

のと考えてどうなのか。前回のときに申し上げましたけれども、年間約40兆円と

いう年金が出ているわけでありまして、それの経済に与える影響もあります。こ
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の辺のところをトータルでひとつごらんをいただいて御審議をいただきたいとい

うふうに思っているわけでございます。 

後に、奥田会長から民間議員としての御提案をいただきました。 初にちょ

っとお断りをしておきますけれども、選挙中にいろいろなことを申し上げて大変

失礼をさせていただきました。選挙というのは誰かとけんかをしないとはみ出て

しまうものでございますから、少し言いすぎた点がございましたらどうぞ許しを

いただきたいと存じます。 

いろいろな御指摘をいただきましたが、私の方も年金につきましては、有識者

調査を今年の５月に行ったわけでございます。その中でいわゆる経済界の皆さん

方にもいろいろ御意見をお伺いをいたしておりまして、経済界の皆さん方のいわ

ゆる負担の限界というものについてお聞きをしております。経済界の皆さん方は、

人数にしまして101 名でございますが、平均いたしますと年収の20％程度まで負

担というのが61.4％あったわけでございます。経済界もいろいろなのかなという

ふうに思いながら聞かせていただいたところでございます。 

ちなみに、学識者の方にもお聞きしました。これは239 名にお聞きをいたして

おりますが、この場合には59.8％が20％程度まで負担、それから年収の18％程度

というお答えをいただきましたのが14.2％でございます。経済界の場合は、先ほ

ど18％程度というお答えをいただきましたのが23.8％ございました。 

それから、いろいろの方面の青年層のところを105 名でございますが、聞いて

おります。これでも大体57.1％は20％程度まで負担ということになっております。

一番多かったのは農林水産、自営業でありまして、68.5％が20％までと答えてい

ますが、ここは国民年金のところでございまして、余り御関係がないから、御意

見としては非常に多かったのかというふうに思っております。 

この中で非常に目立っておりますのが労働界でありまして、年収の20％程度ま

で負担というふうにお答えになったのは32.3％しかございません。ほとんどの方

が45.1％の方が「その他」のところに○をしておられまして、これは税金で賄え

という意味と、それから、経営者からもう少し出せという意味と両方あるのだろ

うというふうに思っておりますが、ここはずば抜けて少なかったという特徴がご

ざいます。年収の18％程度というのでも9.8 ％しかない。年収の20％というのは

32.3％、それ以上の23％ないし26％というのでも10.5％しかない。ほとんどの方

は「その他」のところに○をしている、こういう結果がございました。 

そうしたことも踏まえて、今回の案を出させていただいているところでござい

ます。いろいろ御議論のありますことを十分私たちも存じておりますし、そして、

皆さん方のいろいろの御議論を踏まえて私たちも決定するということを思ってい

るわけであります。決して厚生労働省だけが言いたいことを言って、そして何が

何でもそれで決着をしなければ承知ならないというふうに思っているわけでは決

してないわけでございますが、そういう状況でございます。 

後に、様々な三位一体のお話もございまして、それはこれからでございまし

たか。 
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（竹中議員） もし何かございましたらということで結構でございます。また別の機

会でも結構です。 

（坂口臨時議員）  これはできるだけ早く我々もやりたいというふうに思っています。

補助金の中の55％は厚生労働省の関係でございますので、できるものは早くやり

たいというふうに思っております。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。それでは少し御議論いただきたいんで

すが、以前、この制度は大変複雑で多様であるけれども、やはり給付と負担、国

庫補助、国庫負担、それが重要である。もちろん、それに関連する調整スピード

の問題等々もありますが、できるだけ問題を絞ってポイントを手身近に御議論い

ただきたいと思います。それでは吉川議員、次、中川大臣お願いします。 

（吉川議員） 坂口大臣から年金の問題は非常に大切だから、足下の経済の状況にあ

まり引っ張られてはいけない、長期的な視点から考えるべきだという御発言があ

りましたが、それは私どもも全く同感であります。ですから、今回この会議に出

させていただいた私たちの意見というのは、現在の経済状態の動向、この１、２

年がどうかということではなくて、長期的な視点から提言しているつもりであり

ます。 

その上で、これは多くの人が指摘してきたわけですが、一番大切なことは、年

金制度を持続可能なものにする。言いかえれば、制度改革に打ち止め感を出す。

これから何十年この制度が持続していくんだ、そういう制度をつくり上げること

が大切だ、これが出発点です。 

その上で１つ大きな問題になっているのが 終的な保険料率です。大臣からは

厚生労働省案として20％という数字を挙げられて、今、それに対する各界からの

御意見というものが紹介されたわけです。この関係でしばしば世の中では活力を

とるか、安心をとるかという表現、そういう位置づけがなされる。つまり、保険

料率を20％まで上げて十分給付をするというのは安心をとることだ。それに対し

て我々は活力というものを強調した。どちらをとるかというようなことが時々言

われるわけですが、それは正しくないと思いますね。我々の主張は、年金という

のはもちろん安心が基本ですが、持続可能な制度、つまり安心を確保する制度を

つくるためには、経済の活力が何よりも必要条件になるということです。そのた

めに、保険料率20％というのは高すぎる、これが結論なのであります。したがっ

て、厚生労働省案ではありますが、20％という数字は、それ自体は必ずしもゴー

ルデンナンバーであるべきではない。では、どれぐらいなんだということで、我々

の紙では16％という数字を出しているわけでありますが、これは安心を犠牲にし

て活力をとるということではありません。何よりも持続可能な制度をつくるため

に、言いかえれば、持続的に安心を確保するためには、これくらいの将来的な保

険料の負担とすべきだというのが、これが私たちの考えです。 

保険料20％と16％を比べれば、当然、将来的な給付水準、保険料率が低ければ、

給付の方も低くなる。所得代替率という言葉が年金の議論では使われるわけです

が、所得代替率が低くなるというのは、時々世の中で年金の絶対額そのものが下
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がっていくというふうに誤解されることがあります。しかし、これは厚生労働省

のシミュレーションでもきちんと情報を出しているわけですが、大臣が先ほど述

べられたように、今後一人当たりの所得は上がっていくわけですね。それこそが

経済成長の成果であって、政府では１％ぐらいですが、私は日本経済の潜在成長

率は２％くらいあるというのが多くの経済学者の意見だと思います。２％成長で

あれば35年で所得は倍になるわけです。生涯所得も倍になるわけです。したがっ

て、それにリンクした所得代替率が少し下がっても、年金の絶対額は上がってい

くわけですね。ですから、その意味では保険料率を20％から仮に16％にして、い

わゆる所得代替率が数字としては下がっても、給付される年金の絶対額は今後と

も増えていくということは十分可能だ。 

結論ですが、保険料率をめぐって活力をとるか、安心をとるかという位置づけ

は必ずしも正しくない。我々も安心を重視している。安心を確保するためには、

経済の活力が 大の必要条件である。そのためには20％という保険料率は高すぎ

て、20という数字をゴールデンナンバーとして政府はとるべきではない。我々と

しては16％という数字を出している。そのときには、所得代替率は下がる。しか

し、その場合でも年金の絶対額は上がっていく。20％よりは下がることは事実で

すが、その際一番大事なことは、高齢者というのは、この会議で何べんもお話し

しているとおり、ばらつきが大きい集団だということだと思いますから、平均で

所得代替率が下がる場合に、どれだけ高齢者の経済力等に応じて傾斜をつけるか

というところが行政府、あるいは政府の知恵の出しどころです。その点に留意を

すれば、16％の保険料率の下での所得代替率でも、私は高齢者の安心というのは

確保できると思います。給付についての傾斜のつけ方のところで知恵を出して、

その上で経済の活力も確保して、持続可能な年金制度をつくるべきだ。これが私

ども民間議員の提案であります。 

（竹中議員） 坂口大臣、いろいろ御意見あろうと思いますけれども、ちょっとまと

めて皆さんに伺ってということでお願いいたします。中川大臣。 

（中川議員） 私も今の吉川先生と同じ20％のところなんですが、我々、選挙で日本

中を回っておりまして、年金というものは非常に関心事項だなと。ただ、これは

私の個人的な印象ですけれども、今、受給を受けている年配の方の方が関心が高

いような、むしろ、これからの自分の年金はどうなっちゃうんだろうかという人

たちの方が、乱暴な言い方をすればしらけている。これは先の話だからというの

か、どうせ下がるのだろうからだろうか。だとするならば、さっき申し上げたよ

うに、また奥田議員もおっしゃったように信頼性そのものに影響してくる話にも

なってまいります。したがって、今の吉川先生の話にも私は結論は同じことにな

ってしまうんですけれども、20％ありきでもって、所得代替率が50から55という

ような形で御説明を我々は受けているわけでありますけれども、つまり、代替率

50がまずありきであって、ちょっと乱暴な言い方で失礼かもしれませんけれども、

代替率50ありきであって、経済状況なり、少子化の程度なりによって多少代替率

が変わっていくというような前提の中で、50は確保しましょうよということから、
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20という数字が出てきてしまっているのかなと、私としてはそういう論理思考で

20というものが出てきたのかなと。 

他方、中長期的に構造改革のポイントが少子高齢社会の中での活力ある社会づ

くり、そして経済づくりという坂口大臣の御指摘は全くそのとおりでありますか

ら、その中で少子がどの程度になるのか、あるいは景気が本当によくなるのか、

もちろん、よくなるためにこの会議をはじめ、小泉内閣が全力を挙げているわけ

でありますけれども、しかし、景気ですから循環型のいろんな要素だってあるわ

けですから、私はそういう意味で景気の予想のいいことをどちらかというと前提

にして、そしてどういうふうに設計をしていくかということで20があって、20を

10と10に分けて、そのときには、さっき40兆円が毎年出ているじゃないか。その

効果というのも大きいというような、現時点は47から34と私は聞いていますけれ

ども、よくわかりませんが、事実だと思います。大臣のおっしゃるとおりだと思

います。ただ、20を前提にしたときには、さっき奥田議員もおっしゃっておられ

たように、例えば、法人税で換算した場合とか、そういう実際の企業的なマネー

ジメント、あるいはまた、個人負担の一人一人の勤労者のキャッシュフローの中

でのいわゆる負担という観点から言えば、やっぱり重すぎるのではないか。仮に

景気がよくなろうと、まして悪くなればということで、私は20というものは経済

を支える働き手の支える側の活性化、あるいは意欲という観点からもちょっと高

すぎるのではないかというふうに言わせていただきたいと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 坂口大臣の言われた中で目先じゃなくて、長期的にというのは絶対だ

と思うんですね。仮に今20歳の者が受け取るのは45年先の話ですから、死ぬまで

考えたら85歳として65年先の安心が持てる制度じゃないと払う気にはならんとい

うのは当然なんだと思うんですね。中川先生が言われたとおり、私も同じように

年金の話をすると熱心に聞くのはじいちゃんなものですから、じいちゃん、あん

たら聞かんでええんじゃと、あんたら20年先はおらんのだから、若いやつ、おま

えら真面目に聞けと、ほとんど笑うんです。一番うける演説なんです。今回やっ

てみて一番そう思いましたよ。はっきり言う。おまえは受け取らないんだから関

係ないのって言うと一番わかる。若い人はそれで初め何となくなるんですが、や

っぱり65年先のことまで考えている人はあんまりおりませんので、ちょっとそこ

のところが意識としてはなかなか難しいとは思いますが、その安心感がないと払

わない。これが１点です。 

もう１点は、ただ払わん払わんとみんな 近急に払わなくなったのは、この制

度の信頼感がなくなったせいじゃないかという説がありますが、私はそれもある

かもしれませんが、もっと問題なのは徴収する人はかつては市町村だった。しか

し、今国になったわけです。市町村は確実にとっていたけれども、国になったら

回収率が悪くなったと軌を一にしているという事実も併せてお考えいただいた方

がよろしいのではないかと思います。 

（竹中議員） それでは牛尾議員、奥田議員の順番でお願いします。 
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（牛尾議員） 今、保険制度の問題で世代間の不公平の是正というテーマが出ており

ますが、確かに不公平まで考えている人はむしろ積極的な人であって、若い世代

が年金制度そのものにしらけているということが非常に重要な問題だと思います。

厚生労働省からの御説明の中で、世代間の不公平というものをきちんとどう是

正していくかということをかなり具体的に示す必要がある。それは何となく難し

い問題なので、少し避けている感じがします。 

構造改革は、今大臣の方から高齢化と少子化にどう対応するかということが改

革の大きな目的の１つだということで、全くそうですが、改革が成功すれば、少

子化はとまるはずなんです。世界の例を見ると、構造改革がきちっとできれば少

子化現象はとまって1.4 ぐらいになるはずなんです。今は構造的に不安感が強い

から結婚はしない、子どもは産まない。子どもを産んだ場合の不安感が非常に大

きい。これは現実に年金がもらえないということは先の話だけれども、子どもを

つくることに対する不安感、子どもを養育することの不安感というのは皆あるわ

けです。 

それから、働くことの喜びと育児を比べた場合には働きをとるという人も非常

に増えてきている。そういうものを考えていくと、やはり構造改革の反対側にあ

る少子化というのをどうとめるか、どうすれば少子化がとまるのかというのが一

番重要な問題であります。 

高齢化の問題は少子化とセットにされますけれども、これは全然違うケースで

あって、高齢者の場合には、終末医療なんかもどの程度抑えるかということも考

えながら、高齢化の問題というのは、日本はむしろ誇るべきことだし、経済活性

化でも高齢化市場というのは、今どんどん増えているわけですから、これはむし

ろ積極的にプラス要因。少子化は確実にマイナス要因。 

特に少子化の 近の10年間の減り方は、先進国の中でも異常な数字でありまし

て、ここのところは年金だけの問題ではなくて、構造改革の中で少子化をとめる

議論というものが、男女共同参画は非常に強いんだけれども、少子化をとめると

いうことを本当にどこかで本格的にやらなきゃならない。その一角に年金の問題

もあるというふうに考えておりますので、そういう点では、世代間の不公平とい

うものが年金にあることは全く事実だし、また、我々65歳以上の年齢の人がもら

っているような年金を支給することは、この人口構成では、若い人には全く不可

能に近いわけですから、そういう問題をどのように均衡をとっていくかというこ

とも、年金問題としては避けて通ることはできない。 

もう一つは、年金を議論するときには、社会保険料全体で何％ぐらいにするか、

たしか選挙前の諮問会議で坂口大臣が34％ぐらいになりそうだけれども、これを

32％にどうして抑えるか。増えるのが年金だったら、医療でするかどうか非常に

その辺が迷っているんだとおっしゃいましたけれども、これも32％が適切なのか、

国民負担というものを50％ぐらいにする。これは土光臨調以来、四公六民の議論

というのは、50％は絶対超えてはならんというのは、ずっと伝統的に小さな政府

論で決まっているわけですから、ほぼ皆の合意だったわけですから、その中で社
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会保険料というのはどの程度、30％かどうかということは非常に議論する必要が

ある。事実、今外交的にも安全保障的にも、いわゆる治安やそういうものも込め

て、従来よりもさらに出費を増やさなきゃならない、優先順位の高い出費が多く

出てきているわけですから、社会保障とか、教育というのはややランクが低くな

ってきている。ましてや社会インフラや生活インフラや経済活性化は制度を緩め

て、民間に頼らざるを得ない、そこの出費は徹底的に抑えざるを得ない。そうい

うことを見直さないで、従来どおりの形式のままで去年までずっとやってきてい

るわけです。全然、支出は変わっていません。 

そういうものを継承することは、構造改革にとっては、それを変えることが構

造改革なんでありまして、その議論にも入る必要がある。だから、従来型のもの

を全然触らないで、これだけ数字をどういじくるかというと、坂口厚生労働大臣

のおっしゃるような案になることは当然でありますが、公的支出というもののプ

ライオリティをきちっと変えていかなければならないということが現実に迫って

いるし、国民も今度の選挙の結果、それは変えなきゃならんと思ったから、小泉

政権は支持されているわけです。 

この情報化時代というのは非常に判断が早いですから、来年の５、６月までに

これを示す必要があるので、16年度予算を含めて、こういうものを見せないとい

けないという点からいうと難しい問題だけれども、かなり大胆な決断にチャレン

ジしなければ、経済財政諮問会議の責任を果たせないと私は思います。以上です。 

（竹中議員） それでは奥田議員、それで坂口大臣にお願いします。 

（奥田議員） 私から２点だけ申し上げます。これは出ている数字でございますが、

保険料率が20％まで上がった場合、現在価値でございますが、厚生年金加入の現

役の平均的な世帯で年間約20万円の負担増になっているんです。年間約20万円の

個人負担の増になるということは、可処分所得をこれだけ減らせば、個人消費に

対してマイナスのインパクトが出るぞということは覚悟しなきゃならない。こう

いう数字でひとつ出ておるということ。 

それから、もう１つは、これは日本経団連の社会保障委員会の130 社に対する

アンケートなんですが、厚生年金保険料率が段階的に20％に引上げられた場合に、

対応策としてはどうするか。そのときに出ている数字で、これは複数回答でござ

いますが、コストを勘案して、労働形態の転換で検討する。これが78％あるわけ

です。 

この転換というのは、例えば、人材派遣とか、それから業務委託とか、請負と

か、そういうところを持ってくる。これが78％ある。それからコストを勘案して、

人件費の調整を検討する。これは67.8％ありまして、これは賞与とか、月給とか、

そういうものに手をつける。こういう結果が出ているということで、中川大臣も

言われましたが、企業にも大きな負担をかけるし、個人にも大きな負担になって、

特に個人の場合は、よくなってきた消費がまた悪くなる。そういう可能性を持っ

た数字だということは認識しておくべきだと思います。 

（竹中議員） 坂口大臣、お願いします。 

18




平成 15 年第 23 回 議事録 

（坂口臨時議員） いろいろお話があって、企業がなかなか厳しいことは、それは私

も理解できるわけであります。企業は外国へどんどん行けるわけですけれども、

個人はそういうわけにはいかないんです。国民は横の中で頑張る以外にないわけ

です。だから、そのこともちょっと理解をしていただかないと、企業は外国にど

んどん行ってしまう。そして個人は日本に残らなければならない。 

そのときに企業が厳しくなれば、余計に外国に行くじゃないかという話もある

わけでございますが、一方において老後の負担というのは、そんなに国が払えな

いといったときに、それはどうするかといえば、それぞれの個人が、それをする

以外にないわけです。自分たちで老後のことをやる以外にないわけです。自分た

ちで老後のことをやるということになりますと、いわゆる、保険の掛け金をする

よりも余計に要ることだけは間違いないんです。これは預金しておくわけですか

ら、利息は若干上がるでしょうけれども、しかし、今の年金のように、そのとき

の価値で戻ってくるわけではありませんから、自分でやれば余計にそこは厳しく

なるということも事実でございます。 

そういたしますと、若い者が高齢者に仕送りをするか、あるいは自分が貯めて

いくかということでありますから、社会保障で可処分所得が減ることも事実でご

ざいますけれども、それならば、そのことが全部消費に回るかといえば、それは

回すことができ得ない。これはどうしても、やはり自分の老後、あるいはまた親

の老後にそれを使わなきゃならないということが起こってくる。そのこととも比

較をして考えていかなきゃならない問題ではないかというふうに私は思っており

ます。 

まだ、緒についたところでございますので、これからいろいろ御議論をいただ

きたいと思います。 

（中川議員） ちょっと１点だけ。今、坂口大臣のお話は、私、聞き間違いじゃない

かと思うんですけれども、企業は外に出ていける。私は２つの意味で大変な聞き

間違いではないかと思うんですけれども、我々小泉内閣のもとで、さっき牛尾議

員からもお話があったけれども、官から民へ、地方でできることは地方へ、国か

ら地方へ、官から民へ、それを日本中に訴えながら選挙をやってきたつもりなん

ですね。今のお話、私の聞き間違いでなければ、日本国内での年金制度の改革が

負担で嫌だったら、どうぞ外に出ていってくださいという意味だとするならば、

これは大問題。 

それから、仮に外に出たいと思っても、地方の中小企業なり何なりは、出たく

ても出れないし、出てもらっちゃ困るわけですから、今の御意見は、どういうふ

うに聞いたらいいのか、もう一度御説明をいただきたい。 

（坂口臨時議員） 大きい企業は、今でも外に出ておみえになるわけです、外国へ。 

（中川議員） 99. 何％は中小企業なんです。 

（坂口臨時議員） 中小企業は外になかなか出られないけど、大きい企業は外国にた

くさん出ておみえになる。 

（中川議員） 出ていってもいいということですか。 
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（坂口臨時議員） そうじゃない。そうなると日本に住んでいる、いわゆる国民にと

っては働く場所がなくなるわけですね。 

（吉川議員） 我々としては、だからこそ活性化の視点が大切だという、そういう思

いがある。 

（坂口臨時議員） 日本の国の中におる人間にとりましては、働く場所がなくなる。

そういうことになりますね。ですから、そこは出てもらっちゃ困るんですけれど

も、選択肢としては、大きい企業は外国に行くという選択肢もありますけれども、

国民のほとんど、これは中小企業も含めて、そういう選択肢はないわけですね。

日本の中にいなければならない。だから、日本の国の中で、その人たちは一生懸

命老後のことを考えていかなければならないということになります。だから、日

本の国の中で、そういう人たちが一生懸命考えていくということになりますと、

その皆さんは自分で老後のことを考えるか、あるいは若い人が親のことを考えて

くれるか、どちらかをしなければならないということになります。そういうこと

になりますと、社会福祉というものを少なくするということになれば、そういう

方向に行かざるを得ないですねということを私は申し上げているわけです。 

（中川議員） ここで議論になっちゃうんですけれども、要するに、この年金制度で

20％というものから、こういう議論になって、大きい企業は外にも行けますね。

大きいか小さいかは別にして、実際に経営されている方が麻生大臣を含めて３人

いらっしゃるわけですけれども、出たいというのと、出ざるを得ないというのと、

出たくないというのと、出られないというのと幾つもあるんであって、それを年

金政策でもって誘導するとか、しないというのは全く別の議論なんじゃないでし

ょうか。 

（坂口臨時議員） 年金だけで誘導しようと思っているわけではありません。思って

いるわけではありませんが、日本のほとんどの国民は、なかなか外に出られない

わけです。日本の国の中で生活を送っていかなきゃならない。そうすると……。 

（竹中議員） 恐らく細部もいろいろ御議論あると思いますが、要するに、外に出ら

れない国民や中小企業のためにも、国内の安心が必要だという点も厚生労働大臣

は御指摘になったかと思いますし、経産大臣はまさに、そういうことを念頭に置

いて、しっかりと制度づくりをされなきゃいけないということだと思いますので、

細部のところは、ぜひまた機会がありましたらということで、奥田議員、何か緊

急にありますか。 

（奥田議員） １つだけ坂口大臣に御認識いただきたいんですが、私どもは経済合理

性だけで、現地生産というものをやっているわけじゃなくて、雇用を確保しつつ、

現地生産をやる。そういうことでトヨタの場合ですと、300 万から350 万台分の

生産に相当する雇用はどうしても国内で確保する。その場合、日本の国内で生産

した場合は、正直言って、外国に行った場合よりも１台当たりの利益は少ない。

少ないけれども、雇用を維持するために、それだけ頑張って、300 から350 万台

分の雇用を抱え込んでいる。だから、何でもいいから経済合理性で一番儲かると

ころに行けという話になれば、正直言ってみんな行っちゃうことになる。そうす
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ると、そういうのは正直言って日本の偽らざる構造でもあるわけでなんです。そ

こらあたりは、今、中川大臣から言われたように、日本のいわゆる多国籍企業と

言われている会社も、日本の国の雇用を守るんだというビヘイビアを持って、信

念を持って仕事をしている。そういうことは、ぜひ御理解をいただきたいと思い

ます。 

（坂口臨時議員） 先ほどのお話の中で制度体系の話がございまして、ここの部分は

個人単位にするかどうかといったようなこと。あるいはまた、制度そのものをど

うするかということは、もう少し時間をとって議論をさせていただければという

ふうに思っております。来年の改革のところまで、そこまで行かないと思います

ので、もう１年ぐらいかけて、余り先送りしてもいけませんから、１年なら１年

かけて、もう少し議論を詰めさせていただければというふうに思っております。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。まだ議論があると思いますが、もう一

度、この年金問題を集中的に議論する必要があります。非常に暫定的に整理させ

ていただきますと、我々が目指すのは、もちろん国民の安心が大変重要である。

しかし、安心を支えるためにも経済活力、それと制度の持続可能性。したがって、

安心と経済活力と持続可能性という、その３つをしっかりとバランスさせるとい

うのが基本的な立場だと思います。 

給付と負担の関係でいいますと、保険料率に関しては、厚生労働省案の20％と

いう数字に対しましては、今日の時点では、民間議員、谷垣大臣、中川大臣始め、

やはり高過ぎるのではないだろうかという議論が、各指標に基づいてかなり出さ

れたということだと思います。坂口大臣からはより長期の視点で考えることが必

要だという論点が出されたと思います。 

給付水準に関しましては、これはもちろん高い方がいいに越したことがないわ

けですありますが、同時に潜在的国民負担率との関係を、やはりきちっと考えて

見なければいけないだろうということ。さらには、いわゆる専業主婦だけで見て

よいのか、そういったライフスタイルの変化も踏まえた多様な見方が必要なので

はないかという議論が出された。坂口大臣の方からは、支出が40兆円に上ってい

るという事実に注目しなければいけないという点が指摘をされました。そうした

給付と負担のバランスをうまくとるための調整項目として、実はどのぐらいの速

度で、そのような引き上げを行うかという調整速度が大変重要だということと、

それと高額所得者の給付抑制等々を何らかの形で組み込まなければいけないので

はないだろうかという意見か出された。この点については、そもそも年金とは何

なのかという観点から、やはり整理してみる必要もあるのかと思います。 

国庫負担については、必ずしも今日は十分に議論をされませんでしたけれども、

民間議員からは２分の１とする場合は、４、５年程度で達成とする複数年度の考

え方が述べられた。谷垣大臣からは、やはり税源を明示しなければいけない。そ

れと国庫負担の入れかたですね。先ほどの高額所得者の場合ですけれども、それ

をしっかりと議論すべきだという御指摘がなされました。 

未加入者問題に関しては、民間議員からはペナルティ給付など、より強い政策
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が必要なのではないかという議論が出された。麻生大臣からは、それ以前の問題

としても、やはり徴収の仕組み等々についても少しさかのぼって議論する必要が

あるのではないかという視点が出されました。 

物価スライドについても谷垣大臣からは、来年度予算での解消という御意見が

ありましたが、特に、この点は必ずしも十分議論をなされたわけではありません。

それで次回に今日の議論を、進行係である私の立場で要点をぜひとりまとめさせ

ていただいて、たたき台として出させていただいて、それに基づいて議論する。

その要点のつくり方等々も、ぜひ御相談は各大臣にさせていただきたいと思いま

す。 

それと医療制度改革の関係では、診療報酬、薬価について近年の物価、賃金動

向を十分に踏まえて、引下げるべきだという御意見が谷垣大臣から及び有識者議

員から出されております。坂口大臣からは新たな統計数値が間もなく出るので、

それに基づいて議論をしたいというお話がございました。 

ここまでで総理ございますでしょうか。 

（小泉議長） 今、いろいろな論点で議論されたんですが、さっき麻生さんが言われ

たように、一番関心のある人は60歳以上の人だよね。その人たちは改革案でほと

んど影響を受けないんです。20歳の人が65歳から支給されると45年先でしょう。

関心ないのは無理ないよね。だからこれをいかにわかりやすく説明するかという

のは大変ですけれども、ともかく、年末までに今の論点を整理して、来年国会に

法案として出さなきゃならない。そして制度設計については、まだ、40年、50年

先のことで、年末までに全部、一時にこれだというのは難しいもんですから、そ

の点も含めて、よく整理してやっていただきたいと思います。 

（竹中議員） 今年決められること、決められないことを整理して要点を出したいと

思います。 

では、年金、社会保障についての議論をどうも。坂口大臣、大変ありがとうご

ざいました。 

（坂口臨時議員 退室） 

（竹中議員） それでは続きまして、三位一体について御議論いただきます。大体予

想どおり進行が遅れておりますので、郵政のことを議論する時間を残すためにも、

できるだけ手短にお願いを申し上げます。 

それでは、本間議員からお願いします。 

（本間議員） それでは、お手元に「国民の期待に応え、成果のみえる三位一体改革

の実現に向けて」ということで、４民間議員のペーパーを出しておりますので、

それに基づきまして提言をいたしたいと思います。 

冒頭に牛尾議員の方から、小泉構造改革をリセットして、もう一段加速してバ

ージョンアップを志向すべきだということが問題提起されました。この三位一体

の改革は、まさにその点が当てはまるテーマでありまして、お手元の資料に参考

資料を付けております。ここに出ている国庫補助負担金の廃止・縮減に関する地
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方の声をまとめたものでございますけれども、これは国庫補助負担金廃止額及び

それに対応する税源移譲、これらは大規模で、我々が、清水の舞台から飛び下り

る気持ちで４兆円を３年間でやると決意したことが実は見劣りするほど期待感が

高まっています。これをどのような形で実行に結びつけ、「地方にできるものは

地方で」という成果を上げていくかということは、これは来年の参議院選挙を前

にして、一つの試金石になっていくのではないかという具合に考えます。 

したがいまして、このペーパーからいいますと２枚目でありますけれども、ま

ず、今後３年間の改革工程全般をリセットして具体化、前倒していく必要性はあ

りはしないかということであります。本来であれば、この場で事務次官レベルの

検討の場での報告を私の方からすべきだと思いましたけれども、そこでは実は事

務方の議論というのは、どちらかといいますと、「基本方針2003」に盛られた補

助金の削減を淡々と議論しているというところでございまして、その成果をここ

で御報告することができないという状況です。今後の具体化、前倒しについて、

恐らく１つは、これはとりわけ、義務教育費国庫負担金等の問題もかかわってく

るわけでありますけれども、３大臣合意の前倒しを行う。あるいは財源移譲の明

示化というようなことも具体的にやっていかざるを得ないのではないか。基幹税

を中心に税源移譲を行うため、移譲額の目安と税目についても明示していかざる

を得ないのではないか。さらには抜本的に戦後の地方交付税制度を見直す必要が

あるのではないか。これは地方交付税の原点にあります平衡交付金以来、国と地

方の間の中で極めてコントラバーシャルなテーマですが、ここで手をつけて抜本

的な議論をする必要性があるのではないか。そういうことをまず我々は確認する

必要があるという具合に考えております。 

そこで、じゃ、今急いでやらなければならない来年度の予算編成において、三

位一体の改革というものをどのように国民の目に見える形で実現し、そのスター

トを切るかが非常に重要であろうと思います。その点で国庫補助負担金の改革、

これは実務レベルも含めて各省庁と折衝し、努力をしておるわけでありますけれ

ども、まず、この補助金の問題について、金額を明示化していくということで加

速をしていく必要性があろうかと思います。15年度予算で5､625億円見直しをした

わけであります。３年間の中で４兆円ということでありますから、少なくとも我々

は３分の１は本当であればやらなければならないわけでありますけれども、総選

挙等があったということもありまして、この点の検討が不十分であるということ

は否めないことであろうと思いますが、しかし全力を挙げて１兆円程度の廃止・

縮減に向けて積極的果敢に取り組む必要性があろうかと思います。 

それと併せて税源移譲の問題が出てまいります。この税源移譲の問題につきま

して、２つのアプローチがございます。１つは、補助金を削減し、それに基づい

て税源移譲の原資を見つけていくと、こういう考え方です。もう１つは補助金と

税源移譲の問題を、別個に議論しながら、 終的に収支を考慮し整合化をすると、

こういう考え方であります。前者は、塩川前財務大臣からお話がございましたし、

後者は、片山前総務大臣の側から出た問題でございます。この哲学の問題は、実

 23




平成 15 年第 23 回 議事録 

はまだ我々民間議員の提案の中では決着もついていないような部分もありますけ

れども、私は税源移譲の問題も自律的に議論し、その中身も考えていくという点

からすると、来年度はやはりそれ相応の税源移譲というものを芽出しをしていく

必要性があろうかと思います。 

それから、３番目の問題でありますけれども、交付税の問題。これは来年度の

予算編成ですぐに制度的な問題について片がつくという具合には思いませんけれ

ども、しかし、この地財計画のあり様、国の地方に対する財源保障のあり様を検

討する必要がある。補助金の削減と税源移譲を実施いたしますと地方の財政面に

おいて大きな変化を起こします。その意味で交付税の性格そのものが問われる部

分もございます。地方交付税の総額抑制についてきちんと改革初年度にふさわし

い形で成果を上げると同時に、私は地方交付税改革の一環として、制度そのもの

を見直す場を財務省、総務省を越えて設置し、議論を明示していく、そして時代

にふさわしい簡素で透明性の高い制度というものを実現していく必要性があるの

ではないかということであります。 

以上がこれからの３年間及び来年度予算編成に向けての三位一体に関する民間

有識者の考え方であります。追加的に申し上げさせていただければ、この資料の

４枚目を見ていただきますと、国庫補助負担金の項目について、これはかなり広

範に地方の側からの声が挙がっております。この声に謙虚に耳を傾けて、聖域な

き補助金改革をしながら、フェーズ２として、３年間の後の問題をやはり中期的、

あるいは長期的に構想するということも、小泉構造改革の一つの大きな課題では

ないかという具合に考えております。 

民間有識者の三位一体に関する考え方は以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） 三位一体改革、これは地方分権、地方自治の推進、地方行財政の効率

化というのを目指すものでございますが、まず、今もいろいろ御議論が本間先生

からございましたけれども、「基本方針2003」に沿って着実に進めていくことが

必要であると思います。 

私どもの考え方はお手元の資料にまとめたのでごらんいただきたいと思います

が、まず１ページ目の補助金改革でございますが、補助金改革の本質は個々の補

助対象事業をどう見直すかということにあるのではないかと思っております。つ

まり、補助金の対象となる事務事業を一つ一つ見直して、国から地方に権限移譲

を行っていくことが地方分権の確立につながるというふうに考えております。そ

こで、このような見直しのために「基本方針2003」の改革工程で改革の方向性や

スケジュールが既に示されておりまして、これを踏まえて、義務教育費国庫負担

制度をはじめ、16年度予算編成での課題事項について、着実に廃止・縮減、交付

金化といった改革を進めていくことが重要ではないかと思います。 

本間先生に御説明いただいた資料では、１兆円をめどとするという新たな目標

が掲げていただいておりますが、また、16年度の改革にこれから取り組むときに

改革工程の前倒しというのを求めていただいているわけですが、改革工程に沿っ
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て事務事業をどう見直していくかということが一番大事ではないか。補助金の一

つ一つをそれぞれの性格等を踏まえて個別に議論していくべきで、改革規模とい

うのはその結果として出てくるものではないかと思っております。したがって、

何よりもその16年度の改革を工程表に従ってきちんと実現して足元を固めていく

ということが重要、特に16年度の取組としては、 大の課題である義務教育費国

庫負担制度の交付金化ということは、これは2.6 兆円の改革という点から見ても、

あるいは地方の裁量を高めるという意味でも私は極めて大きな改革ではないかと

思っております。 

そこで、財源移譲額が少額にとどまって改革の姿が矮小化されるという御指摘

がございましたけれども、補助金改革の本質は事務事業の見直し、すなわち権限

移譲にあるという基本が私は大事なのではないかと思っております。そこで、16

年度予算での補助金改革でございますが、今申しましたように 大の課題は義務

教育費国庫負担制度の改革、つまり交付金化であると考えております。そのため

には地方の自由度がさらに真に拡大されるように関係法律、人材確保法とか、義

務標準法の抜本的な見直しをはじめ、地方から評価されて国民の目にわかりやす

い成果を示していくことが必要ではないかと思っております。さらに退職手当、

児童手当、これは約2,300 億円でございますが、この取り扱いについても、工程

表では16年度予算編成で結論を得るということとされておりまして、一般財源化

する方向で議論を進めることが必要であると思います。 

それから、地方向け補助金の過半、55％、これは社会保障関係でございます。

坂口大臣はお帰りになりましたが、増大する社会保障分野の補助負担金の抑制が

重要な課題であるというふうに考えております。 

それから次のページの地方交付税の改革でございますが、これは先ほど本間先

生からもお話がございましたように、地方財政の効率化を促し、地方の自立を促

進する観点から大幅に増加してまいりました地方交付税総額の抑制が大事であろ

うと思います。このため、16年度予算編成に当たりましては、給与関係経費や単

独事業といった地方歳出の各項目を徹底的に見直していくこととしたいと思って

おります。また、質的改革としては、財源保障範囲の見直しや、地方自治体の自

助努力を促す工夫を検討いたしたいと思っております。さらに、その税源移譲に

伴う税収偏在の拡大への対応についても検討が必要ではないかと思っております。

年末に向けまして、麻生大臣ともよく御相談しながら、よい結論を出していきた

いというふうに思っております。 

それから税源移譲につきましては、三位一体改革の一環として必ず実現してい

かなければならない課題でございまして、その際、「基本方針2003」にあります

ように、「基幹税の充実を基本に行う」という趣旨にのっとって、補助金改革を

踏まえて対応することが適当であろうと考えております。まず補助金改革に全力

を挙げたいと思っておりますが、具体的税目については、税源偏在の状況である

とか、住民と正面から向き合う税であるかどうか、あるいは課税自主権の発揮に

なじむかどうかといった幅広い観点から検討することが必要ではないかと考えて
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おります。私からは以上でございます。 

（竹中議員） それでは麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） それではお手元に配付しております資料の「『三位一体の改革』の基

本的方向」ということを書いてありますが、これは「三位一体の改革」の基本的

な方向でずっときておりますので、今、谷垣大臣からも言われましたように、過

日の閣議決定の「基本方針2003」に沿って確実に推進していくというのは当然の

ことだと思います。地方が元気が出るような改革をしなければいけないという基

本的な考え方に沿って推進をしていきたいと思っております。 

４兆円ということになっておりますので、いろいろ先ほどお話がありましたよ

うに、全国知事会等々からで出ましたのが、その次に横書きに長く出ていると思

いますが、この中に全国知事会、政令指定都市のところから、全国市長会等々、

５兆8,000 億円、７兆9,900 億円、８兆9,000 億円等々、額だけ見ていただくと

出ておりますが、中はいろいろ違いますので、いろんな意味で関心が高くなって

おりますので、４兆円が色あせて見えてくるという御指摘もそれなり正しいと思

っております。見てくれは大きい方がいいに決まっておりますので、実現できる

可能性があるかどうかは別にして、大きく言ってくるのは当然という感じがいた

しますので、こういう関心を持たれたというのはいいことだと思っております。 

また、基本的には、私どもといたしましては「小泉改革宣言」というこのパン

フレット、皆さん方選挙に関係ない方は余り見られないかもしれませんけれども、

私たちにとっては、この「小泉改革宣言」という、これが今回の選挙で もはけ

たパンフレットです。候補者のパンフレットよりこのプンフレットがはけた。全

国39か所行きましたけれども、これが一番はけたパンフレットなんです。そこの

パンフレットの中でも、「マニフェスト」というのがえらいはやった言葉ですけ

れども、私どもは「改革宣言」という言葉を特に使ったんですが、その中にも2006

年まで約４兆円の国庫補助金の廃止・縮減、交付税の見直し、税源移譲と書いて

ありますので、このとおりやらないとおかしなことになりますので、このとおり

まずやるということであって、いきなり10兆円とか８兆円とか言われても、４兆

円がきちんとできもしないうちから８兆円とか９兆円とか言っても始まりません

ので、きちんとこの方向でやる。それが2003の基本方針ということだと御理解い

ただければと思っております。 

次に、税源移譲につながる廃止・縮減を中心に４兆円の改革というのは今申し

上げたことでして、税源移譲を含む税源配分の見直しということにつきましては、

国庫補助負担金の廃止・縮減に対しましては、いわゆる基幹税というもので申し

つかっておりますが、もう御存じのように、地方によっては税源移譲されても税

をとる対象のいない市やら町やら村にとりましては、そんなものをもらったって

何の意味もないところでもありますので、そういったところに対しましては、い

わゆる住民税とか地方消費税等々のものでないとどうにもならないということだ

ろうと思っております。それでも差がつきますので、その分を地方交付税である

程度調整するというのがこれまでの仕組みだと思っておりますので、それは基本
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的に維持をしないとなかなか簡単にはいかないところだと思っております。 

交付税の改革です。この交付税の改革もずっと書いてありますけれども、ここ

のところでぜひ御理解いただきたいのは、交付税というのは余り話題になりませ

んけれども、私ども見ていて、この役所に入って２か月ぐらいですが、これが一

番進んでおるんじゃないかなと正直思っておりまして、額として１兆円ずつ毎年

減っているという事実はぜひ御記憶いただきたいところだと思っております。平

成13年の20.3兆円が14年では19.5兆円、平成15年度では18.1兆円まで下がってき

ているという額が一番、実効率の上がっているのはこれが一番なんだと思ってお

りますので、何となく交付税の話になると途端に進んでおらんという御意見がよ

く聞かれますけれども、数字で一番きっちり出ておりますし、地方財政計画の一

般歳出を見ましても、国の方は平成13年では伸び率が＋1.2％ 、平成14年では－

2.3％ 、平成15年では＋0.1％ でしたけれども、地方財政の方は一律して－0.6％ 、

－3.3％ 、－2.0 ％と確実に下がっておりますので、数字としてこれぐらいはっ

きり出ているものはないと、私は基本的にこの点に関しましてはそう思っており

ます。 

したがいまして、地方財政計画等々、具体的には人員削減等々４万人をめどに

削減するなどの方向に進んでおりますので、そういった方向で事は進んでおると

いうことを 初に申し上げて、今の交付税等々その次に書いた紙のところ、国庫

補助金の負担等々ずっと書いてありますので、ここらのところは御参考にしてい

ただいて、時間内に終わらないといけないと思いますので、終わらせていただき

ます。私どもからは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。今日は総理の時間の関係で30分に終わりたい

と思っております。郵政の話も少しだけありますので、手短にぜひ三位一体の議

論をお願いいたします。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、中川大臣や麻生大臣からもお話がありましたように、「国から地

方へ」、「地方のことは地方で決める」というのは非常に説得力があった小泉選

挙の基本だと思うんです。従来は、国が地方の歳出を決めて、足りない分を交付

税で裁量的に穴埋めをするという中央依存の仕組みであったわけであります。そ

れを今度はわかりやすく地方のことは地方で決めて、その財源については財源移

譲を主役にすると。しかしその場合は、今、麻生大臣がおっしゃったように、地

域間の格差があるから、その 低限調整するのに地方交付金を使う。地方交付金

は確かに減っておりますけれども、地方交付金の欠陥というのは裁量的であり、

しかも一般から見ると透明性が低いということです。これからは裁量じゃなくて、

ルールと透明性でそういうものが出るような仕組みに変えていかなければ国民は

納得しないところがある。 

そういう点からいっても、地方が補助金をもらわないで自分でやるということ

は、選挙やそういうことの宣伝もありますけれども、従来からいうと大変画期的

な意識の変化でありますから、それをはっきり受け止めて、我々は３年間で４兆

円というものをきちんと実行する必要がある。16年度に 低、僕は３分の１やる
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必要があると思いますが、財源移譲に関しても、それを16年度からやることが非

常に大事であって、そこのところが現在の行政間の内閣府との話し合いではほと

んど見えてこない非常に低いものになっております。税源移譲は、下手をすると

ほとんどないに等しい状況であります。やはり選挙でこれだけ明確にメッセージ

が出ているんですから、これははっきりやらないと国民を裏切ったことになるの

で、これはすぐに16年度が見えるわけですから、見えるようにしてほしいという

ことを私は申し上げたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。よろしゅうございますか。麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） ４兆円という額を言われると、これに合わせて税源をどうするか、ど

の税とどの税と多分いろいろ計算が難しいなとは思いますけれども、ここは大規

模なとか、4,000 億円とか、3,000 億円とかというのでは取り急ぎ税源移譲でき

る額でもないから、交付税でやっておけとか大体似たような話になりかねないと

思いますので、そこのところはきちんとした額を、１兆円と書くかどうかは別に

してしかるべき額を出さないと、少なくとも見える形として４兆円のうち10分の

１を4,000 億円ぐらいではきびしい……。 

（竹中議員） 同化・定着・定額化。 

（麻生議員） ああいった同化・定着とか、そこらの1,000 億円は当然のこととして、

その他プラス3,000 億円というと、何となく見えた形にはならないという感じが

するんじゃないかと思いますので、これはかなりなものを出す必要があると、私

もそれはそう思います。 

（竹中議員） これから集中審議が始まりますので、ぜひしっかりとやって、それと、

今までの話でしかるべくまとまった額で成果が見えるようにと、これは恐らく皆

さん同じ思いだと思いますので、進め方についてはまた総理、官房長官とも御相

談をしながら、集中審議の中ではぜひそれぞれの分野についてのまさに権限の移

譲、交付税の縮減、それに根ざした議論をしていただきたいと思います。 

ちょっと時間の関係がありますので、大変申し訳ありませんが、もう一つの

後の主要な論点項目として、郵政の事業をどのように進めていくかという項目を

書き出しました。これは前回集中的に郵政の問題を議論していただきましたとき

に、皆様がそれぞれ問題意識をおっしゃったことをそれなりに散りばめたつもり

でおります。また、内閣府と総務省と民間有識者からなる連絡協議会があります

ので、そこでも議論をしていただいておりまして、それを踏まえた形にしており

ます。 

郵政公社の現状からやはり議論をして、それと、「官から民へ」の実践として

の郵政民営化の意義、それとビジネスモデルのあり方、特に金融システム改革と

の関わりが重要になるだろう、公正な競争条件の確保、財政改革との関わりが特

に国債管理等々にかかって重要だろうと、地域や国民への利便性の確保というこ

とが重要だろう、経営資源の活用、移行期のあり方、民営化組織の形態を 終的

にどうするか、そういったことを前回ご議論させていただきました５つの基本原

則を踏まえてしっかりとした手順でやっていくということなのではないかと思っ
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ております。もしこれに関しまして御議論がありましたらどうぞ。吉川議員どう

ぞ。 

（吉川議員） 大臣の論点項目の中にもありますが、移行期のあり方に関わる問題だ

ろうと思います。御承知のとおり、簡保の新商品をめぐっていろいろ問題が生じ

ているわけですけれども、まさに移行期の問題だと思います。我々としては、民

間議員はこの点についてもディスカッションをしたわけでありますけれども、竹

中大臣のメモにありますけれども、民間とのイコールフッティングということ、

この視点というのは、やはり１つ大切なことだと考えております。ですから、新

商品を公社が出すのであれば、例えば政府保証は外すとか、公社は法人税では何

も払っていない、そういうようなことがあるわけですから、移行期に当たって新

商品については、繰り返しになりますが、政府保証を外す。いずれにしても、公

社が移行期においても、民間とのイコールフッティングということを十分に念頭

に置かれるということが必要なのではないかと考えております。 

（麻生議員） このイコールフッティングに関しましては、生田総裁と何回かお目に

かからせていただきましたし、労働組合とも何回かいろいろ話を聞いてもらって、

竹中大臣の書かれた一番 後の郵政公社の雇用というところは、私の国会答弁の

中にも書きました。28万人の職員というものを無視してこの種の話をされて、公

務員地位の保全の訴えを道路公団並みにやられますと、とてもじゃないけどもた

ないので、よほどきちんとした対応をして組合をなめたらえらいことになります

ので、そこのところはきっちりしなければならないということなんだと思うんで

すが、少なくとも生田総裁に任せて、その人が向こう４年間に民営化できるよう

なきちんとした対応ができるようなものにする、それで引き渡すというのは、受

けた側の総裁の立場としては当然の義務であり責任だろうと思うのは当然だと思

います。しかも、それが法律の範囲内で自分できちんとなさる分に関しては、そ

の点に関しては私どもとして止める立場には全くない、これが２つ目です。 

３つ目は、もしこれで生保もしくは他のところが言うような、本当に大騒ぎに

なったとしたら、その場では、その是非は考えてもいいです。しかし、生命保険

の社長とかそういった人で何とかしろとかという話を、一人としてお見えになっ

た方はいらっしゃいません。これが実態です。したがって、私はその種の話で公

式文書で私どもに来たのはアメリカから来ましたから、公文書をもって打ち返し

ておりますけれども、そういった意味では、これが本当に大変だ大変だと言われ

るほど大変なら、少なくとも一人や二人お見えになるんじゃないでしょうか。存

じ上げている方もいらっしゃいますし、何となくあちらの方がよほどお役人かな

という感じが正直なところ、役人はもっと陳情に行きますな、それが正直なとこ

ろです。 

（竹中議員） 金融庁にはたくさん来ておりますので。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 生田総裁個人も民業圧迫と言われないような範囲でやるということを

言われておりますので、私は簡保の新商品の販売については、もうちょっと高い

見地から見てやるのがいいんじゃないかと、そういうふうに思っています。場合
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によっては、例えばある種の制限みたいなものをつけるとか、そういうことがあ

ると思いますけれども、先へ進むということは、それは生田総裁にお任せすると

いうことが大事だと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 前回も申し上げておるわけですけれども、田中直毅氏がここに来られ

て郵政問題について初めて議論した際に、この移行期の問題が出ましたですね。

彼は、いわば民間会社になった時の、事前のエクササイズとしてやるということ

に限定することを強調された。我々もそのことに関して全くやるべきではないと

いう具合には考えませんが、しかし、政府保証がついた形で規模が拡大していっ

た場合にどうなるか。今、麻生大臣のところには誰も来なかったとおっしゃいま

すけれども、民間生保の経営状態、これは解約率が巨額に達していまして、もの

すごい減になっておるわけですね。そのときに簡保がこういう分野に進出をして、

市場で有利な商品で発行するということは、これはやはり相当混乱を起こすので

はないか。したがって、先ほど吉川議員がおっしゃったとおり、政府保証をどう

するんだとか、あるいは奥田議員がおっしゃったとおり、ボリュームの点でやは

り一定の限度をつけるとか、それなりの制限というものがこの期間においてあり

ませんと、これは民間にとって相当ハンデ戦となります。民間の金融機関あるい

は金融政策全体に対しても大きな弊害を私は残すのではないかという気がいたし

ておりまして、ぜひこの辺のところは、所掌とは異なるという言い方がなされて

おりますけれども、金融庁とやはり密接な連携を保ちながら、この保険市場の安

定性と効率化というものに対して御協力いただくというのが、これが姿形として

は正しいのではないかと私は思います。 

（麻生議員） グラフを見ましても減り方は簡保の方が激しいと思いますが、激減し

ておりますのは簡保も同じようなところでございますので、生保の方だけ言われ

て、簡保の方を言われるのは公平性を欠きますので、そこのところだけ発言には

注意してください。 

（本間議員） もちろん、それはわかっています。イコールフッティングでこれを発

売されるのであれば、それは何ら問題ないのだろうと思います。その点を私は申

し上げております。 

（麻生議員） 手短に30秒で。基本的には今のイコールフッティングという話は常に

出てくる話ですが、これは生保の方は契約平均額2,985 万円、郵政公社は1,000 万

円以下、基本的にそこらも大きな違いがありますし、この額を見られましても、

数字としては極端な経営を圧迫するようなことにはならない。私どもは基本的に

そう思っておりますので、もしそういったことに実際になれば、その段階で少な

くとも２分の１、５分の１いろいろあるわけですが、私どもは10分１やら何やら

のものを発売するつもりもありませんし、少なくともそういった意味で一応それ

なりに考えた上でのことであって、毎年20％こっちも減っておりますので、その

額からいきますと結構大きなもので、劣化したものをいきなり４年後に引き渡さ

れても、簡保がなくなればいい、簡保がなくなった分だけ全部生保に金が回って
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いくんじゃないかという期待があるのかなと思わないでもないぐらい、結構劣化

しておりまして、劣化されたものを渡されたら渡される会社の方が困りますので、

民営化をするという前提になりますと、劣化した資産を受け取るのは経営上いか

がなものかという発想が正しいんだと思いますが。 

（本間議員） 劣化をするということを妨げるのは政府保証がついているからであり

まして、これがイコールフッティングでボリュームを拡大していったときに、東

邦生命がそうであったように、いい商品をつくっておいて、そしてそれが劣化を

してつぶれるということさえ起こるわけであります。現状よりも経営形態として

簡保が改善されるという保障はないのではないかと思っています。したがって、

別枠勘定でこれをどういう形で管理をしていくかということも含めて、やはり議

論はしていかなければならないのではないかと思います。 

（麻生議員） よくなるかならないかは見解の相違と思います。よくなると思って生

田総裁以下はやっておるという具合に理解しておかないと、この種の話は進まな

いと思います。 

（竹中議員） 金融担当大臣として私が発言するとややこしくなると思いますので申

し上げませんが、基本的には主要な論点項目に沿ってということで、郵政公社の

現状から入って、比較的早くこの移行期の問題は議論しなきゃいけないのかなと

思います。麻生大臣から、民業圧迫に、もしなるようなことがあるのだったらそ

れは考えるんだというお話がありましたので、そういうことも含めて、かつ同時

に、しかし民営化後の姿との整合性がないと実は何をやっていいかは本来はわか

らないはずでありますので、そこは郵政の民営化はとにかく急いでやるというこ

とだと思います。その中でこの項目を含めてぜひ議論をしていきたいと思ってお

ります。総理、三位一体と郵政事業。 

（小泉議長） 三位一体は改革宣言にのっとってやらなきゃいかんので、補助金、目

標は３年間で４兆円ですから、来年度、今年度予算１兆円を目指してきちんとや

っていくと。税源ね、これもはっきりやると。それと、知事会とか市長会からい

ろいろ要望が出ている。できるだけ地方が歓迎するような中央から地方へとやる

べきです。これをよく検討して、それに沿ってやる。同時に、都合の悪いのは俺

たちに任せてくれるなというのもあるかもしれないけれども、両方出すというこ

と、できるだけ中央から地方へ裁量権を任すという形で、まさに補助金、交付税、

税源、これを一緒にやってください。 

それと郵政民営化は、この論点、この前もあったように、今のような１商品を

めぐってがたがた言わせないためにも民営化が必要だと、改めてわかったと思う

んです。私は１商品のことでとやかく言うべきじゃないと思っております。要は

民営化に向けてこの基本原則（５原則）、「官から民へ」、構造改革全体との整

合性、国民にとっての利便性、郵政公社の持っているネットワークの活用、そし

て郵政公社の雇用、この点をよく配慮して、来年の秋ごろまでにいい案をまとめ

ていただくように、これから論議を進めていきたいと思います。よろしくお願い

します。 
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（竹中議員） どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

（以 上） 
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