
 

平成 15 年第 23 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
○ 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） 
 

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

（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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○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」ということになる。第１

回目は年金・社会保障の問題、三位一体改革の議論を行う。各論に入る前に、今後

の改革への取組み姿勢について、牛尾議員から発言していただく。 

（牛尾議員） 「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人で出した。これは構造改革をめぐる議論があり、国民に改革

が相当身近なものになってきて、国民の構造改革と実践に対する意識は目まぐるし

く変わり、改革に対する期待は質量ともに増えた。 

   その小泉政権の構造改革への説明と期待が量的、質的にも高まってきている。総

理は２年間で「芽」を「木」に育てる、調整期間中にかなりスピードを早めること

を明確に発言されたが、従来どおりのスピードは遅すぎるという印象を与えかねず、

行政も考え方を変えないといけない。 

行政改革を進めるには、大臣が行政の意識を変えないといけない。検討程度に書

いてあることも具体的に実践するよう切りかえるべき。小泉政権の改革は支持する

が、遅過ぎる、少な過ぎるという評価が多く、今回の集中審議を通じて、新段階に

入った小泉構造改革を強力に推進していくべきである。従来のものをバージョンア

ップするつもりでなければ国民の信託を負えないだろう。 

   そういう点で年金や三位一体もそうであるが、「官から民へ」の加速については、

民間経済活動において官が阻害しているものを徹底的に排除して規制撤廃、民営化

を分かりやすく、スピーディーに行い、中央政府、地方自治ともに民間へのアウト

ソーシングを行うことが非常に重要である。 

   国と地方についても、地方のことは地方に任せるという総理の発言は非常に共感

を得ており、16 年度予算でも補助金の削減や税源委譲などを具体的に実現していか

なければいけない。16 年度予算はこれから議論されるが、14 年度のように、無駄

を削り、必要なものを増やすぐらいの気持ちを取り戻さなければならない。 

    持続可能な社会保障制度についても、国民負担率など総合的な局面を踏まえ、議

論していくことがテーマだと思う。一番申し上げたいのは、国民の改革に対する期

待は大幅に変わってきており、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。 

（竹中議員） 総論として、改革を一層加速させようという御意見であるが、改革加速

に向けた思いは非常に強く、皆さんと同じだと思うので、そのための集中審議を行

いたい。 

    集中審議は新段階に入った小泉改革の重要な第一歩であり、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。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れている。 

    それでは各論の大きな１つである年金について、本間議員よりご説明がある。 

（本間議員） 関係府省の次官、諮問会議からは私が出席した「検討の場」の検討状況

について、説明させて頂く。基本論点は２つある。１つは、最終的な年金額と保険

料の水準をどのように設定するか、もう１つは、基礎年金の考え方として国庫負担

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かということである。 

    資料２ページ「検討にあたっての前提」であるが、ここには大きな哲学的対立が

ある。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・給付重視

型の考え方、もう１つは、払える年金水準という考え方から、活力、持続可能性を

強調する負担重視型の考え方である。この考え方について様々な議論が行われた。

しかし、給付負担水準の関連事項として、次の２点は合意されている。保険料を最
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終的に一定水準で固定する方式を行うことと積立金の水準について、2100 年有限均

衡方式で考えていくということである。 

    資料３ページはその考え方を最終保険料率及び給付レベルという観点で、厚生労

働省が試算したものである。最終保険料率の想定範囲を、20％、18％、16％の三通

りとし、給付調整及び保険料の引き上げ速度について標準的なもの、加速したもの

というスピードを問題としている。 

   もう１つは受け取る給付レベルについては、これは現役世代のときに比べて、ど

の程度の保障をするかというレベルの問題である。欲しい年金水準ということでは、

最終保険料率 20％の案が該当しており、国庫負担が２分の１の場合には所得代替率

が 54.7％となる。これは現在の 59％に比べて、ほぼ１割カットの水準が想定され

ている。最終保険料率 16％の案の場合、国庫負担を２分の１に引き上げても所得代

替率は 40％台の前半であって、保険料引き上げのスピードアップによって、これが

幾分改善されるというのがシミュレーションの意味するところである。 

    ここで注意しなければならないのは、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り、負担水準と給付レベルは比例的な形にならざるを得

ないということである。持続できる、払えるという水準の１つの指標として潜在国

民負担率がある。最終保険料率 20％で所得代替率 54.7％を維持するということに

なれば、63％程度の潜在国民負担率となる。さらに、医療・介護の現物給付の部分

があり、これらを含めた総合社会保険料という観点で言えば、35％弱の水準に達す

る。これを払える水準と考えるのかどうかが１つの大きなテーマであろう。 

    さらに注意すべき点は世代間の格差の問題である。現役世代の中における世代格

差、既に年金を受給している者と、これから受給する者との格差がこの 20％、54.

7％というレベルではかなり大きくなることである。 

    また、ライフスタイルの差によって給付レベル自身の妥当性にも実は差があるこ

とを認識する必要性がある。ここでは夫婦で妻が専業主婦の場合の所得代替率を 5

4.7％と書いてあるが、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１つの大きなテーマだと

思う。 

    基本論点Ⅱの国庫負担の位置づけの問題については、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いるが、これについて差をつけるべきという考え

方が出てきている。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。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という考え

方もあり、まだ収束されていない。 

    もう一つは、２分の１の引上げの考え方だが、安定的な財源がなければ２分の１

への引上げは前提にできないという議論がある。財務省がそういう立場であるが、

この場合は、安定的な財源として何を念頭に置くのかが問題となる。 

   さらに、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。その他の周辺的な問題については、これからの議論の中で必要があれば、

説明していきたい。 

（谷垣議員） 私からは、厚生労働省案に対して３点、コメントさせていただきたい。 

   「年金の給付と負担の水準」は、結局、国民全体から見て年金の給付、負担の大

きさ、最終的には政府の大きさをどう考えるかという問題になると思う。我が国の
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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の努力が必要であろう。公的分野の中で最大の支

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あり、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考える。

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

とが可能なため、その水準を適正にすることが非常に重要である。 

    厚生労働省案では、年金給付の水準を現役世代の所得に対して 54.7％とされてい

るが、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ると、

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 としたとき、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・間接に負担しなければならない。年金以外の税や保険料の負担も

あるため、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ある。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重要だと考えている。 

    次に制度に対する国民の信頼の回復について、今回の改革では頻繁に見直しを繰

り返す必要のない制度を構築することが一番大事だろう。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り、重要な提案だと思うが、この仕組みが

持続可能であるためには、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

るか否かが重要である。厚生労働省案では、給付水準の調整は名目額を下限とする

とされているが、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る。また、給付水準に下限を設定されているが、

これでは恒久的に持続可能な制度と言えるかという懸念がある。 

   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い、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いる。なお、既に制度に仕組

まれている自動物価スライドについては、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だろう。国庫負担について

だが、私が国庫を引き継いだときには庫に金があるどころか、既に約 450 兆円の借

金があるだけで、この借金は国民全体の負担ということである。 

   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、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の整理が必要である。現在の国庫負担は、基礎年金の一定割

合を一律に入れているが、高所得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、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ことにもつな

がると考えている。 

   国庫負担の引上げ問題については、初めに引上げありきではなくて、年金全体と

一体的な検討が必要である。また、安定した財源の確保が前提であり、具体的な財

源を確保せずに引上げることは持続的な制度を提案したことにならず、将来世代に

不安を与えるだけになる。この問題は、財源を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ため、誰に負担を求めるのかを明示しつつ、保険料との関係

も含めて議論する必要があるだろう。 

    なお、国民の負担増を考える際には、現行制度のままでも高齢者の増加などに伴い、

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。いずれにしても、今回の改革では、給付と
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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、引き続き十分議論してまいりたい。 

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

革を加速するとともに、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し、国民負担（患者、保険

料、国費）の軽減を図ることが必要であると考えている。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。 

    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。 

    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。 

    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を行って、効率的で質の高

い医療を確保する。 

（中川議員） 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、そして国庫負担、これのバランスが大前提であると

いうことはもう既にお話に出たとおり。 

   そこで、厚生労働大臣の提案の中で、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 兆円になることの悪影響。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る空洞化の問題、もっと言えば、勤労意識、

あるいは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り、まさに活

力を損なうことに対して、我々としては非常に重大な関心を持っている。 

（奥田議員） 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、 

まず第一に保険料率の抑制ということである、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ことが最も重要だと考えている。社会保障は支え

手があってこそ初めて成り立つもので、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。厚生労働省案の 20％の保険料率では、経済の活

力が失われる。また結果的に未納・未加入がさらに増加し、制度の根幹が崩れかね

ない。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、

最終的な保険料率は現状を極力上回わらないように抑制すべきであると考える。そ

の水準について、資料では 16％程度と書いてあるが、経済界の実情ではこの数字

でも重いと考えられており、私自身この民間議員の４人の中で 15％を主張したが、

15％はだめだということで 16％になった。実際は、13.58 ％で現行のまま抑えろ

と、そういう線も出ている。 

    次に給付の抑制だが、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る。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

のように考えている。 

    次に、給付水準のモデル世帯については、現行の専業主婦世帯だけをモデルにす

るのではなく、共働き世帯も加えるべきである。 

   それから、基礎年金国庫負担を２分の１に引上げる場合には、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ている。 

    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、「６」は未納・

未加入者問題。厚生労働省の数値目標を達成するには、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・
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未加入者問題は解決できないと考えている。 

    「７」は、社会保障の全体像。年金改革を決定する際には、社会保障全体の将来

像が必要である。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、給付を重点化、効率化していく必要がある。 

   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 年度を計算すると、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る。 

    次に「８」であるが、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う。 

    以上が民間議員資料の説明である。経済界の立場から少しお話をさせていただく。 

    景気は最近ようやく明るさが見えつつあると思うが、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

いる。日本に立地する企業は税負担、人件費負担、土地エネルギーコストがもとも

と高い。その中で税負担については、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いるが、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。これが 20％まで引上げられれば、将来約 1

0 兆円の負担増になり、減税効果を相殺することになる。 

   また、保険料の企業負担は実質的に人件費負担であるから、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ある。最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いる。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という答えも出ている。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。この点は、経済４団体の代表で陳情に参りたい。 

    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

性を高めて給付をスリム化する必要がある。加えて、歳出削減を一層進めることを

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ことが求められる。 

    それから、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

延長制度の導入については、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る。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

んでいる。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、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こと

になるので、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

主体的な取組みを大切に考えるべきである。つまり、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、逆に人が足りなくなる時間軸の問題を

真剣に考えなければいけないだろう。 

    それから、診療報酬について、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、相当規模の引下げをすべきであ

ると考えている。 
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（坂口臨時議員）  先ほど一番最初に牛尾議員から構造改革のお話があり、これは私も

全くそのとおりだと思って聞かせていただいたが、問題は、何を目的にして構造改

革をやるのか、だと思っている。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思っている。 

   フランスは、現在年金に対して 21.8％ぐらいの負担をしていると記憶しているが、

その中で約 70％を企業が出している。約 70％の企業負担が、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思ってい

る。私が見た限りにおいては、とにかく物価が安い。それに合わせて日本よりもか

なり賃金が安い、そうしたことが一つの可能な要因になっているという気もするが、

併せて、労働生産性も日本よりも約 34％高い。これは 2001 年の値であるが、そう

したことも影響していると思う。御承知のとおり、フランスは少子化対策にもかな

り取り組んでいる。それと税制も法人税の実効税率で見ると、やはりフランスの方

が低い。日本が約 40％、フランスが約 34％、そういう違いもある。 

    これから日本が少子高齢社会に耐え得る国づくりをどうしていくのかというこ

と、この年金問題は裏腹の問題だと私は思っている。したがって、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、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、

随分違ってくると思っている。 

    先ほどからいろいろお話があったが、現在の状況が非常に厳しいことは私も十分

にわかる。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思っており、

その辺を今後どう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

な問題として御議論をいただければと思っている。 

    その前提の上で、先ほど谷垣議員の方から提示をいただいた。財政上本当に厳し

い中であるから、提案いただいくことは理解できるが、一番最初の「40％」につい

て、いわゆる可処分所得の 40％を年金のために出すという話があり、確かに 40％

になるだろうが、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あるから、そこが個人なら個人の 40％を出すとい

う話ではないので、そこはひとつ御理解をいただきたい。 

    それから、谷垣議員の方から診療報酬改正のことについてもお触れをいただいた

が、今月の末に医療経済の動向の結果が出てくるのと、それから 12 月の初めに薬

価の調査の結果が出てくるので、その２つを踏まえて議論に入りたい。 

   医療機関の方もかなり節減をしながらやっているということも事実で、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。あるいは、かなり落ち

込みが大き過ぎ、そういうことはできないことも考えられるので、その結果を見た

いと思っている。現在までの数字だけを見ていると、一昨年から昨年にかけての改

正でかなり落ち込んでいることだけは間違いがない。 

    それから、中川議員の方からも話があり、これは現在の企業の状況から言えば御

指摘のとおり非常に厳しい状況であるから、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ことと思っているが、そこのところも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。年間約 40 兆円という年金が出ているわ

けで、それの経済に与える影響もある。この辺のところをトータルで見ていただい

て御審議いただきたい。 
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    最後に、奥田会長から民間議員としてのいろいろな御指摘をいただいたが、私の

方も年金については、有識者調査を今年の５月に行った。その中でいわゆる経済界

の皆さんのいわゆる負担の限界についてお聞きした。経済界の皆さんは、人数にし

て101 名であるが、平均すると年収の20％程度まで負担というのが61.4％あった。

経済界もいろいろというふうに思いながら聞かせていただいた。 

    ちなみに、学識者の方にもお聞きした。この場合には 59.8％が 20％程度まで負

担、それから年収の 18％程度というのが 14.2％である。経済界の場合は、先ほど

18％程度というお答えをいただいたのが 23.8％あった。 

   それから、いろいろの方面の青年層のところで聞いている。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いる。一番多かったのは農林水産、自営

業であり、68.5％が 20％までと答えているが、ここは国民年金のところであり、

余り御関係がないから、御意見としては非常に多かったと思っている。 

    この中で非常に目立っているのが労働界であり、年収の 20％程度まで負担とお答

えになったのは 32.3％しかない。ほとんどの方が 45.1％の方が「その他」のとこ

ろに「○」をしており、これは税金で賄えという意味と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思っている、ここはずば抜けて少なかったという特

徴がある。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「○」をしているという結果。 

   そうしたことも踏まえ、今回の案を出させていただいている。いろいろ御議論が

あることを十分私たちも存じているし、そして、いろいろな御議論を踏まえて決定

するということも認識している。そういう状況である。 

最後に、様々な三位一体改革はできるだけ早く我々もやりたいというふうに思っ

ている。補助金の中の 55％は厚生労働省の関係であるので、できるものは早くや

りたいと思っている。 

（竹中議員） それでは少し御議論いただきたいが、以前、この制度は大変複雑で多様

であり、やはり給付と負担、国庫補助、国庫負担が重要である。もちろん、それに

関連する調整スピードの問題等々もあるが、できるだけ問題を絞って御議論いただ

きたい。 

（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

ったが、私達も全く同感で、今回提出した民間議員意見は、現在の経済状態の動向

ではなく、長期的な視点から提言している。 

   一番大切なことは、年金制度を持続可能なものにすること、言い換えれば、制度

改革に打ち止め感を出すことだ。これから長期に亘って持続する制度をつくり上げ

ることが大切で、これが出発点となる。 

   その上で大きな問題になるのが最終的な保険料率だ。坂口大臣から、厚生労働省

案として 20％が提示され、加えてそれに対する各界からの意見が紹介された。こ

の点に関し、世間では「活力を取るか、安心を取るか」という位置づけがなされて

いる。つまり、保険料率を 20％程度にして充分な給付をするという安心か、我々

が強調する経済の活力のどちらを取るか、と言われているわけだが、この位置づけ

は適切ではないと思う。我々としては、年金は安心が重要だが、持続可能な安心を

確保する制度をつくるためには、経済の活力が最も必要な条件だと考えている。長

期的な視点から、20％の保険料率は高すぎる。従って、民間議員資料では 16％を

提示しているわけだが、これは安心を犠牲にして活力を取るわけではなく、持続可
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能な制度をつくるためで、言い換えれば、安心を実現するためには、この程度の保

険料負担にすべきだ、ということ。 

保険料率 20％と 16％とを比べれば、当然、保険料率が低い方が将来的な給付水

準が低くなる。この所得代替率が低くなることについて、年金の絶対額そのものが

減少していくと誤解されることがある。しかし、厚生労働省のシミュレーションで

もきちんと情報提供されている通り、経済成長の成果により、今後一人当たりの所

得は増加していく。今後の経済成長は、政府見通しでは１％程度だが、経済学者の

多数意見である２％程度だと仮定すると、一人当たりの所得は 35 年で倍になり、

生涯所得も倍になる。従って、所得代替率が少し低下しても、年金の絶対額は当然

増加していく。従って、保険料率を 20％から 16％にすることで、いわゆる所得代

替率が下がっても、年金給付の絶対額が増加していくことは十分可能だと思う。 

以上をまとめると、保険料率の設定について活力を取るか安心を取るかという位

置づけは適正ではない。我々も安心を重視しており、安心を確保するためには経済

の活力が最も必要な条件となる。経済の活力を維持するためには保険料率 20％は

高すぎるため、仮の案として、我々は 16％を提案する。所得代替率は下がるが、

年金の絶対額は増加していく。20％の場合よりは下がるが、一番大切なことは、平

均的に所得代替率が下がる場合に、ばらつきの大きな集団である高齢者のそれぞれ

の経済力等に応じてどの程度の傾斜をつけるかという問題に対し、行政府や政府が

知恵を出して妥当な結論を出すことだ。そうすれば、保険料率 16％の下でも高齢

者の安心は確保でき、かつ経済の活力も確保でき、持続可能な年金制度をつくるこ

とができる。 

（中川議員） 年金は非常な関心事項だ。ただ、個人的な印象だが、現役世代よりも、

むしろ年金受給者の方が、高い関心を持っていると感じられた。これが事実だとす

れば、年金制度の信頼性そのものに影響する話だ。従って、私は民間議員提案と結

論としては同じだ。厚生労働省案は、所得代替率 50％程度を絶対条件としすぎて

いると感じる。 

   坂口大臣ご指摘の通り、構造改革の中長期的ポイントは少子高齢化社会の中での

活力ある経済・社会の構築であり、その目標に向けて小泉内閣は全力を挙げている

が、景気は循環型であり、また様々な要素で変動するため、高めの景気見通しだけ

を前提にして保険料率を設定すべきではない。先ほど、企業から年金が毎年 40 兆

円程度拠出されており、その効果も大きいという指摘がなされていたが、保険料率

20％は、法人税として換算する等の実際の企業的なマネージメントの観点や、一人

一人の勤労者のキャッシュフローの中における負担という個人負担の観点からみ

れば、やはり重すぎるのではないか。仮に景気が良くなっても負担は重く、まして

や悪くなれば尚更であるため、20％では経済の活性化や支える側である働き手の意

欲という観点から少し高すぎる。 

（麻生議員） 坂口大臣が指摘された長期的な視点は絶対必要だ。例えば、今 20 歳の

者が 65 歳から 85 歳まで年金を受け取る 45～65 年先まで安心が持てる制度でなけ

れば、保険料を払う気にならないのは当然だと思う。 

また、最近急に保険料を支払わなくなったのは、制度の信頼感が無くなったため

だとする説があるが、徴収者が市町村から国に変更になったことと軌を一にしてい

るという事実があることも併せて考えて頂いた方がよいと思う。 

（牛尾議員） 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いるが、不

公平まで考えている人はむしろ積極的な人であり、若い世代が年金制度そのものに

しらけていることが非常に重要な問題だと思う。従って、厚生労働省案の中で、世
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代間の不公平をどう是正するかをかなり具体的に示す必要があるという指摘があ

ったが、難しい問題を少し避けている感じがする。 

高齢化と少子化にどう対応するかということが構造改革の大きな目的の１つだ。

世界の例を見ると、構造改革が成功すれば少子化現象は止まり、出生率は 1.4 程度

になる。今は構造的に不安感が強いため、結婚はしない、子供は産まない、そして

子供を産んだ場合の不安感が非常に大きい。現実に年金がもらえなくなるのは先の

話だが、子供をつくることや子供を養育することに対する不安感は、現時点で皆が

持っている。加えて、「働くことの喜びと育児を比べた場合には働きを取る」とい

う人も非常に増えてきている。そういうことを勘案すれば、やはり、構造改革の反

対側にある少子化をどう止めるかが最も重要な問題となる。高齢化の問題は少子化

とセットにされるが、全く違うケースだ。終末医療などをどの程度抑制するかとい

うことを考える必要があるものの、むしろ高齢化は日本が誇るべきことだし、経済

活性化の面でも高齢化市場が今どんどん増えているので、積極的なプラス要因だ。

一方、少子化は確実にマイナス要因。特に最近 10 年間の減り方は先進国の中でも

異常であるため、構造改革の中で少子化をとめる議論を本格的にやる必要がある。

その一角に年金の問題もあると認識している。そういう点では、世代間の不公平の

問題が年金にあることは事実だし、また、我々65 歳以上人がもらっているような

額の年金を支給することは、この人口構成では全く不可能に近いので、こういう問

題をどのように均衡を取っていくかということも、年金問題として避けて通れない。 

   もう一つは、年金を議論する際に、社会保険料全体で何％ぐらいにするかという

問題。先の経済財政諮問会議で、坂口大臣が「34％ぐらいになりそうだが、これを

如何に 32％に抑えるか。年金が増えるのであれば、医療費を抑えるかどうか非常

に迷っている」とご発言されたが、32％は適切だろうか。国民負担率が 50％程度

になる。土光臨調以来、四公六民の議論で、絶対 50％を超えさせずに小さな政府

論を取ることを皆で合意したのだから、それを考慮に入れつつ、国民負担全体の中

で社会保険料をどの程度にするかということを議論する必要がある。事実、今、外

交や安全保障面で、いわゆる治安等を含めて、優先順位の高い出費事項が多く出て

きているため、社会保障や教育について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、経済活性化については、制度を緩めて民間に

任せ、出費を徹底的に抑えざるを得ない。そういうことを見直さずに、従来通りの

形式が続いており、支出の内容は全く変わっていない。それを変えることが構造改

革であり、その議論にも入る必要がある。従って、従来型の仕組みを全く変えずに

数字だけを変えるのであれば、厚生労働省案になることは当然であるが、公的支出

のプライオリティをきちんと変える必要が現実に迫っている。 

   情報化時代は判断が非常に速くなされるため、来年の５～６月までに 16 年度予

算を含めてこのことを示す必要があり、難しい問題だが、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せないと思う。 

（奥田議員） 保険料率が 20％まで上がった場合、現在価値では、厚生年金に加入して

いる現役の平均的な世帯で年間約 20 万円の負担増になるという数字が出されてい

る。年間約 20 万円の個人負担の増になるということは、可処分所得がそれだけ減

り、個人消費に対してマイナスのインパクトが出ることを覚悟しなければならない。 

   もう一つは、日本経団連の社会保障委員会 130 社に対するアンケートで、厚生年

金保険料率が段階的に 20％に引上げられた場合の対応策として、複数回答形式だ

が、コストを勘案して労働形態の転換で検討するという回答が 78％なされている。

次に、コストを勘案して人件費の調整を検討するという回答が 67.8％あり、中川
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大臣も指摘されたが、企業にも個人にも大きな負担となり、特に個人の場合では良

くなってきた消費がまた悪くなるという可能性を持った数字だということを認識

しておくべきだと思う。 

（坂口臨時議員） 企業が厳しいことは私も理解できる。しかし、企業は外国へ移転で

きるが、個人はそういう訳にはいかない。国民は横の中で頑張る以外になく、その

ことも理解して頂きたい。企業が厳しくなれば余計に外国に移転してしまうという

話もあるが、一方において、老後の負担をそれほど国が払えない場合には、それぞ

れの個人が自分達で老後のことをやる以外にない。自分たちで老後のことをやる場

合、いわゆる保険の掛け金を拠出するよりも余計にお金が要ることだけは間違いな

い。預金しておく訳だから利息を若干得るだろうが、現在の年金のようにその時点

の価値で戻ってくるわけではないので、自分でやる場合には余計に厳しくなる。社

会保障の負担が大きくなれば可処分所得が減ることも事実だが、そうでない場合で

あっても、その分が全て消費に回るかといえば、若者が親に仕送りをするか、ある

いは自分の為に貯めなければならないということが起こってくるため、回すことが

できない。そのこととも比較をして考えなければならない問題だと思う。 

   まだ、緒についたところなので、これからいろいろ御議論を頂きたいと思ってい

る。 
（中川議員） 我々小泉内閣のもとで、「官から民へ」、「地方でできることは地方へ」、

「国から地方へ」、それを訴えてきたつもりである。日本国内での年金制度の改革

が負担で嫌だったら外に出ていってください、という意味ならば、これは大問題で

ある。それから、仮に外に出たいと思っても、地方の中小企業などは、出たくても

出れないし、出てもらっても困る。もう一度ご説明をいただきたい。 

（坂口臨時議員） 大きな企業は、外国へ出ている。 

（中川議員） 我が国のほとんどは中小企業である。 

（坂口臨時議員） 中小企業は外になかなか出られないけど、大きな企業は外国に出て

いる。日本に住んでいる国民にとっては働く場所がなくなる。 

（吉川議員） だからこそ活性化の視点が大切だということである。 

（坂口臨時議員） 大きい企業は外国にでるという選択肢もあるが、中小企業も含めて、

国民のほとんどがそういう選択肢はない。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る。そうなると、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の

か、どちらかをしなければならない。そういうことになると社会福祉を少なくする

ということになれば、そういう方向に行かざるを得ないことを私は申し上げている。 

（中川議員） 要するに、この年金制度で保険料率の 20％、こういう議論になって、企

業の大きいか小さいかは別にして、出る、出ないについて、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である。 

（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ない。日本のほとんど

の国民は、なかなか外に出られない。日本の国の中で生活を送らなければならない。 

（竹中議員） 細部もいろいろ御議論があると思うが、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について厚生労働大臣は御指

摘になったかと思うし、経済産業大臣はまさに、そういうことを念頭に置いて、し

っかりと制度をつくらないといけないということだと思う。 

（奥田議員） １つだけ坂口大臣に御理解いただきたい。私どもは経済合理性だけで、

現地生産をやっているわけではなく、雇用を確保しつつ、現地生産を行っている。

トヨタの場合だと、日本の国内で生産した場合は、外国の場合よりも１台当たりの
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利益は少ない。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 万台分の生産に相当する雇用を確保している。日本のいわゆる多国籍企業も、

日本の国の雇用を守るという信念を持って仕事をしている。ぜひ御理解をいただき

たい。 

（坂口臨時議員） 先ほどの制度体系の話で、ここの部分は個人単位にするかどうか、

あるいは、制度そのものをどうするかについては、もう一年くらい時間をとって議

論をさせていただたい。 

（竹中議員） まだ議論があると思うが、もう一度、この年金問題を集中的に議論する

必要がある。非常に暫定的に整理させていただくと、我々が目指すのは、国民の安

心の確保であり、大変重要である。しかし、安心を支えるための経済活力、それと

制度の持続可能性も重要であり、３つをバランスよくすることが基本的な立場であ

る。 

   給付と負担の関係について、厚生労働省案の 20％という保険料率は、民間議員、

谷垣大臣、中川大臣始め、高過ぎるのではないだろうかという議論が、各指標に基

づいて出された。坂口大臣からはより長期の視点で考えることが必要であるという

論点が出された。 

   給付水準については、同時に潜在的国民負担率との関係を考え、さらには、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。坂口大臣の方から

は、支出が 40 兆円に上っている事実に注目しなければならないという指摘をされ

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、どの程度

の速度で、どのような引き上げを行うかという調整速度が大変重要である。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という点に

ついては、そもそも年金とは何なのかという観点から、整理してみる必要もあるの

かと思う。 

   国庫負担については、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。谷垣大臣からは、財源を明示の必要性。それと国庫負

担の入れ方。先ほどの高額所得者の場合などについて、しっかりと議論すべきだと

いう御指摘があった。 

   未加入者問題については、民間議員からはペナルティ給付など、より強い政策が

必要。麻生大臣からは、徴収の仕組み等々についても遡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た。 

   物価スライドについては、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、特に、この点は十分議論をなされたわけではない。 

次の議論の機会に今日の議論を、進行係である私の立場で要点をとりまとめ、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、ぜひ各大臣に御相談させていただきたい。 

   医療制度改革については、診療報酬、薬価について近年の物価、賃金動向を踏ま

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い

る。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

たいというお話があった。 

（小泉議長） 今、いろいろな論点で議論されたが、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。その人たちは改革案でほとんど影響を受けない。

20歳の人が65歳から支給されると45年先でしょう。関心がないのは無理もない。

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だけれども、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くてはならない。そ
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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から、その点も含めて、よく整理してやっていただきた

い。 

（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。 

 

（坂口臨時議員 退室） 

 

（竹中議員） それでは続いて三位一体について御議論いただきたい。 

（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」の資料に基づいて提言する。 

   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

ジョンアップというものを志向すべきだということが問題提起された。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、お手元に参考資料を付けて

ある。これは国庫補助手負担金の廃止・縮減に関する地方の声をまとめたものであ

るが、ここに出ている国庫補助負担金廃止額及びそれに対応する税源移譲について、

期待感が高まっていると考える。これをどのような形で実行に結びつけ、成果を上

げていくかということは、一つの試金石になっていくのではないか。 

したがって、この資料の２枚目について、まず、今後３年間の改革工程全般をリ

セットして具体化、前倒ししていく必要性はないかということである。事務レベル

の「検討の場」の議論は、「基本方針 2003」に盛られた補助金の削減を議論してい

るところであり、その成果をここで御報告することができない状況である。今後の

具体化、前倒しについて、１つは、これは義務教育国庫負担金等の問題も関わって

くるが、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

も具体的に示さ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に

移譲額の目安と項目を明示せざるを得ないのではないか。さらには、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あった地方交付税そのものについて

も、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考えている。 

そこで、来年度の予算編成において、三位一体の改革をどのように国民の目に見

える形で実現し、スタートを切るかということが非常に重要である。その点で国庫

補助負担金の改革、この補助金の負担金の問題について、金額を明示化し加速して

いく必要性がある。昨年度も 5,625 億円を見直した。３年間で４兆円ということ

であるから、少なくとも我々は３分の１はやらなければならないと考えるが、この

点の検討が不十分であるということは否めない。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る。 

    税源移譲の問題について、２つのアプローチがある。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いう考え方である。もう１つ補助

金と税源移譲の問題を別個に議論しながら、最終的に収支を考慮し整合化をすると

いう考え方である。この哲学の問題は、まだ民間議員の提案の中では決着がついて

いない部分もあるが、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、来年度はそれ相応の税源移譲を芽出していく必要性がある

と思う。 

    それから、３番目の交付税の問題について、地方財政計画のあり様、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す

ると地方の財政面において大きな変化をもたらし、その意味で交付税の性格そのも
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のが問われる部分もある。地方交付税の総額抑制について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、議論を明示していき、そして時代にふさ

わしい簡素で透明性の高い制度を実現していく必要性があると思う。 

    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る。追加的に申し上げると、この資料の４枚目を見て頂くと、

国庫補助負担金の項目についてかなり広範に地方の声が挙がっている。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

の問題を中期的、あるいは長期的に構想することも、小泉構造改革の一つの大きな

課題であると考えている。 

（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

を目指すもので、「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。 

    資料の１ページ目の補助金改革について、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。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。そこで、「基本方針 2003」の改革工程の改革の方向性やスケジュールを踏まえ

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ある。 

   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について、

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。そこで、16 年

度予算での補助金改革について、最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。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

係法律を地方から評価されて国民の目にわかりやすい成果に示していくことが必

要である。さらに退職手当、児童手当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こととされており、一般財源化する方向で議論を進めること

が必要であると思う。 

    それから、地方向け補助金の過半、55％は社会保障関係である。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考えている。 

    それから次のページの地方交付税の改革について、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きた地方交付税総額の抑制が大事で

ある。このため、16 年度予算編成に当たり、地方歳出の各項目を見直していくこ

ととしたい。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したい。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あると思う。年末に向けて、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。 

    それから税源移譲については、「基本方針 2003」にあるように、「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

であると考えている。まず補助金改革に全力を挙げたい。具体的税目については、

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いる。 

（麻生議員） 資料に「『三位一体の改革』の基本的方向」と書いてある通り、「基本方

針 2003」に沿って確実に推進していかなければならない。地方が元気が出るよう

な改革をしなければなら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。 

   「基本方針 2003」では４兆円になっているが、資料にある通り、全国知事会が８

兆 9,000 億円、政令指定都市が７兆 9,900 億円、全国市長会が５兆 8,000 億円の

縮減を提言するなど、関心が高くなっており、４兆円が色あせて見えてくるという
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指摘もそれなり正しい。実現可能性は別にして、こういう関心が持たれているとい

うのはいいことだ。 

    また、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

譲は、この通りやらなければならない。４兆円ができないうちから８兆とか９兆と

か言っても始まらないので、「基本方針 2003」に沿ってきちんとこの方向でやると

いうことで理解していただければと思う。 

    次に、税源移譲を含む税源配分の見直しについては、国庫補助負担金の廃止・縮

減に対応して基幹税による税源移譲を実現するということであるが、地方によって

は税源移譲されても税をとる対象のない市町村に対しては、いわゆる住民税や地方

消費税等でないとどうにもならない。それでも差がつくので、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であり、それは基本的に維持をし

ないとなかなか簡単にはいかないと思う。 

    交付税改革について、一番進んでいると正直思っていて、額として１兆円ずつ毎

年減っている。平成 13 年度の 20 兆円から平成 14 年度の 19.5 兆円、平成 15 年度

で 18.1 兆円まで下がってきている。交付税改革が進んでいないという意見がよく

聞かれるが、数字で一番きっちり出ている。国の予算の一般歳出は平成 13 年度で

は伸び率が＋1.2％ 、平成 14 年度では－2.3％ 、平成 15 年度では＋0.1％ で、

地方財政計画の一般歳出を見ると、地方財政の方は一律して－0.6％ 、－3.3％ 、

－2.0 ％と確実に下がっているので、数字としてこれぐらいはっきり出ているもの

はないと思う。 

    したがって、地方財政計画等、具体的には人員削減等４万人をめどに削減する方

向に進んでおり、そういった方向で進んでいるということを申し上げたい。 

（牛尾議員） 「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

力があった小泉内閣の基本である。従来は、国が地方の歳出を決め、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だった。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税源移譲を主役にする。

しかしその場合は、今、麻生議員が指摘された通り、地域間格差があるから、その

最低限調整するのに地方交付税交付金を使う。地方交付税交付金は確かに減ってい

るが、地方交付税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。これからは裁量ではなくて、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いと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、

従来からいうと大変画期的な意識の変化であるので、それをはっきり受け止めて、

３年間で４兆円の廃止をきちんと実行する必要がある。16 年度に最低、３分の１

やる必要があるが、財源移譲に関しても、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。税源移譲は、ほとんどないに等しい状況である。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、これはすぐに見えるようにしてほしい。 

（麻生議員） ４兆円という額だと、これに合わせて税源をどうするかという問題。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、交付税でやるとか似たような話になりかねないと思う。そこのところはきち

んとした額を、少なくとも見える形として出す必要がある。４兆円のうち 10 分の

１を 4,000 億円ぐらいじゃ、同化・定着・定型化とか、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ので、これはかなりなものを出す必要があると思う。 
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（竹中議員） これから集中審議が始まるので、ぜひしっかりとやって、しかるべくま

とまった額で成果が見えるようにしなければならない、進め方について、総理、官

房長官とも相談しながら、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

権限の委譲、交付税の縮減、それに根ざした議論をしていただきたい。 

    もう一つの最後の主要な論点項目として、郵政民営化の主要な論点項目を書き出

した。前回、集中的に郵政の問題を議論したときの各議員の問題意識をそれなりに

散りばめたつもりである。また、内閣府、総務省、民間有識者からなる連絡協議会

があり、そこでの議論も踏まえた形にしている。 

    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、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

重要になる、地域や国民への利便性の確保ということが重要になる、経営資源の活

用、移行期のあり方、民営化組織の形態を最終的にどうするか、そういったことを

前回議論させていただいた５つの基本原則を踏まえしっかりとした手順でやって

いくということが重要である。 

（吉川議員）  簡保の新商品をめぐっていろんな問題が生じているが、まさに移行期の

問題である。竹中議員の資料にある通り、民間とのイコールフッティングという視

点は、１つ大切なことだと考えている。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

るから、この移行期に当たって新商品については、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だと思う。 

（麻生議員） このイコールフッティングに関しては、生田総裁や労働組合と何回か話

をして、竹中議員の資料にある郵政公社の雇用は、国会でも触れました。28 万人

の職員への対応ということも含め、少なくとも生田総裁に任せて、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であると思うの

は当然である。しかも、それが法律の範囲内である限り、私どもとして止める立場

には全くない。 

    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、その場でその是非については考えてもいい。しかし、その件で実際

に私のところに話しに来た人はほとんどいないので、そういう状況にはないと思う。 

（竹中議員） 金融庁にはたくさん来ている。 

（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

われているので、簡保の新商品の販売については、もう少し高い見地から見てやる

のがいいかと思う。例えば、ある種の制限みたいなものをつけることなどが考えら

れるが、それは生田総裁にお任せするということが大事だと思う。 

（本間議員） 田中直毅氏が諮問会議に来られて郵政問題について初めて議論がした時、

この移行期の問題が出た。田中氏によれば、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。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ないが、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、民間生保の経営状態、解約率が巨額に達し

ていて、純増どころか、ものすごい減になっている。その時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、先ほど吉川議員が指摘された通り、政府保証
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をどうするのか、あるいは奥田議員が指摘されたとおり、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ないと、

民間にとっては、相当ハンデ戦となる。つまり、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残すのではないかという気がしている。所掌が異なる

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協力いただくのがよいと思

う。 

（麻生議員） グラフを見ても減り方は簡保の方が激しい。生保の方だけ言われるのは

公平性を欠く。 

（本間議員） もちろん、それはわかっている。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わけで、そこを申し上げている。 

（麻生議員） イコールフッティングという話は常に出てくる話だが、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、基本的にその部分も大き

な違いがあるし、この額を見ても、数字としては極端な経営を圧迫するようなこと

にはならないと思う。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いろいろあるわけだが、私どもは 10 分１やら何やらのものを

発売するつもりもないし、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％こっちも減ってくるので、その額からいくと結構大き

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いくという期待があると思うぐ

らい、結構劣化していて、劣化されたものを渡されたら渡される会社の方が困るの

で、民営化をするという前提になると、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と思う。 

（本間議員） 劣化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、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。現状よりも経営形態として簡保が改善されるという保証はないの

ではないかと思っている。この発行に伴って起こるとは判断していない部分がある。

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。 

（麻生議員） よくなるかならないかは見解の相違だと思う。よくなると思って郵政公

社はやっておると理解しておかないとこの種の話は進まない。 

（竹中議員） 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ければならないと思う。麻生議員

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という話があ

ったので、そういうことも含めて、かつ同時に、しかし民営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わからないはずなので、郵政の民営化はとにかく

急いでやる必要がある。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

ている。 

（小泉議長） 三位一体はしっかりとやらなければならないので、補助金、目標は３年

間で４兆円だから、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。税

源もはっきりとやる。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、中央から地方へとやるべきである。これをよく検討して、

それに沿ってやる。同時に、都合の悪いのは自分たちに任せてくれるなというのも

あるかもしれないが、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
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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。私

は１商品のことでとやかく言うべきじゃないと思う。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。よろしくお願いします。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 


