
 

平成 15 年第 26 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 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） 
○ 「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） 
 

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

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（金融・経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○集中審議④ 
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（竹中議員）  今日は集中審議の４回目であり、大きく３つの議題がある。「金融・産

業再生」、「年金改革」、「三位一体改革」である。「金融・産業再生」については、

金子大臣に御出席いただき、年金改革については後ほど坂口大臣におこしいただく。

最後に、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。 

（金子臨時議員） 産業再生機構について説明させていただく。今年５月の業務開始以

来、現在８件の支援決定を行った。提出資料２ページにこれまでの状況、案件の一

覧を示している。関西圏等の家電コンビニを目指すと言われているマツヤデンキに

ついては３ページのように、機構の手続と裁判所の手続（民事再生の手続）を併用

した。これは多分初めてのケースだと思う。これにより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、返済を続けさせることで、仕入業者が困らないよ

うに、手続をとった例である。その結果としてスポンサーがすぐに現れ、建て直し

がうまくいきつつある。１つのテストケースだったと思う。 

   さらに事業再生モデルとして九州産交、三井鉱山がある。九州産交の件が成功す

れば、熊本にある他の２社の交通機関も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ことができる。地元の市長や県知事からもそうした要望がかな

り来ており、市にとっても非常に効果があったようである。 

   それから九州産交、三井鉱山の２件とも政府系金融機関の御理解をいただいた。

九州産交は石原大臣にもお願いし、民間都市開発機構の債権放棄に応じていただい

た。そういう意味で事業再生の足がかりを新たな形でつかめた例である。 

   うすい百貨店、津松菱についてだが、うすい百貨店のある郡山は区画整理等々を

進めている郡山市の中心部分であり、倒産すると市の事業が頓挫してしまう。商業

集積の核となっている店舗の再生により、非常に効果を与えた例であると思う。 

   資料４ページ以降であるが、いろいろな意見があった。 

再生機構に持ち込んだ案件について、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、いろいろな工夫をしていきたい。見通しをつけやすくす

るための資産査定や経営者責任のあり方については、機構としての標準的な考え方

をもう少し分かりやすく提示、説明することで対応していきたい。具体策は、①、

②に書いてあることを進めている。 

また、これまで扱った案件や経験に照らしてみると、金融機関のみでなく、機構

からの財務支援により柔軟に対応できる部分があるのではないかということで、Ｄ

ＩＰファイナンス等々を検討していきたい。 

   ５ページにあるとおり金融機関等との意思疎通が円滑ではないという部分につ

いて、再生機講と銀行の間との距離をなくすために担当者を明確にする。それから

協働作業をしていく必要がある。 

   今後の予定であるが、全国銀行協会と再生機構に同席してもらい懇談会をやって

まいりたい。いずれにしても、2005 年の３月までには不良債権を半減にする。その

ための１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

応してまいりたい。 

（中川議員） 産業界側から見た金融が非常に重要であるという視点で我々は取り組ん

でおり、そのニーズを調べてみると、銀行や金融機関だけでなく商社、リース会社、

ファイナンス会社など、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が

期待されている。さらに金融の指標として、有担保原則、あるいは有保証原則から

の脱却といった大幅変更、さらには手法をとる場合でも土地が主流であったが、流

動資産、動産、売掛債権なども担保してほしいという要望が強い。それに従い各省

庁と相談しながら検討しているものとして、貸出債権の証券化がある。また、信託
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会社について信用補完制度を補強すること、商社等の事業会社についての証券化支

援策を検討している。有限責任組合法改正により民間ファンドが中小企業、ベンチ

ャー支援だけでなく、事業再生や中堅企業の成長のための資金供給を行う機能も検

討している。また、日銀とも協議をしているところであるが、資産担保証券の購入

等の適切で多様な手法を講じていただきたい。 

   他方リスク対応として、不動産担保から在庫等の流動資産等への幅を広げること

や売掛債権、あるいは知的財産を活用・担保化した資金調達のための評価が必要に

なる。こうした資金供給手段も検討しているところである。 

   また、国民生活金融公庫では 550 万円までは個人保証なし、無担保、本人保証も

なしという制度が既にあるが、その 550 万円を 750 万円にする。さらには根保証

が重石であるため、根保証を適正化に適用していくことも法務省等と検討している。

さらに、破産手続に入った場合は、現在の自由財産 21 万円までという破産法の財

産をもう少し柔軟にすることや、手続についても一旦倒れたが、また復活できると

いう観点から、より自由にしていくことを政策の一環として検討している。 

    資料２枚目は「産業再生に向けた取組」である。事業再生、産業再生という観点

では、中小企業支援協議会が全国 47 都道府県にあり、今後は資金供給機能も備え

ていきたい。人材の育成や民間ファンドの出資拡大等についても検討している。 

    新たな起業支援としては、最低資本金規制の特例がある。既に 10 ヵ月間で 7,00

0 件近くあり、そのうち資本金１円で既に 300 社近く立ち上がっている。今後ます

ます促進し、エンジェル税制、起業家育成、あるいは大学発のベンチャー、これは

1,000 社を当面目標にしているが、既に 500 社を超えるものがあり、人、金、技術

といったあらゆる面でプラスになる企業再生や起業のための方策を各省庁と検討

している。 

（福井議員）  かねてから企業金融の円滑化について、銀行の貸出と併せて、市場を通

ずる資金調達手段の増加・育成にウエートを移し、努力してきている。 

   1999 年時点ではまだ非常に新しい段階の商品であった資産担保債券を適格担保

にすることを皮切りにＣＰの現先オペの積極的な活用、企業向けの証書貸付債権、

あるいは資産担保証券の担保範囲を広げるという措置をとってきた。主として、担

保を拡充することをやってきたが、日銀がこうした資産を担保適格化するとリファ

イナンスが容易になることから、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いう措置である。それから、最近２つの施策を実施した。

１つは、資産担保証券を担保ではなく買い入れること。もう１つは、金融機関が新

しい展開を始めているシンジケートローンという貸出債権を担保として受け入れ

ることである。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という思想を貫いているわけであるが、特

に資産担保証券の買入措置に踏み切ったことは、短期的に見ても今進めているデフ

レ脱却のための金融緩和の効果波及メカニズムを強化するという意味合いもある。 

   資産担保証券は債権をプール化してリスク管理をするという非常に近代的な手

法をとっており、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、まちまちであるがそれぞれの投資家の許容度に応じたリスク部分を

移転することができる仕組みであり、企業金融の円滑化に貢献することができる。

なお、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、この先

の発展に向けて様々な意見を集約しているところ。市場整備に向けて一段と取り組

んでいけると思っている。 

   シンジケートローン市場の拡大は、借手の企業にとっては、資金調達チャネルを
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多様化させる。また、ローン債権の売買市場は貸出債権が市場で転売される場であ

り、これが拡大すると日本の金融で一番問題になっているリスクに見合った金利が

きちんと付けられないことに対しても、市場でローンの値段が決まるためにリスク

に見合ったプライシングが行われるようになる。その考え方が浸透し、銀行貸出に

跳ね返ることで、将来に向かって良い結果がもたらされることを期待している。 

（竹中議員）  金融担当の私からも説明させていただく。 

   「不良債権比率の推移」については、不良債権の回収が進めば産業の再生も進み、

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。不良債権比率は特別検査により洗い出した平成 14 年３月期が 8.4 ％、それを

計画どおり減らしてきており、先般発表された平成 15 年９月期の不良債権比率は 6.

5 ％まで下がった。このペースを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あり、しっかりと続けることが重要だ

と思う。 

    そうした中で、信託制度の整備に今後力を入れていきたい。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、信託業の担い手が信託銀行のみになっている

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

いう制度にして、信託業の担い手も金融機関以外のものが担えるようにする。受益

権の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ことが重要になって

くる。このために信託業法の改正という大作業を要するが、ぜひ行いたいと思う。 

    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が、626 行ある

地方銀行、第二地方銀行、信用組合、信用金庫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で、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手法で地道な努力

をしており、626 行 の金融機関にもようやく前向きな試みが見られる。全ての金融

機関に報告を求め、お互いを刺激し合うような関係づくりを考えている。 

    ３つだけ事例を挙げているが、県境を越えた広域の商談会を企画している。秋田、

青森、岩手の銀行は、ビジネス機会の拡大のチャンスを中小企業に与えるという前

向きの事例が見られる。 

    ２番目はスルガ銀行の例だが、主に伊豆地方の中小旅館向けの企業再生のスキー

ム、ファンドをつくるなど、前向きな取組みを行っている。 

    ３番目は、北陸銀行の例である。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、そうでない場合は無担

保・無保証の商品にするという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う。 

最後のページになるが、担保・保証に過度に異存しない資金調達が今の産業金融

に何よりも求められていると思う。先ほど不良債権比率が低下していると申し上げ

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、第三者保証を

不要とする金融商品の貸出を急拡大させている。ほとんどの銀行が１年程前に商品

を開発したばかりにもかかわらず平成 15 年度の貸出実行額の目途を１兆 3,000 億

円としており、これからも急拡大するような環境がようやく生まれつつある。また、

地域金融機関に関しても約８割の金融機関がそうした担保や保証に依存しない融

資の促進を進めていると聞いている。こうした芽をしっかり育てていくことが産業

金融上も極めて重要だと思う。 

（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いる。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。これから 2005 年度の末までに不良債
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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うし、また重要なこ

とだ。 

    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あるが、その連

携をよくしていただきたい。信託業法の改正の話もあったが、これも関連した施策

も含めてよく連携していただきたい。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だが、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、これが産業

と金融を再生するという施策のためには必要だと思う。いずれにしても、順調に進

捗しているわけだから、この動きを加速していただきたい。 

（牛尾議員） 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が、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いる。地方を回り、もう

会社としては引上げたい時でも、ほとんど無限定で個人保証をしているので、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が、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。 

    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いる。そういう状態が、会

社が損をしてでも続けざるを得ない状況をつくっているところがある。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。これは

何とか早く結論を出していく。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と私は思っている。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資金を借りるという窮地に追い込まれた時に、貸す方にも問

題があるのかもしれないが、この問題は、放っておくとなかなか進まないので、ぜ

ひ決着をつけてほしいと思う。 

（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ことは非常に高く評価したいと思うし、日本銀行におい

ても、この点、新しい施策に踏み出しているということは我々も歓迎している。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うので、ぜひ引き続き積極的に、日本銀行に御努力いた

だくことを期待している。 

（中川議員）  特に牛尾議員から今の御発言で、私も有担保、あるいは有保証というと

ころから脱却することが非常に大事だと思うので、私は破産法とか商法の専門家で

はないが、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と、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ないが、全力を尽

くして頑張っていきたいと思う。 

（竹中議員）  金子臨時議員、福井議員、もし何かあれば。 

（金子臨時議員） この件を進めるに当たり、各省庁、特に竹中議員のところ、中川議

員のところ、いろいろ関係があるので、御協力をお願いしたい。 

（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、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だ

が、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

とかに分断した市場でなくて、その間が全部シームレスにつながること。そうでな

ければマクロの成果につながらない。そのキーワードはリスクに見合った金利がき
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ちんとつくというようなプライシングメカニズムで、そのメカニズムを植えつけな

がら広げていくということになれば、貸し渋り、貸しはがしは本来起こらない。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

効果につながることになる。非常に迂遠なようですが、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。 

（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けれど、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く、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。実態は逆になっている。 倒産件数は 14 ヵ月連続して減少している。失業率

は二桁になっていない。デフレスパイラルは起こっていない。これを誰かわかりや

すく解説してくれないか。 

（中川議員）  １つは例の 30 兆円の信用保証というものも大きかったと思うし、ただ、

小泉議長がおっしゃるとおり、そういう方向にあるが、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が、例えば、業を起こす方が廃業率よりも依然

として少ない。今まさに上向きに、小泉議長の方向に向かって緒についたという段

階だと思う。中国や韓国が必死になっており、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と。方向としては、確かに小泉議長の

おっしゃる方向だと思う。 

（麻生議員） 小泉議長、りそな銀行への資本注入は大きかった。これを契機に金融関

係の株の上昇を通じ株式市場がもとにもどった。 

（竹中議員）  小泉議長の提示された問題は大変重要だと思っている。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

がしっかりくるんだと、これをやらない限り持続的な成長はないというふうに申し

上げていた。しかし、不良債権を処理するその瞬間に関しては、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遙かにまさったということだと思う。 

   加えて、需要が減るという可能性はもちろんあったが、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。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、１つの結果をもたらしてい

ると思う。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るから、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いといけない状況では

ないかと思う。 

（吉川議員）  竹中議員がおっしゃったことと基本的に同じことかもしれないが、小泉

議長がおっしゃったことで、やはり不良債権処理はしなければいけない。今でも宿

題は少し残っているが、放っておいてはだめ。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。だからそれを進めた。ただし、その具体的な手順につ

いては、もちろん御存じのとおりいろいろデリケートな問題がある。幸い日本経済

は立ち直ってきた。これを最終ゴールまで持っていくということだ。 

（奥田議員） 実際の経済界から見て、小泉議長が一番初めに言われたときには、正直

言って、中小企業や雇用に対する対策はあらゆる面で何もやられていなかった。と
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ころが、あの後いろんな対策を厚生労働省、それから経済産業省もやったし、財務

省もやった。みんながいろいろな対策を立てて、数え上げればきりがないほどの対

策が出たと思う。それが功を奏して、失業率も 5.5 ％から 5.1 ％まで下がった。

これは厚労省のセーフティネットが大きかった。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から壊滅的な数字を止めたと、そのように我々は理解

している。 

（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る。

脅威より好機になっている。ビジネスチャンスを広げている。 

（牛尾議員） 不良債権問題が底辺にあって、経済の活性化について、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。だから動き出している。しかし、まだ油断はできない

と思う。最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ているが、こ

れは本当に注意しないといけない。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う。 

（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

秘訣は何か。 

（奥田議員） 我々、経済界で言っているが、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のではなく、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。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。ところ

が見ていると、ほとんど売り上げは横ばいで、今度の９月の中間期の決算を見ても、

コスト削減によって業績がよくなったということだから、いいことはいいことなん

だが、日本の将来を考えたら、余り褒めた話ではない。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。私どもとしてはまだまだ反省

すべきところがある。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。 

（竹中議員）  小泉議長の御指摘を踏まえていろんな御意見が出たが、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

の改革の部分があるから、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う。 

   金融の話については、再度要約はしないが、いずれにしても、今の努力を続ける

ことが必要。それと、産業金融に関しては、中川議員が呼びかけてくださった関係

閣僚会議があるので、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。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。 

 

             （産業再生機構担当大臣退室） 

 

（竹中議員）  前回、非常に実りある年金の議論をいただいた。今日、経済財政政策担

当大臣の名前で、この場で議論したことを要約させていただいている。 

   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
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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ったと思う。最も重要な事項とし

て、基本は将来の負担と給付のバランス、つまり最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、同時に２番目として、負担と給付に影響を与える関

連項目として、最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

が重要であったと思う。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るとか、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う。このうち、

保険料率については、厚生労働省案の 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あった。一方、坂口臨時議員からは長

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

多くの議員からの指摘であった。 

   給付水準について、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、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った。また、坂口臨時議員からは年金の支給

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

う御意見があった。 

   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ないが、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る。 

   高所得者の給付抑制については、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いるが、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る。 

   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ない

が、そこに書いてあるように、国庫負担率２分の１とする場合は４～５年程度で段

階的に行うべき、安定した財源の確保が前提とすべき、社会保険制度における国庫

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った。 

   物価スライドについては、平成 16 年度予算で特例分（▲1.7%）を解消するべき

であるという意見があった。 

   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

意見が示されたが、その具体策が必ずしも議論されていない。第３号被保険者の問

題は今後議論する必要がある。これを踏まえて今日の議論を進めさせていただきた

い。 

（奥田議員） 資料「年金改革の今後の課題」をご覧頂きたい。年金改革は検討課題が

非常に多いが、年末までに平成 16 年度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。 

まず、給付水準、保険料率、国庫負担割合は同時に決定すべきものであって、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

と考えている。 

次に、「２、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」の

「①最終的な給付・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、場合によっては年金額が前年を下回ることもやむを得ない、と考え

ている。「②国庫負担引上げのスケジュールと財源」については、国庫負担は４～
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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り、「③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すべきである、

と考えている。「④物価スライド特例分の扱い」については、可能な限り 16 年度に

解消すべきである。 

「３」には、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を記載し

ている。「①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。「②第３号被保険者問題」については、今後生じる共稼ぎ世帯の増加

等ライフスタイルの多様化に対応し、就労に中立な制度にすべきである、と考えて

いる。 

最後に「４」。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や、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、来年中に結論を得るべきだと考える。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。 

（坂口臨時議員） 前回の経済財政諮問会議でご説明したため、新規の事項はそれほど

ないが、資料「年金制度改革・社会保障制度改革について」に基づいて簡潔に説明

する。 

１枚目。現在の水準であるボーナス込みの平均報酬額 47.7 万円と保険料率 6.7

9％から厚生年金保険料を計算すると、3.2 万円。これが 2025 年には、実質賃金上

昇率 1.1％を前提として計算すると、ボーナス込みの平均報酬額は 61.3 万円とな

り、厚生年金保険料は 6.1 万円に増える。 

次に４枚目「年金水準を考える際の世帯類型」について。これは個人単位にする

かどうかにも影響してくるが、男性は、年齢別に見ても、１号保険者、２号保険者

と大体一定しているが、女性は、現在のところ、１号になったり２号になったりと

年齢層によるばらつきが非常に大きい現状にある。これをどうするか。 

それから、11 ページ「第３号被保険者制度について」。平成 15 年 2 月に行った世

論調査を見ると、「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」が 32.3％、「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」が 31％、

３番目に「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」が来てい

る。これは意見が非常に割れる問題であり、審議会を開いても、連合で議論しても、

どこでも半分に割れている。なお、お勤めの女性は、「別途保険料を納めるべきだ」

という御意見が多い。 

（小泉議長） 現在、専業主婦の割合は共働きよりも少なくなったのか。 

（坂口臨時議員） まだ専業主婦の割合が一番多いと思うが、かなり減ってきているこ

とは事実だ。 

13 枚目、潜在的国民負担率の問題について。年金保険料率 20％の場合の潜在的

国民負担率は 63％、と民間議員に試算して頂いた。16％になるとこれが 60％を超

える。つまり、保険料率が２％減ると国民負担率は約１％強減る。仮に社会保障給

付の削減のみで 50％としようとすると、社会保障全体で４割カットしないと達成

できない。 

今回の法案改正の中に、民間議員が提案された第３号被保険者問題も盛り込むか

否かについては、この問題を盛り込むのには、先ほど述べたような課題があり、合

意を得るのはなかなか大変だと思う。女性の賃金が非常に低い現状の中で、男女と

もそれぞれ支払うことになると、女性の年金が非常に小さなものになる。また、第
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３号被保険者も保険料を納めることになると、保険料が毎年１兆数千億円ずつ増え

ることになるが、一体誰が納めるのか。つまり、夫が妻の分も全部支払うのか、あ

るいは企業側に若干負担してもらうのか、という話であり、企業は雇用者でない配

偶者まで面倒を見ないとなった場合、サラリーマンの負担が増えることになる。こ

こは議論をよく詰めていかないと前に進めないと思っている。従って、この問題に

ついては、制度体系をつくる際に併せて議論させて頂きたい。今回の改正法案の中

に盛り込むのは難しいと思う。 

（本間議員） 最近の年金に関する議論は、国庫負担の問題が突出し、保険料率の問題

及び給付の問題が先送りされていると感じる。年金改革において、給付、社会保険

料負担、国庫負担は、まさに三位一体の関係にある。国庫負担というと、何か別枠

のもので、金の卵のようなイメージがあるが、「税負担」と表現した方が適切であ

り、そういう意味で、誤解を招きやすい。従って、国庫負担に給付と負担も併せて

三位一体で議論して頂きたい。 

次に、「基本方針 2003」において、国民負担率 50％程度を目指す、と明言してい

る一方、現在の厚生労働省案である保険料率 20％を前提にした国民負担率は 63％

になる。これを整合化していくためには、社会保障制度、年金に限定することなく、

あらゆる領域において聖域なく見直しを行わなければならない。社会保障制度、あ

るいは年金改革にあたっては、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強調したい。 

さらに、最近の株価上昇基調の中で忘れがちだが、147 兆円に達する積立金の運

用に関して、運用の成績を外部からチェックする必要がある。外部評価によって運

用ガバナンスが発揮できるようにして頂きたい。 

（奥田議員） 経済界として、改革を進めるにあたっての時間軸の考え方について申し

上げる。最も大きなポイントは、１年かけて議論すべき制度体系と、年末までに決

定すべき給付水準、保険料率、国庫負担の議論は、実は密接不可分であるというこ

と。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、特に、保険料

などの負担については、医療・介護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。来年中に、制度体系を含めた抜本改革についての結論を得て、現行制度を

前提とした保険料率に固執することなく、持続可能で公平・公正な負担のあり方を

決めることが不可欠だ。経済界は、抜本改革なき保険料率の引上げに反対をしてお

り、保険料率の引上げは、潜在的国民負担率の抑制や、世代間・世代内不公平の是

正、給付の重点化、さらには消費税等の活用を含む国庫負担の財源のあり方までを

含めた抜本的な改革の中で決めるべきであると考えている。 

経済財政諮問会議の役割としては、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の制度設計の基本的枠組みとしっかりした方向

性を示すこと、さらには、政府や与党の関係する協議会や、審議会での具体的検討

が、この方向性に沿ったものであるかフォローし、必要に応じて議論することが必

要だと思う。今後、政府与党を中心に具体的な議論が進められるが、改革の方向性

に関するアカウンタビリティを充分確保して頂き、国民にとって分かり易く理解が

得られる抜本改革案をまとめて頂きたい。 

（牛尾議員） 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、雇用保険まで入る。平成 15 年 10 月 3 日の経済財政諮問会議で、坂

口臨時議員から「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％程度下げる必要があるのではないか。」という趣旨の

 10



 

御発言があった。今回の年金改革に、このような前提がどの程度入るのか。他方、

社会保険の執行に関しては、年金の金額だけではなく、今後どのように分担を国か

ら地方へ移していくのかという議論も同時にやらなければならないと思われるた

め、その点について、坂口臨時議員の御意見を再度お伺いしたい。 

（坂口臨時議員） いわゆる積立金の問題については、現在、独立行政法人など第三者

機関をつくり、その設立の過程で今後の運営方針についても決めることを検討して

いる。従来は、厚生労働省が案を示し、それに沿って運営されてきたが、根っ子か

ら第三者機関が決める形式が望ましいと考えている。その第三者機関を監視するた

めに、いわゆる評価機構をしっかり確立する必要がある。内閣全体か、あるいは特

別な機関で監視するかなど、もう少し詰めなければいけない。 

次に、社会保障全体の問題については、現在、厚生労働省としても、年金・医療・

介護を含め、もう一度見直しを行っている。未だ途上であり、来年３月ぐらいまで

かかる。前回行ったときには、厚生年金保険料を 20％におさえるなら、社会保障

全体の保険料率を 32％に抑えることが出来ると話したが、それでも高いというこ

とで、もう少し抑えるということになれば、全体はもう少し下がってくる。もう少

し精査をし、数字を出したいと考えている。 

（奥田議員） 運用に対する評価体制を創る、さらにはそれを公表することに異論ない。

しかし、問題は、運用を誰がするのか、運用結果について誰が責任をとるのか、と

いうこと。長期的な視点から評価すべきだと思うが、神様でない限り必ずプラスに

なることはあり得ず、損失が出た場合に誰が責任を取るのか。従って、運用結果に

ついて公表することは良いが、その責任を誰が取るかは非常に難しい問題であり、

結論が出ないと思われる。その点につき、坂口臨時議員にお伺いしたい。 

（坂口臨時議員） 昨年は３兆円の損失を出したが、４月現在で 2兆 7,000 億円程度損

失を取り戻した。残りの約 3,000 億円ぐらいなんとかなるのではないかと考えてい

る。誰が責任を取るべきかについては、言いようがなく、現在は、運用成績を見て、

悪いところは外し、良いところを入れることも行っている。それでも、株価が下落

する際には、株だけを見るとどうしてもマイナスになる。運用資産における株式の

額をあまり増やさずに、現状程度に留められれば気が楽なのだが、全体はプラスな

のだが、全体のことは言ってくれない。今後徐々に財投から資金が返還されてくる。

何もせずに、全額を日銀などへ預かってもらったらどうだという話もあった程だ。 

（本間議員） この問題については、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う。

資金運用の観点からは、政府保証の国債化を極めて危惧している。つまり、結果と

して、国債を発行してロスを補填する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体制の確立をぜひお願いしたい。 

加えて、運用資産については、前回の経済財政諮問会議に提出された公的債務管

理政策のリポートの中で提案されていた非市場性国債を対象とすることについて、

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

ろいろあろうかと思うので、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。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あった。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十分

に議論をまだされていない。それと、未納・未加入者対策については、民間議員か

ら厚生労働省に具体案を提示していただきたいというお話があった。これについて
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はまたいろいろ御検討いただく。 

    ３号被保険者問題については、坂口臨時議員の方から、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いかと、１年ぐらいかけ

るべき問題ではないかという御意見が示された。さらに、潜在国民負担率について

は、このままでは達成が難しい。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については、しっかり

と議論をしなければいけない。 

    基金の運用については、坂口臨時議員の方から、第三者機関、独立行政法人化も

考えていると、それに関しては、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う。 

    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るけれども、

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るので、その辺のバランスをとっていくことなのでは

ないかと思う。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整理して、引き続き議論をしていきた

い。 

 

（坂口臨時議員 退室) 

 

（竹中議員）  それでは三位一体についてご審議をいただきたい。 

（谷垣議員）  三位一体については、再度私の考え方をお手元の資料にまとめたので、

そのポイントだけ申し上げる。 

   １ページ目の補助金改革については、平成 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いる。私自身も予算編成の責任者として、しっか

り取り組んで参りたい。 

    ２ページ目の地方交付税改革については、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。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

直すことが必要であり、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

必要かと思う。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。 

    ３ページ目の税源移譲については、先般の総理の御指示も踏まえ、平成 16 年度

に必ず実現するということであるが、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、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。 

（麻生議員） １ページ目、基本的な方向としては、１つは地方に信頼され、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。２つ目は自主財源というものが

基本的に拡充する改革。３つ目は、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
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ことがこの３つだろうと思っている。 

    改革の考え方として、２ページ、国庫補助負担金の改革については、改革は、と

にかく実感で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であるが、とにかく実現を図らなきゃいかぬということで、

平成 16 年度の改革については、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。義務教育関連の退職手当の切り離し等々については、地方

の自由度は全く上がらない。これは将来、団塊の世代がどっとやめていくので、2010

年、2015 年ぐらいになると、退職金が急激に膨らむことになる。単なる地方への

負担の転嫁になるので、知事会としても、到底これは認められないという意見があ

る。そこで基本的には、資料に「加配」教職員というのが書いてあるが、「加配」

教職員は、30 人ならもう一人足していい、など文部科学省の裁断、配慮でできる

職員である。これが 1,900 億円あるので、これが１つともう１つは、事務職員と

いうので、資料に 1,200 億円とあるが、これも同じくいわゆる事務の職員で、教

師ではない。事務職員ということに約 1,200 億円ついているので、これは地方の

自由度が非常に高まることも考えて、足して 3,100 億円。これを全部持っていか

れるといかがなものかと思うので、これを少しずつ減らしになって退職手当に相当

な規模に合わされたら自由度の拡大にもつながるのではないかと思う。 

    次に、税源移譲については、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いるので、たば

こ税ぐらいでいいのではないかとの意見が新聞で聞かれるが、これは基幹税とはと

ても言える代物ではないため、地方から高い評価を得られないと思う。消費税によ

る税源移譲の場合は、住民税と違って消費税の税率を触るのはそんなに難しいこと

ではないので、この話はたばこ税等に偏らず、ぜひ消費税も検討いただきたい。地

方公共団体からの評価等々を考えれば、平成 16 年度に税源移譲の対象としては地

方消費税が考えられるのではないかと思う。 

    次に地方交付税の改革については、これは必ず責任を持ってやる。事実過去３年

間１兆円ずつ減らしてきているが、三位一体で地方の信頼の上に成り立って行われ

なければならない。その範囲で投資的経費（単独）の縮減の１年の前倒し等々改革

を、きっちり責任もってやる。 

    総額抑制の改革については、資料で投資的経費（単独）の縮減の１年前倒しと

書いてあるが、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

てあるが、刑務所の看守等々の絶対量が不足している。地方からの最も強い要求の

１つが警察官の増員である。これを増員した上で実質的に１万人を上回る削減を行

う。既にその方向で事は動いている。きちんとやらせていただく。 

   経常的経費等々については、これも総額で思い切って見直し、マイナスの方向で

いきたい。加速させつつ、見直しを進めていきたい。 

    算定の改革については、50 項目以上の算定基準があって、これらには一応きちん

とした理由があるし、そのとおりになる。というのがあるが、これはかなり思い切

った見直しをやらないといかない。基本的には何か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る。ところが、努力して減らした

からといって交付税が付くかといったら、そうでないので、やる気が起きないよう

なシステムになっている。これらのことを含めて、やったらそれなりのものができ

るような形でやるが、とにかく基本的には、補正等々については、従来の方式は使

った上で減らすけれども、更に、効率化を進めるというような方法も考えてきちん
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とやっていきたい。 

    それから、財政力の格差の問題について、これは地方が一番不安を抱いている。

地域間格差が出てくるところで、これを何らかの形で埋めてやらない限りは反対、

県はともかく、町村長は絶対反対である。その方策を体系的に示してやらないとど

うにもならない。いわゆる財源移譲等々、いろいろ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することと地方交付税の基本的機能を

最大限に利用しないとどうにもならない。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、地方交付税の基本的機能の応用は一番大切だと思う。

財源の保障と財源の調整を一体的にやっていかないとどうにもならないので、現在

のシステムをある程度利用しないといけない。交付税については、従来とは大幅に

やり方を変える方向で今事を進めている。 

（本間議員） 我々民間議員としては、三位一体の改革は、地方の自主的な対応が可能

になるような形で仕上げることが最も大事だと考える。その意味で総理の御指導の

もと、平成 16 年度予算において、１兆円を目指して補助金の廃止・縮減等を行う

ということでスタートしたわけだが、これには幾分懸念すべき点がある。 

１つは、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る。これでは税源移譲に結び

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、過渡期

の１つのやり方としては是認し得る部分もあるが、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。 

    次に、これは社会保障関連や、義務的な経費の部分について、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ある。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とさせた上で進めていく必

要性があると思う。先ほどの交付金化の部分に税源いじょうおいても、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いる。 

    ３つ目は、税源移譲の規模である。地方公共団体の首長は税源移譲に関して極め

て強い関心を持っている。もちろん都合のいい税源移譲論がないわけではないが、

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、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う。 

    ４つ目に、地方交付税については、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いるので、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検討して頂きたい。 

    また、三位一体改革のポイントは先ほど申し上げたとおり、地方の権限、自主性

を最大限発揮させることであるから、補助金の削減と税源移譲の結果として、東京

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

交付税で収支尻の補填をするというようなことをすると、これは何をやっているの

かと問われることになる。できるだけそのようなことがない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。もちろん総務省がこの問題を所掌している

ことは理解しているが、財務省や他の省庁も関係するので、政府全体で地方交付税

交付金制度のあり様については、高い観点から議論をしていく必要性があると思う。 

    さらに言えば、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。本来、地方財政計画に入っていくべきではないような、地方単独事業や、
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地方債の元利償還金の後年度の算入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、財源の保障機能が強化されてきたという側面がある。こう

した、ぜひ量的な縮減の問題、質的な制度のあり様について、これもまた検討の俎

上にあげられてしかるべきだと思う。 

（麻生議員） 単独事業については少し難しいところがあって、バブルのときに、やら

されているものが今ちょうど負担となり、それについてはこちらが押しつけた経緯

がある。後年はずっと減るけれども、今の段階で、こっちが押しつけてやらせた手

前、ちょっと難しい。 

   次に、交付税について、抜本的と言われるとちょっと話が違う。交付税のそもそ

も論という話でしてもらわないといけない。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」というそもそも論をすべきという

話を牛尾議員がしていたのと同様、いわゆる地方交付税についてのそもそもという

話をするのは構わない。 

（谷垣議員）  この前の議論の中でも、できる限り権限移譲していき、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あった。そういったことも踏まえ議論しな

ければならないと思うが、今、各大臣がよく取り組んでいただいていると思うので、

よく精査しながら、交付金も、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と思う。 

   次に、補助率引下げではだめという意見だったが、地方が喜ぶということももち

ろん大事だが、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ある。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であるが、これも主な要因の１つと

思う。だから、それに切り込んでいくことを、一概に排斥すべきものではない。 

    先程、麻生議員から退職手当の発言があったが、文部科学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と思う。 

（麻生議員） 河村文部科学大臣が出席された時に一回発言し、歴代文部大臣からいろ

いろ指摘をいただいたが、文部科学省も入れた方がいいのは当然である。 

    生活保護の点について、縮減率の内容をどうこうするというのは賛成である。た

だし、1,500 億円だけ切ると言われても、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、丸々自分でかぶるので、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

るので、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のが

いる。私の場合は、生活保護率日本一の選挙区から来ているからよくわかる。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る。いろんな意味で多々問題があることは確かである。

だから、その内容を洗うことに関しては賛成だが、一律何％という方法はいかがな

ものかと思う。 

（牛尾議員） 地方が裁量でできるようにすればいい。地方が裁量でできるような移し

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。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ある。 

（竹中議員）  これは大変難しい問題だが、引き続き、総理指示の実現に向け、谷垣議

員、麻生議員に力強いイニシアティブを発揮していただく必要がある。政府与党の

中でもまた議論がなされていくと思う。個別の項目については、これは最終的には

財務省の案の中で判断をしていただく問題と思う。 
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    ２点だけ申し上げたい。１つは、本間議員から発言のあった交付金化の話である。

税源移譲に結びつけるようなものを実現してほしい。補助率の低下等は権限の移譲

に結びつかないという意見、一方で行政のスリム化も重要な要素である意見があっ

た。その辺はバランスをしっかりとらなければならない。最後に、総理が発言され

た通り、自由度を増すことになっていこうかと思う。 

    ２つ目は、交付税改革の問題で、今後言葉を統一し、そもそも論をやる。これは

麻生議員も改革すると。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

くっていくかを検討する。今後どういうスケジュールで、どういう場で議論をして

いくのかについて、各大臣ともまた相談をし、この方向をはっきりとさせていく。 

（竹中議員）  最後に、16 年度予算編成の基本方針について議論していただく。 

（本間議員） 三位一体の改革には直接かかわらない問題だが、自民党の政権公約でも

道州制の検討が明記され、重点政策推進委員会でも道州制特区を検討されると聞い

ている。今後の地方制度を考える時、本格的な道州制への移行というのはやはり大

きな問題である。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に重要である。ぜひこの場で、高橋知事に一度検討状況を伺

うことができたら非常にありがたいと思う。 

（竹中議員）  今の点は、総理、官房長官とも相談させていただき、どのように進めて

いくか、この進行の中で考えていきたい。 

   それでは、予算編成の基本方針を中城統括官から説明していただく。 

 

○予算編成の基本方針（原案）について 

（中城政策統括官） 「平成 16 年度予算編成の基本方針（案) 」は今月 21 日に示した

事項案に基づいてつくったものである。今回の「予算編成の基本方針（案) 」では、

改革の芽を大きな木に育てるという考え方の下、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いる。 

   ポイントとしては、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る。 

   Ⅰの「日本経済の再生に向けた構造改革の推進」であるが、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 1

6 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

こと等を記している。また、財政事情については、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いる。 

    「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つの項を設けている。 

    構造改革の推進については、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

としている。 

    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いる。 
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    Ⅱは、「平成 16 年度予算の基本的考え方」である。 

    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いる。 

   「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いる。 

   「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いる。 

   最後に「（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いる。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いる。 

   「Ⅲ 歳出の見直しと構造改革の推進」では７項目を掲げているが、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」である。 

   「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いる。 

   ５の「社会資本整備」については、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、公共事業についても、P1a

n-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いる。 

   ６の「社会保障制度」については、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。年金については、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いる。 

    最後に、７の「地方財政」について、「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
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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。まず、①国庫補助負担金については、「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いる。 

（竹中議員）  今の文章は、既に事務方を通して各省庁にも意見をいただいていると承

知している。 

（麻生議員） 予算の複数年度化という話はどこにあるのか。モデル事業に関して複数

年度化というのがあれだけ話題になっているのに、どこに「複数年度」という言葉

が読めるのか。予算執行の弾力化を行うというところで、読めるということか。 

（中城政策統括官） はい。 

（麻生議員） 「複数年度」ときちんと書いてください。 

（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と思うが、今の麻生議員の意見を踏まえ、しっかりと調整させ

ていただく。 

   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。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、今議論のあったモデル事業等、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つの特徴とすると考えているので、引き続き、しっかりと作業をして取りまとめ

に向けたいと思う。 

（牛尾議員） 予算編成、これから年末に向け、最近は、例えば政府税調等の発表を見

ると、財源確保するために増税という感じが出ている。経済活性化を目指した構造

改革をする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深く行っ

てほしい。三位一体の改革、社会保障制度改革、税制改革などは非常に関係がある

ので、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、時には主計局まで入れて景気を冷やさないような発表の仕方をしないとい

けない。かなり景気に水を差すような発表が多い傾向があるので、景気や経済政策

に対しては戦略的で細心な気配りが常に必要ということを発表まで十分心してほ

しい。 

（谷垣議員）  その辺はまた工夫したい。 

（竹中議員） それでは引き続きお願いしたい。ありがとうございました。 

 

 

（以  上） 

 


