
平成 15 年第 26 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 26  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 11 月 28 日(金) 17:04～18:59 

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（金融・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 

同    金子 一義 内閣府特命担当大臣（産業再生機構） 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)集中審議④ 

(2)予算編成の基本方針（原案） 

3.閉会 

（説明資料） 

○金子臨時議員提出資料 

○竹中金融担当大臣提出資料（竹中議員提出資料） 

○中川議員提出資料 

○企業金融円滑化のための日本銀行の施策（福井議員提出資料） 

○年金制度改革の論点（竹中議員提出資料） 

○年金改革の今後の課題（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） 

○三位一体改革の考え方（谷垣議員説明資料） 
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○「三位一体の改革」について（麻生議員提出資料） 

○平成 16 年度予算編成の基本方針（案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年26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。 

（プレス退室） 

（竹中議員） 	 それでは本日の議題ですが、今日は集中審議の４回目でございます。

大きく３つの議題があります。第１は「金融・産業再生」の問題、２番目が「年

金改革」、３番目が「三位一体改革」でございます。「金融・産業再生」につき

ましては、前回に引き続いて金子大臣に御出席いただきます。年金改革について

は後ほど坂口大臣におこしをいただきます。また 後に、予算編成の基本方針の

原案について御審議をいただきたいと思います。 

○集中審議④

（竹中議員） それでは、 初のテーマの「金融・産業再生」でありますが、まず、

金子大臣から御説明をお願いいたします。 

（金子臨時議員） 産業再生機構について御説明をさせていただきます。今年の５月

に業務を開始させていただいて以来、谷垣前大臣を引き継ぎまして、現在８件の

支援決定をしております。横長の資料「金子臨時議員提出資料」、これに基づい

て御説明をさせていただきます。 

１ページ目を飛ばしていただきまして２ページ目、これまでの状況でございま

す。案件の一覧をここに書かせていただいております。この中の特色あるもので

ございますが、４番に書いておりますマツヤデンキ、これは関西圏等の家電コン

ビニを目指すと言われているものであります。次の３ページを見ていただきます

と、ここの特色は機構の手続と、そして併せて大阪地裁、裁判所の手続を同時に

とる、民事再生の手続を併用するということをやりました。これは多分初めてこ

ういうケースが出てきたと思います。これによりまして、仕入先からの資金につ

いては金融機関の債権とは切り離しまして、返済を続けさせるということで、仕

入業者が困らないように、商売を途切れさせないようにという手続をとった例で

ありまして、その結果としてスポンサーがすぐにあらわれまして、建て直しがう

まくいきつつある案件であります。１つのテストケースだったと思います。 

それからもう一つ、事業再生モデルでできたのではないかと思っておりますの

が、２ページ目に戻っていただきますけれども、九州産交であります。それから

７番目の三井鉱山。九州産交は、これが成功しますと、熊本にありますほかの２

社の交通機関、これがこの会社の再生に合わせてルートの再編成、料金の再設定

を行うということ、これは地元の市長さんや県知事からもそういう要望がかなり
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来ておりましたけれども、これができるようになってくるという意味で、市にと

っても非常に効果があったようでございます。 

それから、三井鉱山もそうなのでありますけれども、２件とも政府系金融機関

の御理解をいただきました。九州産交は石原大臣にもお願いしまして、民都機構、

これが債権放棄に応じていただきました。そういうことで事業再生の足がかりを

新たな形でつかめた例であります。 

それから、３番目のうすい百貨店、津松菱、うすい百貨店は郡山でありますが、

区画整理等々を今進めている市の中心の部分だったのでありますけれども、この

百貨店が倒産してしまいますと市の事業が頓挫してしまうという中核の百貨店で

ございまして、そういう意味では、ここはいわば商業集積の核となっております

ような店舗の再生によって、地域に非常に効果を与えたという例であると思って

おります。 

案件につきましては、以上で割愛をさせていただきます。 

それからもう一つ、２番目のカテゴリーが４ページ目以下でありますが、再生

機構を担当してみましていろいろ御意見が、再生機構それから持ち込む金融機関

との間でもありました。 

本来、もとより市場で受けられないような資産評価とか、債権の価格の決定と

いうのはできませんが、一方で市場からは再生機構に持ち込んだけれども、ブラ

ックボックス、しばらくの間、デューデリとかいって持ち込んだ得意先のものに

対して、どうなっていくのかというのがなかなかわかりにくい。黄色だったので、

それを緑にするために持ち込んだのだけれども、果たして緑になるのか、ひょっ

としたら赤になっちゃうのかもしれないというような空白の時間帯ですとか、ブ

ラックボックスもあるというようないろいろな御意見もありました。そういう意

味で、この４ページ目に持ち込んだ案件の取扱いについての見通しが立ちにくい

という点に対して、改善すべきところは改善していって、そして企業側には非常

に不安がある、銀行側にも不安があるということでは仕方がありませんものです

から、なるべくいろいろな工夫をしていきたい。 

１番目がそういう意味で、これに書いてありますように、見通しをつけやすく

するための資産査定ですとか、経営者責任のあり方について機構がもう少しわか

りやすくしてあげよう、機構としての標準的な考え方を提示する、あるいは説明

をするということを対応していきたい。具体策は、①、②に書いてあるようなこ

とを進めております。 

それから、②でありますけれども、金融機関のみでなく、機構からの財務支援

というのがこれまで扱った案件、不成立の場合もありましたけれども、経験に照

らしまして、機構による財務支援というのも柔軟に対応できる部分があるのでは

ないかという点で、具体策はここに書いてありますとおり、ＤＩＰファイナンス

等々を検討していきたい。 

５ページ目にまいりまして、非常に出てきましたのが、金融機関等との意思疎

通がどうも円滑ではないという部分で、再生機構はファンド屋だと、銀行は銀行
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屋だということで、ちょっとそこの間に距離もあるということで、ここに書いて

ありますとおり、担当者を明確にする、顔が見えるようにしてあげる、それから

協働作業をしていく必要があるのではないかということで、この①、②、③に書

いてあるような対応策というものを考えたいということで、今日お持ちをさせて

いただいた次第であります。 

後のページであります。今後の予定でありますけれども、全銀協あるいは地

銀協等々と再生機構が同席等してもらいまして懇談会をやってまいりたい。いず

れにしましても、2005年の３月までには不良債権を半減にする。そのための一つ

のツールであるという認識のもとに、使える部分は使うということで対応をして

まいりたいと思って、今日発言をさせていただきました。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。続きまして中川大臣お願いします。 

（中川議員） お手元に大きめの紙でいろんな色で２枚、「産業金融機能強化策の検

討状況について」と「産業再生に向けた取組」ということでございます。 

１枚目の産業金融機能強化のところでございますが、まず左の下の黄色部分を

ごらんになっていただきたいと思います。産業界側から見た金融というものが非

常に重要であるという視点で我々取り組んでいるわけでありますが、いろいろと

ニーズを調べてみますと、まず銀行とか金融機関だけではなくて、商社とかリー

ス会社とかファイナンス会社といった、いわゆる事業会社系が金融サービスの提

供者となることを期待している。さらには、金融の手法としまして、有担保原則、

あるいは有保証原則からの脱却といいましょうか、大幅な原則からの変更という

もの、さらには担保をとる場合でも土地が主流であったわけでありますけれども、

いわゆる流動資産、あるいは動産と売掛債権といったものを担保してほしいとい

う要望が強うございます。したがいまして、右側の方にいきますけれども、各省

庁といろいろと相談をしながら検討しておるものといたしまして、例えば一番上

の「○」でございますけれども、貸出債権を証券化するという検討を現在してお

ります。あるいはまた、２つ目の「○」の信託会社について信用補完制度を補強

すること、あるいはまた商社等の事業会社についても、証券化のための支援策を

今検討しているということでございます。有限責任組合法も改正をして、単に中

小企業、ベンチャー支援にとどまらず、事業再生や中堅企業の成長のための資金

供給という機能も検討しておりますし、また、日銀とも今協議をしながら、日銀

におかれまして、資産担保証券の購入をはじめとする適切な多様な手法を講じて

いただきたいということでございます。 

他方リスク対応ということで、先ほど申し上げた不動産担保から在庫等の流動

資産等への幅を広げるでありますとか売掛債権、あるいはまた知的財産を活用し

た、担保化といいましょうか、資金調達のための、これは評価が必要になってま

いりますけれども、こういった資金供給手段というものも今検討しておるところ

でございます。 

さらには、既に国民金融公庫で550 万円まで個人保証なし、無担保、そして本

人保証もなしという制度が既にございますけれども、その550 万円を750 万円に
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する。さらには根保証というものがいざというときに非常に重石になってきてお

るということでございますので、根保証を適正化していくというようなことも今

法務省等と検討しているところでございます。さらには破産手続に入った場合、

一番下でございますけれども、現在、自由財産21万円までという破産法の財産を

もう少し柔軟にするとか、そういう破産の場合の手続についても、これはあくま

でも一旦倒れたけれども、また復活できるという観点から、より自由にしていく

という政策の一環として破産法の改正も現在検討しているところでございます。 

２枚目が「企業再生に向けた取組」ということでございまして、これも今の１

枚目と大分ダブる部分がございますけれども、２つの枠といたしまして、事業再

生、産業の再生という観点で既に御報告しておりますが、例えば、中小企業支援

協議会というものを全国47都道府県につくっておりますが、今後これに資金供給

機能も付けていくと、セットでやっていく、単なる窓口相談ではなくてやってい

くこと等々、ここに書いてございますことをやってまいります。金子大臣と重な

るところは省略させていただきますが、今後人材の育成、あるいはまた民間ファ

ンドの先ほど申し上げた出資の拡大等々について検討しているところであります。

それから、新たな起業支援としては、既に御承知のとおり、 低資本金以下で

企業が立ち上げることができるということが真ん中の緑のところで、既に10か月

間で7,000 件近い業が立ち上がっておりますが、そのうち資本金１円で既に300

社近いものが立ち上がっておりますが、今後ますますそういうものを促進してい

こうということ、あるいはエンゼル税制、あるいは起業家を育成する、あるいは

また大学発のベンチャー、これは1,000 社を当面目標にしておりますが、既に500 

社を超えるものがあるわけでございますけれども、人、金、技術といったあらゆ

る面でプラスになるようないろいろな起業再生、あるいはまた起業を起こすとい

う意味での方策を各省庁と今検討しているところでございます。 

以上です。 

（竹中議員） それでは福井総裁よろしゅうございますか。 

（福井議員） 日本銀行からたった１枚だけ紙を差し上げておりますが、かねてから

企業金融の円滑化につきまして、銀行の貸出ということと併せて、むしろ市場を

通ずる資金調達手段を増やし、育成していくということにウエートを移しまして、

いろんな努力をしてきているということでございます。 

もう既にかなり古くから、例えば、1999年にはまだ非常に新しい段階の商品で

ございました資産担保債券を適格担保にするということが皮切りでございました。

その後ＣＰの現先オペの積極的な活用とか、企業向けの証書貸付債権や資産担保

証券の担保範囲を広げるという措置をずっととってまいりました。主として、担

保を拡充するということをやってきたわけですが、日銀がこうした資産を担保適

格化いたしますと、リファイナンスが容易になるという判断になりまして、これ

を通じて企業金融の円滑化、資産担保証券市場の発展に寄与できると、こういう

構成できていたわけでございます。 

それから、 近２つの施策を実施いたしました。１つは、資産担保証券を担保
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でなくて買い入れるということでございます。それからもう一つは、シンジケー

トローンという 近金融機関が新しい展開を始めております貸出債権ですが、こ

れを担保として受け入れると、こういう２つの措置を講じました。長い目で見て、

証券化市場、債権流動化市場といった市場を通じた資金、信用仲介チャネルを活

発化させる、こういう思想を貫いているわけでありますが、特に資産担保証券の

買入措置に踏み切ったというところは、短期的に見ましても、今進めております

デフレ脱却のための金融緩和効果波及メカニズムを強化すると、こういう意味合

いをもう一枚加えてやっているということでございます。 

資産担保証券の買入れ、異例の措置でございますけれども、これは債権をプー

ル化して信用管理をする、リスク管理をするという非常に近代的な手法がとられ

ておりますので、信用リスク全体を削減することができる。そして投資家のリス

クアペタイトは、投資家によってまちまちですけれども、それぞれの投資家のリ

スク許容度に応じたリスク部分を移転することができるという仕組みでございま

して、非常に近代的な手法を使いながら、企業金融の円滑化に貢献することがで

きるということでございます。この点につきましては、今月から市場関係者とと

もに証券化市場フォーラムを開催しておりまして、この先の発展に向けて様々な

意見を今集約しているところでございます。市場整備に向けて一段と取り組んで

いける自信が出てきているということでございます。 

シンジケートローン市場の方は、借手の企業にとりましては、資金調達チャネ

ルが多様化するということですが、このローン債権の売買市場、これは貸出債権

が市場で転売されるということでありますので、これが拡大しますと、日本の金

融で一番問題になっておりますリスクに見合った金利がきちんと付けられない、

この 大の問題に対して、市場で値段が決まるものですから、リスクに見合った

プライシングが行われる。その考え方が浸透しますと、また、銀行貸出に跳ね返

っていい効果を将来に向かってもたらすと、こういうことを期待しているもので

ございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。金融担当の私の方からも少しだけ御説明を

させていただきます。私の名前の資料がありますが、その中の横長の「参考資料」

という薄いものをちょっとごらんいただきたいと思います。４枚ぐらいの簡単な

グラフが載っているものであります。 

まず、 初のページは「不良債権比率の推移」、不良債権の回収が進めば産業

の再生も進む、産業の再生が進めば不良債権も減っていくという、コインの両面

のような関係にあるわけでありますけれども、不良債権比率に関して見ますと、

14年３月期に8.4 ％、これは例の特別検査をやって、不良債権を洗い出して8.4 ％

という高い比率になっているわけですが、それを計画どおり減らしてきておりま

して、先般発表されました15年９月期の不良債権比率は6.5 ％まで下がりました。

このペース、まだまだ上り坂といいますか、先はありますけれども、しっかりと

続けていきさえすれば、目標の４％台は射程圏に入ってきたというのが今の状況

でございます。これをしっかりと続けるということが重要だと思っています。 
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そうした中で産業金融に位置する非常に重要な手段として信託制度の整備に今

後力を入れて行っていきたいというふうに思っております。現状は信託できる財

産の種類が金銭等に限定されておりまして、信託業の担い手が信託銀行のみにな

っているわけですが、この受託可能財産に知的財産等も含めるべく拡大する。知

的財産を信託するというような制度にする。信託業の担い手も金融機関以外のも

のに担えるようにする。受益権の証券化、流動化等々通じていわゆる資金調達の

手段を多様化するということがやはり重要になってくる。これは信託業法の改正

という大作業を要しますが、これはぜひ行いたいというふうに思っております。 

１ページめくっていただきまして、主要行に関しては、目標も決めて不良債権

を一生懸命減らしている。しかし地域に関しては地域の銀行、地銀、第二地銀、

信用組合、信用金庫、626 日本にはございますが、そういうところには目標を課

すことなく、まず地域の中小企業を再生させてほしい。地域の中小企業が再生さ

れることによって、その地域の金融機関もしっかりと財務基盤を強くしていって

ほしいというその手法で地道な努力をしておりますけれども、この626 の金融機

関が今ようやく前向きにいろいろな試みを行ってきておりますので、そういった

ことを626 すべての金融機関に報告を求めまして、今お互いがお互いを刺激し合

うような関係をつくるということを考えております。 

そうした中で、例えば３つだけ事例を挙げておりますけれども、県境を越えた

広域の商談会を企画している。例えば、秋田、青森、岩手の銀行は、そういうこ

とを越えてビジネス機会の拡大のチャンスを中小企業に与えているというような

前向きの事例が見られる。 

２番目はスルガ銀行という銀行の例でありますけれども、地域の中小旅館向け、

これは主に伊豆地方でありますけれども、その旅館の企業再生のスキームを、フ

ァンドをつくるなどしてその前向きな取組みを行っている。 

３番目は、北陸銀行というところの例ですけれども、新しい金融手法を活用し

て財務指標が一定の水準を達成できない場合には、金利等の融資条件が変更され

る。そうじゃない場合は無担保・無保証の商品にすると、そういうような新しい

試みが見られる。こういう芽をしっかりと伸ばしていきたいと思っております。 

後の紙でありますけれども、先ほどから何回か出ておりますが、担保・保証

に過度に異存しない資金調達というのが産業金融に今何よりも求められているこ

とだと思っております。先ほど不良債権比率が低下しているというふうに申し上

げましたが、不良債権が減る中で、大手の主要行が非常に前向きに無担保、さら

に第三者保証を不要とするような金融商品の貸出を急拡大させております。ここ

に出ておりますけれども、15年度の貸出実行額の目途として、これは私も驚きま

したが、15年度は１兆3,000 億円の無担保、これはほとんどの銀行が１年か１年

半ぐらい前にこの商品を開発したばかりなんですけれども、そういうのが今急拡

大するような環境がようやく生まれつつあるというふうに思っております。また、

地域の金融機関に関しましてもいろいろ聞きましたところ、そういう地域の約８

割の金融機関において、そういった担保や保証に依存しない融資の促進を今進め
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ているところであるということでありますので、こうしたまさに芽をしっかりと

育てていくことが産業金融上も極めて重要ではないかというふうに思っておりま

す。説明は以上でございます。それでは御自由にどうぞ御議論いただきたいと思

います。吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 我々は不良債権処理の進捗を基本的に評価しております。現在日本経

済は回復基調にあり、いわば追い風が吹いているわけで、2005年度末までに不良

債権処理を完了するという目標を達成することは可能であると思いますし、また

重要なことだと思います。 

そこで２点あります。１つは、今３人の大臣方、それから総裁からもお話があ

ったわけですが、不良債権処理の問題に向けて動いている組織というのはたくさ

んございます。金融庁の行政、経済産業省、それから産業再生機構、日本銀行、

日本政策投資銀行等政府系の金融機関、その連携をぜひともよくしていただきた

い。信託業法の改正というような話もございました。これも関連した施策も含め

てよく連携していただくというのが１つ。それから今日御説明があったことは、

基本的には金融面の制度を整備するということなんですが、これが実体経済にど

れぐらいよい影響を与えているかというのを常に定量的に見ながら施策を考えて

いく、産業と金融を再生するという施策のためには常にその効果を見極めながら

考えていくことが必要だと思います。いずれにしても、順調に進捗しているわけ

ですから、この動きを加速していただくよう期待しております。 

（竹中議員） ほかにいかがでしょうか。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、中川大臣から大変具体的ないろんな問題、非常に評価するわけで

すが、ただ、個人保証に関して実は１年半ぐらい前からずっとお願いしているん

ですけれども、結局、法務省や関係各省で検討中の状態から動かなくなってしま

っているという。地方を回りまして、もう会社としては引上げたいというときで

も、ほとんど無限定で個人保証をしてしまっているので、やめると何もかもなく

なってしまう。バブルが起こる前の状態まで戻ってやりたいと考えている経営者

は多いわけですね。既存の個人保証に関しても、何らかの方法で上限を決めて、

そこでとめるというような方式ができれば、敗者復活ができるのではないかと思

って、ずっとこの議論をしてきているわけであります。 

また同時に、友人に個人保証したために、知らぬ間に無条件に、無限定に保証

する結果になって、財産を失った地方の資産家もいっぱいわけですね。半分ぐら

いは軽率であり無知であることからきているんですが、そういう状態が会社を損

でも続けざるを得ないという状況をつくっているところがあるので、１年半前ぐ

らいから、それはもっともだということでここを通ったんですけれども、法務省、

関係各省で検討中というと、そこからもうブラックボックスになってしまうので、

これは何とか早く結論を出していく。多くの、特に地方の中枢的な資産を持った

経営者のかなりの人がこれで悩んでいるんじゃないかと私は思っております。同

時に、経営者の敗者復活という点からいっても、とことんまで日本は個人保証で

追い詰められるものですから、倒れたときは何もなくなってしまう。それが 後
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に書いてある破産者の手元に残る財産というものが非常に少なくて、夜逃げをす

るというようなことになる。そういう悲惨な状態の中で中小企業というものが暗

くなっていく状況があるので、やはり既存の個人保証に関しても、要するに無限

定で保証して金を借りるという窮地に追い込まれたときに、貸す方にも問題があ

るのかもしれませんけれども、この問題は、放っておきますとなかなか進みませ

んので、ぜひ中川大臣のときに決着をつけてほしいというふうにお願いをしたい

と思います。 

（竹中議員） それでは本間議員、それで中川大臣お願いします。 

（本間議員） 各方面から産業金融、企業金融に対して積極的なアプローチが提案さ

れ、それが実施に移されているということは非常に高く評価したいと思いますし、

日本銀行におかれましても、この点、新しい施策に踏み出していただいていると

いうことは我々も歓迎しております。ただ、マクロ的な観点で言えば、マネーサ

プライが増加して、実需に好影響を与えていく、こういうところまで金融緩和の

波及メカニズムの強化をしていくには、まだまだ残された課題も多いと思います

ので、ぜひ引き継ぎを積極的に日本銀行が御努力いただきますことを期待いたし

たいと思います。 

（竹中議員） それでは中川大臣どうぞ。 

（中川議員） 特に牛尾議員から今の御発言でございますが、私も有担保、あるいは

有保証というところから脱却をしないと、真の意味の産業再生、あるいはまた新

たな企業の創造、それから今、「敗者復活」という言葉がありましたが、そうい

うスピード感も含めて非常に大事だと思いますので、私は破産法とか商法の専門

家ではございませんけれども、一般保証、根保証を含めて今、特に既存のものも

含めてということですから、どういうふうに法務省が反応するのかこの場ではち

ょっとお答えできませんけれども、全力を挙げて、これはアンケートの中でも非

常に多いということを我々も把握しておりますので、全力を尽くして頑張ってい

きたいと思っています。 

（竹中議員） 金子大臣、福井総裁、もし何かございましたら。 

（金子臨時議員） この件を進めるに当たりまして、各省庁、特に竹中大臣のところ、

経済産業大臣のところ、いろいろ関係がありますので、どうぞ御協力をよろしく

お願いします。 

（竹中議員） わかりました。福井総裁どうぞ。 

（福井議員） 本間議員の御指摘の点が一番大事だと私どもも思っておりまして、一

見、我々がやっていることは、何かミクロ的なアプローチをやっているように見

えるわけでございますが、実は本当のねらいとしているところは貸出の市場とか、

債券の市場とか、株式市場とかというふうに分断した市場でなくて、その間全部

シームレスにつながる。そうでなければマクロの成果につながらないわけでござ

います。そのキーワードはリスクに見合った金利がきちんとつくというようなプ

ライシングメカニズムなわけで、そのメカニズムをどこかで植えつけながら広げ

ていくということになれば、貸し渋り、貸しはがしということは本来起こらない
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わけです。信用リスクのアセスメントができていれば、そのリスクアペタイトに

見合った投資家が必ず金を持ってくるという仕組みをつくれば、金融緩和は即マ

ネーサプライ増加効果につながるということになります。非常に迂遠なようです

けれども、ミクロ的アプローチに見えるようなところから、実はシームレスな展

開をねらっているという意味でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（小泉議長） 不良債権処理が今目標どおり進んでいるというのだけれども、私が就

任したときの構造改革で一番大事なのは不良債権処理だと、加速しなきゃだめだ

だめだと言われた。しているうちに、いや、これは間違っている。改革なくして

成長なしじゃないかと、成長なくして改革なしなんだと。このまま小泉内閣で不

良債権処理を進めていったら、デフレスパイラルに陥って倒産件数がどんどん増

えて失業率は二桁になると言われた。実態は逆でどうしてそう逆になっている

の？ 倒産件数は14か月連続して減少しているでしょう、失業率は二桁になって

いないでしょう、デフレスパイラルは起こっていないでしょう。これを誰かわか

りやすく解説してくれないかな。 

（中川議員） これは、１つは例の30兆の信用保証というものも大きかったんだろう

と思いますし、ただ、総理おっしゃるとおり、そういう方向にありますが、私の

産業の立場から言うと、もちろん景気に明るさが見えてきたということなんです

が、方向性でどんどん行っているかというと、例えば、業を起こす方が廃業率よ

りも依然として少ないとか、そっちの方までもっと踏み込んでやっていきたいと

いう、今まさに上向きに、総理の方向に向かって緒についたという段階だと思う

ので、これは私の個人的な全くの判断ですけれども、放っておけば、またどうな

るかわからないとか、あるいは中国や韓国が必死になって、奥田議員も前回中国

に行ったときのお話をされておりましたけれども、安心していると、また大変な

ことになるぞという緊張感は依然として必要なのではないかというのが我々のい

ろんなデータなんかを見た判断なんですけれども、方向としては、確かに総理の

おっしゃっている方向だろうと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 総理、りそなを覚えておられると思いますけれども、りそなを 終的

にはつぶさなかった、あの決断は大きかったと思います。あれを境に少なくとも

金融関係の株は３倍から４倍に、それを持たされている中小企業の持合い株は全

部資産が３倍に上がりました。それは中小企業に著しく大きかった。これが直接

的には一番大きかったと思います。かつ世界から見て、日本は銀行をつぶさない

というような一種の神話みたいなものができて、わっとあれから外国人の買いが

入ってきた。あれが境と私は思います。 

（竹中議員） 総理の提示された問題は大変重要だと思っております。基本的には当

初から私たちは、不良債権処理を進めると企業がしっかりしてくる、つまり生産

の側がしっかりしてくるんだと、これをやらない限り持続的な成長はないんだと

いうふうに申し上げていた。それに対して、しかし、不良債権を処理するその瞬
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間に関しては、需要がへこむのではないか、だから大変なことになるだろうとい

うことを言う人もいた。しかし、現実には生産がよくなるという地道な努力がは

るかにまさったということだと思います。 

加えて、需要が減るという可能性はもちろんあったわけですけれども、その需

要が余り減らないようにするための様々な政策、それがやはり奏功してきた。そ

れは、先ほど言った１つが、例えば信用保証、セーフティネット保証によって、

その需要が落ち込まないようにする。実際問題として、セーフティネット保証が

始まった去年の秋を境にして倒産件数は減り始めている。そういう政策をきめ細

かく、本論としての生産側を強くする、しかし需要側にもそれらの配慮をしなが

ら構造改革を進めてきたという点が今のところ、一つの結果をもたらしていると

いうことだと思います。同時に、しかし生産の側は一方で中国というまた新しい

要素もありますから、それはそれでまた規制改革等々、別の観点から強力に進め

ていかなければいけない、そういう状況ではないかと思います。吉川議員。 

（吉川議員） 竹中大臣がおっしゃったことと基本的に同じことかもしれませんけれ

ども、総理がおっしゃったこととの関連では、やはり不良債権処理というのはし

なければいけないことなんですね。これはしなければいけなかったことだし、今

でも宿題は残っているということでしょうが、放っておいてはだめだということ

です。経済が立ち直るまで手をつけないというオプションはなかったということ

だと思います。ですから、それを進めた。ただし、具体的な手順については、も

ちろんデリケートな問題があるわけですから、それをどうやるかというのは英語

でいうアートというようなところがあるんだろうと思いますが、幸い日本経済は

立ち直ってきた。今のところ、進捗してきたということですから、これを 終ゴ

ールまで持っていくということだと思います。 

（竹中議員） どうぞ。 

（奥田議員） 実際の経済界から見て、今、総理がおっしゃられたスタートの時点に

おいては、大きな失業率が出るとか、あるいは倒産が出るとか、そういうことが

今改善された、あるいはなくなったという話ですけれども、総理が一番初めに言

われたときには、正直言って、中小企業に対する対策というのはあらゆる面で何

もやられていなかった。ところが、あの後どんどんいろんな対策を厚生労働省も

やったし、それから経産省もやったし、財務省もやった。みんながいろんな対策

を立てて、これは相当、数え上げればきりがないほどの対策が出たと思うんです。

それが功を奏して、失業率も5.5 から5.1％まで下がったとか、これは厚労省のセ

ーフティネットが、そういうものをつくったのが大きかった。そういうことで、

あそこでアラーム的な数字が出て、それに対して各省庁が対策を打ったというこ

とが何もやらなかったら起こったであろう壊滅的な数字を止めたと、そういうふ

うに我々は理解しております。 

（小泉議長） 中国なんかも脅威だというけれども、実際はかなりプラスになってい

ますよね。脅威より好機になっていますね。ビジネスチャンスを広げていますよ

ね。 
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（竹中議員） では、手短にお願いします。 

（牛尾議員） 不良債権問題が底辺にあって、特にりそなで株主を保護したというこ

とは、いろんな議論がありましたけれども、大きなきっかけになったということ

が１つですね。もう一つは、経済の活性化ということについて、構造改革を通じ

て規制撤廃や特区や民営化や雇用拡大ということについて動きが始まったことに

対する民間の経済範囲が広まってきたわけですね。だから動き出しているわけで

す。しかし、まだ油断はできないと思うんです。 近は無神経に経済に水を差す

ような発言が四方八方から出るんですけれども、これは本当に注意しないといけ

ない。やっと出てきたこの芽は、まだ「芽」ですから、風には弱いですから、そ

れさえ怠りなくやれば、特に女性が張り切ったことも事実ですね。女性が仕事し

やすいようにするということを特別に取り上げた政権は初めてですから、職場に

いる女性の仕事の活気というのは非常に上がってきているわけです。そういうあ

らゆることの小さな努力が経済を活性化して、民間の経済活動の範囲を広めたと

いうことが基本的な原動力になっている。しかし、これはまだ「芽」の段階だか

ら、本当に慈しんでやらないとだめだと思います。 

（小泉議長） 円高で一番打撃を受けると言われた自動車が全然打撃を受けないとい

う秘訣は何ですか。 

（奥田議員） 我々、経済界で言っているんですけど、各企業の業績が復活したのは、

正直いって売り上げが増えて利益が増えた、よくなったんじゃなくて、リストラ

をやって、リストラのコストの方を削減して業績がよくなった、これが現在の状

況だと思うんです。これから我々の大事なことは、コストの方では一段落とした

といいますか、まだまだやらにゃいかぬこともあるんですが、問題は売り上げを

これから増やしていかないと、経済の新しい成長というのはあり得ないわけです。

ところが見ていると、ほとんど売り上げは横ばいということで、今度の９月の中

間期の決算なんかを見ても、コスト削減によって業績がよくなったということで

すから、いいことはいいことなんですけど、日本の将来というのを考えたら、余

り褒めた話じゃないんで、我々が言っていたみたいに先端技術の開発とか、内需

の拡大とか、そういうことを通じて売上高を増やしていく、この努力をこれから

どんどん進めていかないと、これは日本だけじゃなくて、どこの国でも同じよう

なことを考えているわけですから、私どもとしてはまだまだ反省すべきところが

あるだろう。もっと新製品とか、新商品を出して売り上げを増やしていく、それ

で業績がよくなる、それが大事だと思うんです。 

（竹中議員） 総理の御指摘を踏まえていろんな御意見が出ましたけれども、要は改

革の本論を曲げずに、しかし同時にきめ細かなケアはしっかりとしていこう。そ

して、これは芽であるから、不良債権の処理というのは、やはり、どちらかとい

うと後ろ向きの改革の部分がありますから、それを前向きの新たな改革にしてい

く必要がある。恐らくそういうことなのではないかと思います。 

金融の話につきましては、再度要約はいたしませんが、いずれにしましても、

今の努力を続けることが必要だと。それと、産業金融に関しては、経産大臣が呼
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びかけてくださいました関係閣僚会議がありますので、そこでしっかりと議論を

して、またこの場で報告をさせていただくということでいかがかと思います。そ

の際、個人保証の問題は極めて重要である。それとマクロのマネーサプライが増

加するような状況をつくっていくことが重要である。この点はぜひしっかり対応

したいというふうに思います。 

それでは、産業金融に関しましてどうもありがとうございました。金子大臣ど

うもありがとうございました。 

（金子臨時議員退室） 

（竹中議員） それでは、坂口大臣大変お待たせをいたしました。年金の改革につい

て議論を始めさせていただきます。 

前回、非常に実りある年金の議論をいただきました。今日、経済財政政策担当

大臣の名前で年金制度改革の論点ということで、この場で議論したことを要約さ

せていただいております。 

まず、経済財政諮問会議のこれまでの議論の結果、集約としては今後年末まで

に決定すべき事項、法案提出までに決定すべき事項、引き続き１年程度をかけて

議論すべき制度体系、これに分けて検討する必要があるということであったと思

います。 

も重要な事項として、基本は将来の負担と給付のバランス、つまり 終的な

保険料率と給付水準、基礎年金の国庫負担のあり方ということだと思います。同

時に２番目としては、負担と給付に影響を与える関連項目として、 終的な水準

に至る調整スピードであるとか、高所得者の給付抑制が重要であるということだ

ったと思います。 

来年度予算編成との関連で結論を出さなければいけない事項としては、物価ス

ライド特例分の扱いがある。その他年金制度への信頼性や公平性にかかわる事項

として国民年金の未納・未加入者への対策でありますとか、第３号被保険者をめ

ぐる問題がある。これが今までの大きな設定だったと思います。 

このうち、保険料率につきましては、厚労省案の20％はマクロ経済や家計・企

業にとって余りに負担が重いという指摘が多数の議員からございました。一方、

坂口大臣からは長期的な視点でやはり判断すべきではないかという意見が示され

ました。また、潜在的国民負担率、社会保障全体の保険料率との関連で年金の負

担を考えるべきであるというので多くの議員からの指摘でありました。 

給付水準については、厚生労働省案では、所得代替率は50％半ばでの維持を目

指すとされているのに対しまして、世帯の形態によって代替率は異なるために、

共稼ぎ世帯の増加やライフスタイルの変化を踏まえた見方が必要である。負担水

準に合わせて給付水準を設定すべきだという意見がありました。また、坂口大臣

からは年金の支給が高齢者の消費需要を支えているという、このマクロ的な点に

も注目すべきだという御意見がありました。 

調整速度については、必ずしも十分な審議が行われてはいませんけれども、な

るべく早くすべきという意見が複数の議員から出されています。 
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高所得者の給付抑制につきましては、給付を抑制しつつ安心を確保するために、

高所得者の給付を抑制すべきとの意見が複数の議員から出されておりますが、そ

の方法については、今後議論する必要があるように思われます。 

基礎年金の国庫負担のあり方については、必ずしも十分な審議は行われていま

せんが、そこに書いていますように、国庫負担率２分の１とする場合は４～５年

程度で段階的に、安定した財源の確保が前提だと、国庫負担のあり方を整理して

所得制限を設けるべきだというような意見がありました。 

物価スライドにつきましては、平成16年度予算で特例分をが解消するべきであ

るという意見がありました。 

国民年金の未納・未加入者への対策については、より強い対策を講ずべきとい

う意見が示されましたが、その具体策が必ずしも議論されておりません。 

第３号被保険者の問題は今後議論する必要がある。今までの議論ということで、

こういうことではないかと思っております。これを踏まえて今日の議論をぜひ進

めさせていただきたいと思います。先に有識者議員にお願いいたします。 

（奥田議員） お手元の「年金改革の今後の課題」というペーパーをごらんいただき

たいと思います。今の竹中大臣の説明が重複するところが多いと思いますが説明

申し上げます。 

年金改革というのは、今おっしゃられたように検討課題が非常に多くて、年末

までには16年度の予算編成に向けて課題を絞って議論していく必要がある、この

ように思います。 

大きな２の「予算編成までに、下記の事項についても結論を出す必要がある」

と書いてございますが、その中の①の給付水準、保険料率、それから国庫負担割

合については同時決定するべきものであって、持続可能な制度をつくる観点から

年末までに審議を尽くして結論を得るべきであると、このように考えております。

次に、大きな２の予算編成までに結論を出す必要がある事項であります。２の

①の 終的な給付・負担に至るスピードについては、調整スピードを早めること

が必要でありまして、場合によっては年金額が前年を下回るということもやむを

得ない、このように考えております。 

次の２の②でございますが、国庫負担引上げのスケジュールにつきましては、

４～５年かけて引上げることが望ましく、その財源は幅広く検討すべきであると、

このように考えております。 

続いて、③の高所得者の給付抑制については、特に給付の国庫負担分について、

削減をすべきであると、このように考えております。 

④の物価スライドにつきましては、可能な限り16年度に解消すべきである。 

３でございますが、引き続き諮問会議で検討して、改正法案に盛り込むべき事

項であります。①の未納・未加入者対策については、大いに実効の上がる方策を

講ずるべきである。それから②の第３号被保険者問題につきましては、今後起こ

ってくる共稼ぎ世帯の増加といったようなライフスタイルの多様化に対応して、

就労に中立な制度にすべきであると考えています。 
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後の４でありますが、４については、持続可能で公平な年金制度をつくるた

めには、制度体系そのものまで踏み込んで抜本的な改革を行う必要がある。例え

ば、消費税の活用も含めた基礎年金の負担のあり方、あるいはスウェーデン方式

など今回提起された制度体系の問題について引き続き審議をして、来年中には結

論を得るべきだと、このように考えております。 

また、包括的な税制改革の中で税と社会保険の役割分担についても、さらに議

論すべきであると、このように考えています。民間議員からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） 前回、申し上げるべきことを申し上げさせていただきましたので、

今日は新しいことはそんなにないわけでございますが、ペーパーの厚いのつくっ

てくれましたので、この中で三、四枚だけちょっと御紹介をさせていただきたい

と思います。 

この中の１枚目でございます。現在、ボーナス込みの平均の報酬額47.7万円と

いうことで厚生年金の保険料を計算いたしておりまして、現在6.79％でございま

して3.2 万円。これが2025年になりますと、実質賃金上昇率1.1％ということで計

算をするといたしますと、ボーナス込みで61.3万円になりまして、厚生年金保険

料は6.1 万円に増えるということでございます。 

それから４枚目でございますが、これは年金水準を考えますときの世帯類型で

ございます。これはいわゆる今お話もございましたように、個人単位にするかど

うかにも影響してくるわけでございますが、男子の方は年齢別に見ましても、１

号保険者と２号保険者と大体一定をいたしておりますが、女子の場合には、現在

のところ１号になりましたり、２号になりましたりと、この年齢層のばらつきが

非常に大きいという現状にあるわけでございます。ここをどうするかという問題

があろうかというふうに思っております。 

それから、その次には11ページをごらんいただきたいと思いますが、これは先

ほど民間議員の先生方から御提示いただきました３号被保険者制度にかかわると

ころでございまして、これは平成15年の２月に世論調査を行ったものでございま

すが、これを見ますと、「夫の納めた保険料の一部を妻の分とみなして、夫と妻

に別々に年金を支給するしくみとするのがよい」というのが32.4％、もうちょっ

と下へまいりまして、このだいだい色でございますが、「所得がない又は少ない

のだから、現行のように配偶者の加入する制度で保険料を負担する仕組みがよい」

というのが31％、３番目が２番目に青い棒グラフでございますが、「専業主婦等

も、別途保険料を負担する仕組みとするのがよい」というのがきている。ここが

意見の非常に割れるところでございまして、これは審議会を開きましても、その

中の御議論も半分に割れております。連合あたりで御議論いただきまして、連合

の中も半分に割れるという話でございます。どこでもここは半分に割れるという

つらいところでございます。お勤めの女性は、２番目の「別途保険料を納めるべ

きだ」という御意見が多いということでございます。 

（小泉議長） 今、専業主婦というのは少ないの、共働きよりも少なくなったの。 
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（坂口臨時議員） 多さから言えば、まだ専業主婦が一番多いみたいに思いますけれ

ども、かなり減ってきていることは事実でございます。 

それから13枚目、これはいつも出されます潜在的国民負担率でございますが、

これは年金保険料率20％の場合には63％、これは民間議員の先生方で試算をして

もらったものでございます。16％になるとこれが60％を超える。保険料率が２％

減ると国民負担率の方は大体１％強減るという数字でございます。仮に社会保障

給付の削減のみで50％としようとなりますと、社会保障全体で４割カットしない

と達成できないと、こういうことでございまして、ここは１枚付けさせていただ

きました。ほかのもいろいろ出させていただいておりますが、余り長くなっても

いけませんし、この４枚程度にさせていただきたいというふうに思います。 

先ほども触れさせていただきましたとおり、今回の法案改正の中で民間議員の

先生方から出していただきました第３号被保険者問題、これもこの改正法案に盛

り込むかどうかという問題でございますが、この問題を盛り込むのには、先ほど

申しましたような課題が実はあるわけでございまして、なかなか合意を得るのは

大変な感じもいたします。現在のところ、女性の賃金が非常に低い状況でござい

ますので、現状のような状態の中で男女ともそれぞれ支払いをしていくというこ

とになりますと、女性の年金が非常に小さなものになっていくということもござ

いまして、ここも一体どうしていくかという問題がここには潜んでいるという気

もいたします。 

それから、３号被保険者の皆さん方も保険料を納めていただくということにな

りますと、これを全部納めていただくとかなり大きくて、毎年１兆数千億円ずつ

増えるわけでありますから大変な額でございますけれども、そうすると、それは

一体誰が納めるのかということ。御主人が奥さんの分もそれは全部出すのか、あ

るいは経営者側で若干見てもらうのかという話にもなるわけですけれども、奥さ

んは雇っていないんだから俺のところは知らないよと、こういう話もあるわけで

ありまして、ここを全部サラリーマンに払ってもらうということになるとサラリ

ーマンの負担は増えることになる。ここは痛しかゆしの点があって、よくここは

議論を詰めていかないと前に進めないのではないかと私は思っております。した

がいまして、姿形を決めます、いわゆる制度体系をつくりますときに、併せてこ

こは議論をしていただいて、１年間議論をする間に、そこはやらせていただいて

はどうかなと。この法案の中に盛り込むのはちょっと苦しいのではないかという

気がいたしておるところでございますけれども、御意見を承って、そこは決めた

いというふうに思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、前回までの議論は先ほど要約し

たとおりでありますので、重複しない形で効率的に議論をお願いしたいと思いま

す。本間議員。 

（本間議員） 近の与党の年金に関する御議論を承っておりますと、どうも国庫負

担の問題が突出しており、保険料率の問題及び給付の問題が幾分先送り的な雰囲

気が感じられます。年金改革において、給付、社会保険料負担、国庫負担という
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のは、まさに三位一体の関係にあるわけでありまして、国庫負担といいますと、

何か別枠からぱっと入ってきて、金の卵みたいなイメージですけれども、これは

「税負担」と言った方がいいわけで、そういう意味で誤解を招きやすい。したが

って、ここはぜひ三位一体で、国庫負担に併せて給付と負担の議論をしていただ

きたいと思います。 

それからもう一つ、「基本方針2003」の中で、潜在的国民負担率は50％程度を

目指すということを明言しておりまして、今の厚生労働省案の保険料率20％を前

提にしました潜在的国民負担率は、これは前回お示ししましたとおり63％程度に

なる。これを整合化していくためには年金、社会保障制度に限定されることなく、

あらゆる領域で聖域なく見直していかなければならない。年金改革に当たっても、

この点を十分留意しながら、国民が負担し得る持続的な制度改革を実現していく

べきだということを強調したいと思います。 

さらにもう一つ、これは資金運用にかかわる点でございます。147 兆円に達す

る運用が、株価の 近の上昇基調の中で忘れ去られておりますけれども、この運

用の成績については、これはやはり外部からチェックしていく必要性があると思

います。ぜひ外部評価によって運用にガバナンスが発揮できるようにしていただ

きたいと思います。以上です。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 追加で申し上げますが、経済界として、改革を進めるに当たりまして、

時間軸の考え方について申し上げてみたいと思います。 

も大きなポイントでございますが、１年かけて議論すべき制度体系と、それ

から年末までに決定すべき給付水準、保険料率、国庫負担、この議論は、実は密

接不可分であるということであります。この３要素は制度体系をどう改革するか

で変動するわけでありまして、特に保険料などの負担については、医療・介護、

これも含めた社会保障全体の負担、さらには税も加えた国民負担全体で見て、経

済、財政、雇用への影響を考慮して検討しなければならないと考えております。

来年中に制度体系を含めた抜本改革の結論を得て、現行制度を前提とした保険料

率には固執することなく、持続可能で公平・公正な負担のあり方を決めるという

ことが不可欠だろうと、このように思っております。 

経済界では、抜本改革なき保険料率の引上げに反対をしておりまして、保険料

率の引上げということは、潜在的国民負担率50％の抑制とか、あるいは世代間、

世代内不公平の是正、給付の重点化、また消費税等の活用を含む国庫負担の財源

のあり方、こういった抜本的な改革の中で決めるべきであると考えております。 

後に、諮問会議の役割というのは、経済や財政との関係で持続可能な給付と

負担の水準や財源のあり方について、制度設計の基本的枠組みとしっかりとした

方向性を示すこと、さらには政府や与党の関係する協議会、あるいは審議会での

具体的検討が、その方向性に沿ったものであるかということをフォローして、そ

の必要に応じて議論していくことが必要だろうと、このように思います。 

今後、政府与党を中心に具体的な議論が進められると理解しておりますが、以
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上申し上げました改革の方向性に関するアカウンタビリティを十分確保していた

だきまして、国民にとってわかりやすく理解が得られる抜本改革案をまとめてい

ただきたい、このように思います。 

（竹中議員） 坂口大臣にお話しいただく前に、もし御意見がございましたら、よろ

しいでしょうか。牛尾議員、それで坂口大臣お願いします。 

（牛尾議員） 前回も申し上げたんですが、社会保障全体で年金の問題の位置づけを

考える必要がある。医療・介護・生活保護等々、失業保険まで入る。10月３日の

諮問会議で坂口大臣が、このままで行ったら社会保障全体の保険料率が34％ぐら

いになる。それでは高すぎるので、２％ぐらい、32％に、２％下げる必要がある

んじゃないかというような御発言があった。非常に大胆な御発言で感心したんで

すけれども、そういうものをどういうふうに考えていくか、今回の年金の場合は

そういう前提がどの程度入っていくのか。それから片方では、社会保険の執行に

関しては、国から地方へどういう形でそれをこれから分担を国から地方へ移して

いくのかという議論も、年金の金額だけではなくて、そういう考え方も同時に入

ってこなければならないと思いますので、その辺の坂口大臣の御意見を再度お伺

いしたいと思います。 

（竹中議員） それでは大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） いわゆる積立金の問題につきましては、今回提起をさせていただ

いておりまして、第三者機関をつくっていただいて、独法か何かの形が望ましい

のではないかと思いますが、ここでどういうふうな今後運営をしていただくかと

いうこともその中で決めていただく。今までは厚生労働省が案を示して、それに

沿ってやっていただいたんですけれども、根っこのところからそこで決めていた

だくという形にした方がよろしいのではないかというふうに思っております。そ

こをどこがしっかりと見てもらっていくのかという問題があるわけであります。

いわゆる評価機構というようなものをしっかりそこはしていかないといけないの

ではないかというふうに思っております。内閣全体で見ていただくのか、それと

も、特別なこういう機関で見ていただくのか、そこをもう少し詰めなければいけ

ないというふうに思っている次第でございます。 

それから、社会保障全体の問題にいたしましては、現在、厚生労働省としても、

年金・医療・介護を含めまして、もう一度見直そうというので今やっているとこ

ろでございます。これは今途上でございますので、来年の３月ぐらいまでにかか

るわけでございますが、前回私がこの試案を出しましたときには、いろいろそこ

はやらせていただいて、年金を20に抑えるのならば、全体で32に抑えることがで

きるのではないかというふうに申し上げたわけでございます。ここが少し、まだ

それでも高いと、もう少し抑えるということになれば、全体がもう少し下がって

くるということになるだろうというふうに思っております。もう少し精査いたし

まして、数字を出させていただきたいと思っているところでございます。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 今、本間先生がおっしゃられました運用について、評価の体制をつく
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るという、あるいは、それをパブリックに示すという、このことについて私は異

論ございません。しかし問題は、その運用を一体誰がするのか、もう一つは、運

用の結果、これについて一体誰が責任をとるんだと、得した場合は誰も言わない

わけですけれども、損した場合に一体誰だ誰だというのが社会保障審議会の運用

部会でいつも言われていることでありまして、正直言って、神様でない限り必ず

プラスになるということはあり得ない話なので、そこのところはもうちょっと長

期的な考え方を入れて評価しなければならないと思いますけれども、 近の、例

えば投資信託の結果を見ても、ほとんどがマイナスだと、そういうときに一体誰

が責任をとるんだという話になれば、結局どんどん上へ上がっていって、 後に

は総理が責任をとるんだとか、冗談じゃないけど、こんな話も出てくるわけです

ね。ですから、運用についての結果について正直に出すということはいいんです

けれども、その責任は一体誰だと、こういう話になるとこれは非常に難しい話で、

これは結論が出ないんじゃないかという感じがするものですから、そこのところ

を厚生労働大臣にお願いしたいんですけれども。 

（坂口臨時議員） いつも予算委員会でも責められるのはそこでございまして、上が

ってまいりましたら誰も言ってくれませんけれども、下がると、誰が責任とるん

だという話になるわけであります。この４月からかなり上がってきたものですか

ら、誰か言ってくれないかと思っているんですけれども、上がりましたらお話は

ございませんが。下がりますと大変で、去年３兆円損したわけで、これは本当に

大きいと思いました。しかし、４月現在２兆7,000 億か、そのぐらいのところは

取り戻したわけであります。あと3,000 億ぐらい何とかなるのではないかと思っ

ているわけでございます。誰が責任をとるんだと言われると、いわく言いようが

なくて、いわゆる誰も予測できることに反して売り買いをしているというような

ことになれば、それはそこに責任をとらすということになりますし、現在、成績

を見て悪いところは外して、いいところへ入れてということもやっているわけで

す。それでもなおかつ株が下がるときには、株だけを見ると下がるわけです。全

体としてはプラスになっているんですけれども、全体のことを言ってくれなくて、

負けたところだけを言われるものですから、これはなかなかつらいわけです。株

の額をあんまり増やさずに、今ぐらいにとどめておいていただくと気が楽なんだ

けれどもなという気もするわけでございます。これからだんだん財投から返して

いただく分をどうしていくかというのは大変なことだと。前の塩川大臣じゃない

ですけれども、もう何もせずに、日銀かどこかへ預かってもらったらどうだとい

うお話もあったわけです。 

（本間議員） よろしゅうございますか。 

（竹中議員） はい。 

（本間議員） 今の点でございますけれども、人の面でどう責任をとるかという問題

と、欠損が生じたときに、お金の面でどのように対応するかという２つの問題が

あると思います。資金運用の面で言えば、政府保証の国債化ということを我々は

近極めて危惧しております。結果として、国債を発行してロスを補てんすると、
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こういうことになりはしないか。それぞれの所掌において、ガバナンスが発揮で

きるような体制というものをぜひお願いしたいというのが第１点でございます。 

それから２点目は、資金運用の面において今、株の比率というようなお話が出

ましたけれども、前回、谷垣財務大臣の方から御紹介がございました公的債務管

理政策のリポートの中では、公的年金の積立金の運用対策として非市場性国債と

いうものを考えてみてはどうだという提案がありました。その辺のところも、ぜ

ひ今後意見交換をしながら前向きに対応して頂きたいと思います。以上です。 

（竹中議員）  それでは、これまでの議論に加えまして、今後、政府与党の協議会等々

もいろいろあろうかと思いますので、そうしたことも踏まえながら、さらに議論

を進めていただきたいと思います。 

これまでの議論に加えて、今日の議論では、改めて給付水準を保険料率、国庫

負担、これを三位一体で同時決定すべきであるという民間議員からの意見が出さ

れました。調整速度の問題、それと国庫負担の財源等の問題、高所得者の給付抑

制の中身の問題等々はまだ十分に議論されておりません。それと、未納・未加入

者対策については、民間議員から厚労省に具体案を提示していただきたいという

お話がありましたが、これについてはまたいろいろ御検討いただくということか

と思います。 

３号被保険者問題については、坂口大臣の方から、これまで意見が分かれて大

変難しいところなので、法案での合意は難しいのではなかろうかと、１年ぐらい

かけるべき問題ではなかろうかという御意見が示されました。さらに、潜在国民

負担率については、このままではなかなか達成が難しい。しかし、50％程度を目

途にという骨太の方針を掲げているわけで、それとどのように整合をとっていく

かということについては、やはり、これはしっかりと議論をしなければいけない

ということだと思います。 

基金の運用については、坂口大臣の方から、第三者機関、独法化も考えている

というお話がありまして、それに関しては、恐らく評価の問題も含めて、今後検

討すべき１年の課題の中に重要な課題として入ってくるのではないかと思います。

奥田議員からは、抜本改革と保険料率の議論の一体化ということでありますけ

れども、一方で、この問題については早く議論をすべしという、保険料率につい

ては早く結論を得るべきという指摘もありますので、その辺のバランスをとって

いくということなのではないかと思います。年金について総理ございますか。 

（小泉議長） 今までどおりで。 

（竹中議員） それでは以上のような点を改めてまた整理しまして、引き続き議論を

していきたいと思っております。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） それでは続けてやらせていただきますが、三位一体についてご審議を

いただきたいと思います。谷垣大臣からお願いいたします。 

（谷垣議員） 三位一体も先ほどからいろんな三位一体があるようですが、いわゆる

国と地方の三位一体の改革につきましては先日も御説明いたしましたが、再度私
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の考え方をお手元の資料にまとめましたので、ごらんいただきたいと思います。

今日はそのポイントだけ申し上げます。 

まず、１ページ目の補助金改革ですが、16年度予算で先般、小泉総理より「１

兆円を目指して国庫補助負担金の廃止・縮減等を行う」との御発言があったこと

を受けまして、各省大臣の思い切った決断と協力を得ながら、政府一丸となって

改革の実現に取り組むことが重要だと考えております。私自身も予算編成の責任

者としてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

それから、２枚目の地方交付税改革でございますが、地方交付税については、

地方財政の効率化を促し、あるいは地方の自立を促進する観点からできる限りの

総額の削減が重要であると考えております。このため、予算編成の中で、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すことが必要ではな

いか。それから、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

であろうと思います。また、交付税の配分方法の透明化についてもよろしくお願

いをしたいと考えております。 

それから、３枚目の税源移譲でございますが、税源移譲については、先般の総

理の御指示も踏まえ、16年度に必ず実現するということでございますが、なお、

税源移譲は補助金改革の結果、廃止される補助金の対象事業の中で、引き続き地

方が主体となって実施する必要があるものについて行うこととされておりますの

で、削減される補助金の額がそのまま税源対象となるわけではないわけでありま

すが、いずれにしても、具体的内容については、今後行われる補助金改革の成果

や政府税調における御論議等を踏まえて検討していきたいと、こう考えておりま

す。 

差し当たって以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） お手元に同じく「『三位一体の改革」について」という横書きの紙が

ありますので、この紙に従って説明をさせていただきます。 

初１枚めくっていただきますと、大きな字で３つ書いてありますが、基本的

な方向としては、地方に信頼され、いわゆる地方の元気が出てくるような改革で

なければだめ。自主財源というものが基本的に拡充してこないと、総理の言われ

ておりました地方交付税等が３対７とか、２対１とかというところになりますの

で。 

３番目は、その結果は何かと言えば、地方の自由度が増すということなのであ

って、制限がはめられたまま出されても何も意味がないという、この３つだろう

と思っております。 

続きまして、改革の考え方として、そこに書いてありますが、国庫補助負担金

の改革につきましては、去る11月18日のこの会議で資料を提出いたしましたが、

地方の知事会、今日もまたお見えでしたし、知事の方々はこのところ熱心に、実

に意欲のある知事さんは毎日 低何人かは必ずお見えになって、私どもその対応

にすごく熱心ということはいいことだと思っていますが、改革はとにかく実感で

 21




平成 15 年第 26 回 議事録 

きる成果を上げなければいけないでしょうし、廃止・縮減が中心となるべきとい

うのは当然なんですが、とにかく実現を図らなければいけないということで、平

成16年度の改革につきましては、総理の指示に従って、廃止・縮減等と１兆円規

模の改革をしていただくんですが、そのときに義務教育国庫負担というのは書い

てあります。退職手当の切り離し等々につきましては、これは地方から一番文句

の出ているところの一つなんですが、これは全然地方の自由度は全く上がらない

わけであります。これは将来、団塊の世代がどっとやめてきますので、2010年、

2015年ぐらいになりますと、退職金が急激に膨らむことになります。単なる地方

への負担の転嫁ですので、とてもこれは認められないと。知事会としても、これ

は到底認められないという一丁目一番地がこれであります。 

そこで基本的には、どうも人さまのところに手を突っ込むのはいかがなものか

とは思いましたけれども、ちょっとたまたま文部科学省が詳しかったものですか

ら、ちょっと申し上げたおかげで、歴代文部科学大臣からはむちゃくちゃやられ

ておりますけれども、やむを得ぬところで打たれ強くなりつつあるんですが、そ

こに加配職員というのが書いてあると思いますけれども、加配職員というものは

文部科学省が持っておりまして、30人ならもう一人足していいとか加配は文部科

学省の裁断、配慮でできる職員なんです。これが1,900 億あるというので、ちょ

っと情勢が変わってきたので、これが１つ。 

もう一つは、事務職員というので、そこに1,200 億と書いてありますが、これ

も同じくいわゆる事務の職員で、教師ではありません。事務職員ということに約

1,200 億円ついておりますので、これは地方の自由度が非常に高まりますことも

考えて、足して3,100 億ありますので、これを全部持っていかれるといかがなも

のかと思いますので、文部科学省には20兆と言っておられたので、対応する額と

言われると92兆ということになっておりますので、その分だけ、これを少しずつ

お減らしになって退職金に見合う数に合わされたらよろしいのではないかと。こ

れは私が言ったということで、これ以上たたかれるのはかなわぬとは思うんです

が、自由度の拡大につながりますので、これはよろしいのではないかと思ってお

ります。 

次に、税源移譲のところにずっと書いてありますが、税源移譲につきましては、

地方の団体からも、いわゆる基幹税と言われる個人住民税やら地方消費税による

税源移譲の実現を非常に強く求められておりますので、この経済財政諮問会議と

しても、その期待に応えるということからいきますと、たばこ税ぐらいでいいん

じゃないかという御意見も新聞ではよく聞かれるところですが、これは税源移譲

としては可能でしょうけれども、基幹税とはとても言える代物ではありませんの

で、地方からよくやってくれたという高い評価を得ることは、たばこ税では困難

と基本的にそう思っておりますので、私どもは消費税とかそういった形で、消費

税の場合は、いわゆる住民税と違って消費税の比率を触るというのはそんなに難

しい技術ではありませんので、そういった意味ではこの話がたばこ税等々の話に

偏らず、ぜひ御検討いただければという感じがいたしております。地方消費税と
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いうのは御存じのように基幹税でもありますので、地方団体からの評価等々を考

えれば、16年度に地方消費税ということが考えられるのではないかと。 

次に交付税、これは４ページからずっと書いてありますが、交付税の改革につ

きまして、これは必ず責任を持ってやります。事実過去３年間１兆円ずつ減らし

てきておりますが、三位一体で地方の信頼の上に成り立って行われなきゃならぬ

ところではあるんですが、その範囲で投資的経費（単独）の縮減の１年前倒し等々

の改革をきっちり責任もってやります。既にその話は総理にしてありますので、

その方向で思っております。 

総額抑制につきましては、投資的経費（単独）の縮減の１年前倒しと書いてあ

りますが、その他、総額抑制ということで、その中で実質の定員等々が書いてあ

りますが、警察官に加えて、ＣＩＱと称するCustoms Immigration Quarantine、

この４つは大増員、刑務所の看守等々の絶対量が不足しておりますので、ちょっ

と問題なところでもありますので、これは地方からの要求の も強いところの一

つが警察官の増員であります。これを増員した上で実質的に１万人を上回る削減

を行います。ということで、既にその方向で事は動いておりますので、きちんと

やらせていただきたいと思っております。 

それから、経常的経費等々がずっとそこに書いてありますが、これも総額でき

ちんと従来どおり思い切って見直してマイナスの方向でいきたいと思っておりま

すので、加速させつつ、見直しを進めていきたいと思っております。 

それから、算定の改革というお話がこの前のときに行われておりますけれども、

50項目以上の算定基準がある。一応きちんとした理由が書いてあるんですが、そ

ういったものをずっとやっていくと、これはそのとおりになるんです。これはか

なり思い切った見直しをせんといかぬのではないか。基本的には何かつくったら、

無駄なものでもつくれば、交付税が付くみたいな話の制度は基本的に間違ってい

ます。ところが、努力して減らしたからといって交付税が来るかといったら、そ

うではないので、何となくやる気が起きないようなシステム、大体役所のシステ

ムはすべてそうなっていますけれども、頑張って減らしても誰も褒めてくれる人

がいないというやり方になっていますので、これらのことを含めまして、やった

らそれなりのものができるような形でやりますが、とにかく基本的には、補正等々

いろんなものにつきましては、従来の方式は使った上で減らしますけれども、更

に効率化を進めるというような方法も考えてきちんとやっていきたいと思ってお

ります。 

それから、財政力の格差が必ずついてくる、いわゆる税源移譲されても財政力

の格差がつくではないか、それはどうしてくれるんだと。これは地方が一番不安

を抱くのはこれです。税源移譲はサンキューと、ただし、俺のところはとる相手

の企業もなければ人もおらぬと。このところはどうするのかという地方が一番不

安を持っているのは、地域間格差というものが出てくるところで、この方法が一

番難しいところでして、これを何らかの形で埋めてやらない限りは全部反対、い

わゆる県はともかく、町村長は絶対反対というところですので、その方策を体系
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的に示してやないとどうにもならないと思っておりますので、いわゆる財源移譲

等々、いろんなことをやっていくに当たって、偏在の少ない地方税体系というも

のを確立しないといけないということと、交付税の基本的機能というのを 大限

に利用しないとどうにもならないと思っております。 

税源の乏しいところに対応していくためには、基本的な機能の応用、交付税の

基本的機能の応用というのは一番大切なんだと思うんですが、財源の保障と財源

の調整というのを一体的にやっていかないとどうにもなりませんので、現在のシ

ステムである程度 大限利用しなければいけないと思っております。いわゆる東

京都みたいなところばかり全部行ってしまうという話に関しましては、その中の

譲与税やら譲与基準というのがありますので、それを少し見直して、その分だけ

取り上げてというようなことで、いわゆる別の形で取り上げておいて、財源を平

均化させる、そういったような形で対応していきたいと思いますので、交付税に

つきましても、従来とは大幅にやり方を変える方向で今事を進めております。 

正直、私も大体交付税というのはアバウト、いい加減なことで決まっているの

かと思ったら、ずっと列挙してありましたので、それに見合ってやって、自分の

市をやってみましたらぴったり合っていましたので、インチキはないんだなとい

うことだけはわかりました。 

私の方からはそれだけです。 

（竹中議員） どうぞ効率よく御議論いただきたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 両大臣から三位一体の改革についてのお考えを伺いましたが、我々民

間議員としましては、やはり地方の自主的な対応が可能になるような形で仕上げ

るということが も大事であると考えておるわけです。その意味で総理の御指導

のもと、平成16年度予算で１兆円を目指して補助金を廃止・縮減等を行うという

ことでスタートしたわけですけれども、これには幾分懸念すべき点がございます。

１つは、交付金化あるいはその類似の形で問題を処理しようと、こういう動きが

ございます。つまり実質的には補助金のスタイルを維持しながら、形式的にはこ

れを交付金の姿形にしておこうと、こういう暫定的なやり方であります。これで

税源移譲に結びつかないし、権限の移譲にも結びつかない。このようなやり方と

いうのは、過度期の一つのやり方としては是認し得る部分もあるわけですけれど

も、この３年間の間できちんと仕上げていくという方向性は、ぜひ打ち出してい

ただきたいと思います。 

次に、これは社会保障関連や、義務的な経費の面で出てきている部分でござい

ますけれども、権限の移譲に結びつかない形で、単に補助率の微調整のような形

で済ませようという部分もございます。ここはきちんと明確に権限移譲との結び

つきをはっきりさせた上でこれは進めていく必要性があろうかと思います。先ほ

どの交付金化の部分においても、法律改正等を伴うような形で自主的に地方への

コミットメントの変化をしっかりと示していく必要性があると考えております。 

３つ目は、税源移譲の規模であります。先ほど麻生大臣が御指摘のとおり、地

方公共団体の首長は税源移譲に関して極めて強い関心持っているということでご
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ざいます。もちろん都合のいい税源移譲論がないわけではありませんけれども、

しかし、初年度としてこれをどのような形で仕上げていくかということは、政府

税制調査会の検討も待たなければなりませんけれども、ぜひきちんとしたロット

で来年度からスタートすべきだろうと思います。 

４つ目に、交付税制度につきまして、麻生大臣あるいは谷垣大臣の方から御説

明がありましたけれども、我々としては、まず第一にわかりにくいことが問題。

どうなっているのかわからないというような部分が行政の裁量性という形で国が

地方に対する関与権を強く保留する装置になっておりますので、これは合理的・

客観的な形でルールの明示化をしていくことをぜひ御検討して頂きたいと思いま

す。 

また、三位一体改革のポイントは先ほど申し上げましたとおり、地方の権限、

自主性を 大限発揮させるということでございますから、補助金の削減と税源移

譲の結果として、東京都だけが得をして、他の地域が損をするというような事態

が生じた場合に全部地方交付税で面倒をみる、収支尻の補てんをするということ

をしますと、これは何のためにやっているのかということが問われることになり

ます。できるだけそのようなことがないような形で抜本的な地方交付税制度のあ

り様を検討する必要がある。もちろん技術的に総務省がこの問題を所掌されてい

るということは理解をしておりますけれども、財務省もこの問題に関係いたして

おりますし、他省庁もございます。政府全体で地方交付税交付金制度のあり様に

ついて、高い観点から議論をしていく必要性がないかということであります。 

さらにいえば、入口ベースと出口ベースの乖離というものが地方交付税制度の

根幹にあるわけであります。本来、地財計画に入ってくるべきではないような、

例えば地方単独事業でございますとか、地方債の元利償還金の後年度算入であり

ますとか、こうしたものが入ってきたがためにどんどんその性格がわかりにくく

なっておりますし、財源の保障機能が強化されてきたという側面がございます。

こうした量的な縮減の問題、質的な制度のあり様について、検討の俎上にあげら

れてしかるべきだという具合に思います。以上です。 

（竹中議員） それでは民間議員から特によろしいですか。それでは麻生大臣、谷垣

大臣の順番でお願いします。 

（麻生議員） 今御指摘のありました点で２点。単独事業の話ですが、これはちょっ

と難しいところがありまして、いわゆるバブルのときに、とにかく付けろ付けろ

といって、付けてやるからといってやらせているものが今ちょうどきているわけ

ですから、これがなかなか、こっちが押しつけたという経緯がありますので、ど

のみち後年はずっと減ります。減りますけれども、今の段階としては、こっちが

押しつけたものに、あとは付けてやるからといってやらせた手前、ちょっと難し

いのが１点。 

それから交付税の話で、本間先生が「抜本的」という言葉をえらいお好きなん

ですけれども、抜本的と言われるとちょっと話が、交付税のそもそも論という話

でしていただかないと、ちょっとそこのところの言葉が、えらいこだわるようで
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恐縮ですが、そもそも論というのをこの間、義務教育費を金で削るのは非常に誤

解を招いて国民の反発を招くから、「義務教育とは」という話の義務教育のそも

そも論をすべきという話を牛尾議員がしておられましたので、同じように、いわ

ゆる交付税というものにつきましてのそもそもという話でされるのはちっとも構

わない、抜本的と言われると言葉にちょっとこだわり過ぎるのかもしれませんけ

れども、そういった形にしていただければと存じます。 

（谷垣議員） 今、本間先生のおっしゃったことの中で、えせ交付金みたいなのが出

てくるのを懸念しているというお話でございまして、この前の御議論の中でもで

きる限り権限を移譲していく、そういうところに主眼を置くべきであって、交付

金化のようなものは極力避けるべきだということがございまして、そういったこ

とも当然踏まえて議論しなきゃならないと思いますが、具体的には、今、各大臣

かなり七転八倒されながら真面目に取り組んでいただいて、相当苦悩もおありの

中でやっていただいていると思いますので、これはよく精査しながら、交付金と

いうのも、その補助金をどう改革していくかという中では避けて通れないものも

あるのではないかと思っております。 

それから、補助率引下げではだめだと、こういう御意見でしたけれども、私は

やはり行政のスリム化ということも、地方が喜ぶということももちろん大事です

が、国・地方を通じての行政のスリム化という観点もこの問題には含まれている

大事な点ではないかと思うんです。この点は、麻生大臣と考えが同じになるかど

うかはわからないんですが、例えば、生活保護の保護率というのは地域によって

20倍近い格差がある。これは高補助率、４分の３ですが、これも主な要因の一つ

なのではないかというふうに思うんですね。ですから、そういうようなことに切

り込んでいこうというのは、私は一概に排斥すべきものではないのではないかな

と考えております。 

それから麻生大臣にもう一つ申し上げるのは、さっき退職手当のことをおっし

ゃいまして、これは麻生大臣の御持論であること、それから一丁目一番地だとい

うこともおっしゃいまして、ただ、これは今まで経緯がありますので、いわば文

科大臣のいないところで議論してもなかなか埒も明かないのかなと、こう思いま

すので、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） どうぞ。 

（麻生議員） 今の後の分につきましては、この間、河村大臣がおられる前で一回言

って、それのおかげで今、歴代文部大臣からいろいろ御指摘をいただいていると

ころなんですが、文部科学省も入れたところがいいのは当然だと存じます。 

生活保護の点について、１つ言わせていただければ、あれは縮減率の内容をど

うこうするというのは賛成です。ただし、1,500 億だけ切りますと言われても、

切られた地方は、単に補助率が減っただけで残りは全部自分で、自由度はゼロ、

丸々自分でかぶるわけですから、これはちょっとなかなか本来の趣旨とは違うの

ではないか。その内容がかなり違うところは、地域によって所得格差も随分あり

ますので、この地域に住んでいて、こんなにもらうことはないじゃないかという
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のがいるんです、確かに。私の場合は、生活保護率日本一の選挙区から来ている

んですからよくわかりますもの。だから問題は、そこのところのきっちりして、

県知事がかわった途端に生活保護世帯家庭が半分に減った県だってあります。い

ろんな意味で多々問題があることは確かです。ですから、その内容を洗うという

ことに関しては私も全く賛成ですけれども、一律にぼんという一律何％というも

の、あれだけはいかがなものかと。 

（牛尾議員） 地方が裁量で出来るようにすればいい。地方が裁量で出来るような移

し方をしないと、４分の３を３分の２にするというやり方はだめだ。地方が選べ

るようにしないといけない。 

（小泉議長） きちんとやったところは余分に使えるということです。 

（牛尾議員） 今、谷垣大臣のペーパーは両方書いてあります。 

（竹中議員） ありがとうございます。これは大変難しい問題でありますが、引き続

き、総理指示の実現に向けて谷垣大臣、麻生大臣に力強いイニシアティブを発揮

していただくということだと思います。政府与党の中でもまた議論がなされてい

くと思います。個別の項目については、これは 終的には財務省の案の中で判断

をしていただく問題ではないかと思います。 

２点だけ申し上げます。１つは、本間議員からありました要は交付金化の話で

あります。税源移譲に結びつけるようなものを実現してほしいと。そこはそのと

おりであろうかと思います。それに向けて御努力をいただくと。補助率の低下等々

は権限の移譲に結びつかないという御指摘と、しかし行政のスリム化も重要な要

素であると、その辺はしかるべくバランスをしっかりととっていただくというこ

とだと思います。 後に、総理がおっしゃったように、自由度を増すことなんだ

ということになっていこうかと思います。 

２番目の問題は交付税改革の問題で、これは今後言葉を統一いたしまして、そ

もそも論をやると。これは麻生大臣も改革すると。特に財政の地域力格差の解消

を目指してどういう制度をつくっていくのがよいのかということをやるというこ

とであります。これについては民間議員からもそういうお話がありましたので、

しかし、今後どういうスケジュールで、どういう場でこの議論をしていくのかと

いうことについては、やはり重要な問題でありますので、これは各大臣とも相談

をしまして、この方向をはっきりとさせていくということが重要なのかというふ

うに思います。総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） それでは三位一体に関してはどうもありがとうございました。 後残

された時間で16年度予算編成の基本方針について御審議をいただきます。 

（本間議員） 三位一体の改革には、直接かかわらない問題ですけれども、自民党の

政権公約でも道州制の問題が書かれておりますし、重点政策推進委員会でも道州

制特区が検討なされると聞いております。今後の地方制度を考えますときに、本

格的な道州制への移行というのはやはり大きな問題であろうと思います。そうい

う意味で北海道を道州制特区として、モデル的に地方分権を進めていくのは非常
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に重要ではないかと思います。したがいまして、ぜひこの場で高橋知事に一度検

討状況を伺うようなことができましたら非常にありがたいと思います。 

（竹中議員） 今の点は、総理、官房長官とも御相談をさせていただいて、どのよう

にさせていただくかこの進行の中で考えていきたいと思います。よろしゅうござ

いますでしょうか。それでは、予算編成の基本方針を中城統括官から説明をさせ

ます。 

○予算編成の基本方針（原案）について

（中城政策統括官） お手元に「平成16年度予算編成の基本方針（案) 」、これは今

月21日にお示ししました事項案に基づいてつくったものでございます。今回の「予

算編成の基本方針（原案) 」では、改革の芽を大きな木に育てるという考え方の

下で、改革の成果を浸透させて「改革断行予算」を継続するということにしてお

ります。 

ポイントといたしましては、予算手法そのものの構造改革である「モデル事業」、

「政策群」の活用を盛り込んでいること、地域経済と地域雇用を重視した構成と

していること、社会資本整備、社会保障制度、三位一体の改革など、主要歳出項

目に関する改革について方向性を示していることなどが挙げられます。 

それでは、Ⅰの「日本経済の再生に向けた構造改革の推進」でございますが、

１で「我が国の経済と財政状況」では、我が国経済の現状をみると景気が持ち直

していること、平成16年度については、引き続き緩やかな回復過程をたどること

と見込まれ、デフレ傾向は継続するおそれがあるものの、デフレ圧力は徐々に低

下していくと期待されること等を記しております。また、財政事情につきまして

は、平成15年度予算では公債依存度は44.6％にも及ぶなど財政状況はさらに深刻

化していることを指摘し、将来世代に責任が持てる財政の確立の必要性を述べて

おります。 

２ページ目、「２ 日本経済の再生に向けて」では、「構造改革の推進と我が

国経済」と「地域経済の活性化」の２つの項を設けております。 

構造改革の推進につきましては、我が国経済の再生に向け、改革の芽を大きな

木に育てていくため、改革の成果を更に浸透させるとともに、規制・金融・税制

及び歳出の各分野にわたる構造改革を、スピード感をもって一体的かつ整合的に

進めることとしております。 

次に、地域経済の活性化と地域雇用の創造を推進するため、規制改革を推進し、

雇用政策や中小企業政策を積極的に展開するとともに、行政サービスのアウトソ

ーシングの推進等に取り組むことを記しております。 

３ページ目、Ⅱでございますが、「平成16年度予算の基本的考え方」でござい

ます。 

まず、「「改革断行予算」の継続」では、平成16年度予算は、「改革断行予算」

を継続すること、一般会計歳出及び一般歳出について実質的に平成15年度の水準

以下に抑制し、特別会計についても歳出の効率化・合理化を図ること、公的債務
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の各種リスクを適切かつ専門的に管理することなどについて記述しております。 

４ページ目の「予算手法のイノベーション」では、政策目標等に関する要件を

満たす「モデル事業」について、必要に応じ予算執行の弾力化を行うとともに、

厳格な事後評価を行うこと、「政策群」の手法を活用することにより、府省間の

施策の連携を強化して重複を排除し、より少ない財政負担で民間活力を引き出す

とともに、規制改革・制度改革等を推進することなどについて記述しております。 

５ページの「行政改革」では、治安など必要な分野に定員を措置するなどメリ

ハリのある定員配置と、国家公務員数の純減を進め、総人件費を極力抑制すると

ともに、基本方針を堅持するほか、独立行政法人・特殊法人等についても、一層

の事務運営の効率化を図ることなどについて記述しております。 

後に「税制改革」では、引き続き、持続的な経済社会の活性化を目指し、将

来にわたる国民の安心を確保するための「あるべき税制」の構築に向けた検討を

進めることなどについて記述しております。なお、「三位一体の改革」について

は、「地方財政」の項において記述することとしております。 

６ページの「Ⅲ 歳出の見直しと構造改革の推進」であります。ここでは７項

目を掲げております。１から４までが「活力ある社会・経済の実現に向けた重点

５分野」であります。 

「１ 人間力の向上・発揮－教育・文化、科学技術、ＩＴ」では、国立大学法

人への移行等の施策を通した大学改革の推進など、２の「個性と工夫に満ちた魅

力ある都市と地方」では、都市再生プロジェクトを活用した都市基盤の整備など、

３の「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」では、児童手当の充実をはじめと

した次世代育成支援対策の推進など、「４ 循環型社会の構築・地球環境問題へ

の対応」では、廃棄物の発生抑制・再使用・リサイクル等の着実な実施など、そ

れぞれの分野で政策効果が顕著なものについて、重点的かつ効率的に推進するこ

ととしております。 

それから８ページ、５でございますが、「社会資本整備」につきましては、前

年度予算から３％以上削減しつつ、雇用・民間需要の拡大に資する分野への重点

配分を行うこと。ここは10ページでございますが、公共事業ついても、

Plan-Do-Check-Actionのマネジメントサイクルを確立し、透明性の向上を図ると

ともに、コスト構造改革に取り組むこと、そのほか、「公共事業関係計画の見直

し」、「個別プロジェクトの見直し」などについて記述しております。 

次に「社会保障制度」、６番でございますけれども、そこでは経済と調和し、

持続可能な社会保障制度の確立に取り組むこと。 

そして11ページ、年金につきましては、保険料を納付する現役世代との均衡や

制度に対する信頼確保の必要性等を考慮し、物価スライドを実施するとともに、

将来にわたり持続可能で安心と活力の基盤となる年金制度とするための改革に取

り組むこと、医療制度改革を加速するとともに、診療報酬については、近年の物

価・賃金動向、経済動向、厳しい保険財政の状況等を踏まえ、国民負担の軽減を

図る観点から水準全体を適正に見直すこと、薬価等については、市場実勢価格等
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を踏まえ適正に見直すこと、生活保護について、老齢加算等の扶助基準など制度、

運営の両面にわたる見直しを行うことなどを記しております。 

後に、「地方財政」でございますが、「改革と展望」の期間を通じて、国の

方針と歩調をとり、地方歳出の徹底的な見直しを行うことにより、地方財政計画

の規模の抑制に努めること、三位一体の改革について議論を進め、改革工程を早

期に具体化するよう取リ組むこと、平成16年度予算においては、15年度予算にお

ける取組の上に立って、今後３年間の取組の初年度にふさわしい成果を上げるよ

う、次の事項に取り組むこと。 

まず、①国庫補助負担金につきましては、「国庫補助負担金等整理合理化方針」

の下、「重点項目」をはじめとして広範な検討を進め、１兆円を目指して廃止・

縮減等を行うこと、②同時に、交付税改革に着手し、地方財政計画の規模の抑制

を通じて地方交付税総額の抑制に努めること、③税源移譲を含む税源配分の見直

しについては、こうした国庫補助負担金や地方交付税の改革と併せて、その具体

化を図ることなどを記述しております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 今の文章は、既に事務方を通して各省庁にも御意見を賜っているもの

と承知をしております。特に御意見がございましたらどうぞ。麻生大臣。 

（麻生議員） 中城さん、予算の複数年度化という言葉をなぜ外したのか。あれだけ

話題になって、４ページ、モデル事業、政策群、単年度決算。モデル事業に関し

ては複数年度化というのがあれだけ話題になって、予算委員会でも結構話題にな

ったと思うが、この中でどこに「複数年度」という言葉が読めるか。予算執行の

弾力化を行うこと、この意味？ 

（中城政策統括官） はい。 

（麻生議員） 「複数年度」と書いて。「弾力化」というのは用語の拡大解釈でしょ

うが。こんなのだめ。 

（竹中議員） 「目標期間が１～３年程度で」というふうに、そこで読むということ

で多分お伺いしているんだと思いますが、今の麻生大臣の御意見を踏まえまして、

しっかりと調整をさせていただきます。特によろしゅうございますね。これは各

省庁にまだ回しておりますので、何かありましたらどうぞ議論をいただきたいと

思います。 

それでは、今回の予算編成の基本方針は、要約すると３つの特徴があるという

ことだと思います。１つは、地域と雇用を重視しているということ、２番目が年

金、三位一体など大きな制度改革の方向性を示しているということ、３番目に、

今御議論のありましたモデル事業等々予算手法そのものを改革しているというこ

と、その３つを今回の予算編成の基本方針の大きな３つの特徴とするのかなとい

うふうに考えておりますので、引き続き、しっかりと作業をして取りまとめに向

けたいと思います。 

（牛尾議員） １つだけ。予算編成、これから暮れに向かって、 近は、例えば税調

なんかの発表を見ると、財源確保するために増税増税というような感じがどんど
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ん出るわけですね。経済活性化というものを目指した構造改革をする非常に正念

場のところだから、景気を冷やすような感じの発言は注意してほしいわけですね。

三位一体とか、社会保障制度と税制改革なんかは非常に関係があるわけだから、

そういう道筋を見ながら、発表するときには、主税局とか税調と一緒に相談をし

て、しかも主計まで入れて景気を冷やさないような発表の仕方というものをしな

いと、 近は冷えるような発表がものすごく多いわけです。昔よくやるんですよ。

財源確保のためにあれはやめる、これはやめると減税措置を言うわけですね。か

つて何々内閣とは言いませんけれども、それでぱっと冷えたこともあるので、今

年から来年に向かって本当に丁寧にその辺はやっていただかないと、リークまで

込めて、非常に無責任に景気に水を差すような発表みたいなものが出すぎるので、

しかも厳重に、やっぱり景気というのは、経済政策というのは戦略的な目という

ものが常にないとだめなので、発表までその辺は十分心してほしいということで

す。今は大変によくないと思います。 

（谷垣議員） よくその辺はまた工夫したいと思います。 

（竹中議員） 総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（竹中議員） それでは引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。 

（以 上） 
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