
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

 

 

   

        

 

 

  

平成 15 年第 29 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 15 年第 2  9 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 12 月 19 日(金) 17:00～18:03 

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 金子 一義 地域再生担当大臣 

森 英介 厚生労働副大臣 

高橋はるみ 北海道知事 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）国と地方について 

①地域再生推進のための基本指針について 

②平成 16 年度における三位一体改革（報告） 

③ 道州制特区について 

（２）平成 16 年度における年金改革（報告） 

（３）平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（報告） 

（４）構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定（修正原案） 

（５）その他 

3．閉会 

（説明資料） 

1




 

 

 

 

 

   

    

 

 

   

   

   

平成 15 年第 29 回 議事録 

○地域再生に向けた取組について（金子臨時議員提出資料） 

○道州制を展望した北海道からの提案（高橋北海道知事提出資料） 

○年金制度改革について（坂口臨時議員提出資料） 

○平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（閣議了解） 

○構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定（修正原案） 

（配付資料） 

○三位一体の改革について（三位一体の改革に関する政府・与党協議会） 

○平成 16 年度税制改正大綱（自由民主党・公明党） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年29回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

今日の議題でありますけれども、まず第１に、国と地方についてであります。

第２に、年金改革、そして最後に来年度の経済見通しの話及び改革と展望につい

ての話を少しさせていただきます。 

第１の議題であります国と地方とつきましては、金子大臣、そして高橋北海道

知事に御出席をいただいております。後ほど年金改革の議題に関しましては、森

厚生労働副大臣に御出席をいただきます。 

○国と地方について

（竹中議員） それでは、国と地方についての御審議をいただきたいと思います。最

初に「地域再生推進のための基本方針」が本日本部決定されましたことを受けま

して、金子大臣から御報告をいただくことになっております。 

（金子臨時議員） 御紹介ございましたとおり、前回の諮問会議で地域再生について

取り組むようにお話をいただきまして、１か月半ほどでございますけれども検討

させていただきました。基本的な方針ということについて、今日、本部で決定を

させていただきました。 

考え方は、地方を再生していく上で予算をつけていくという方向ではない。ふ

るさと創生でやりましたような１億円ずつ各町村に配分するという方法もとらな

い。第３の方法で知恵を出しながら地方を再生していくという枠組みを模索して

いく。そういう枠組みをつくっていきたいというのが基本方針として盛り込まれ

ております。 

１ページ目でございますが、何をなすべきか、このグレーの部分で地域を支え

る産業の活性化、建設業等々の事業転換、新産業の育成並びに内外からの投資も

含めた魅力ある地域づくり、この４つを柱にいたしまして、そして地域が自ら考

えて、国がこれを全面的に支援していこうという構成で考えております。 

具体的に国として、下の黄色枠でありますけれども、権限の移譲、アウトソー

 2




 

 

   

   

   

   

   

平成 15 年第 29 回 議事録 

シング、こういった民間事業の活性化ができるような環境をつくっていく、事業

転換、新産業の育成ということにつきましては、制度面での対応、各省庁の支援

策に向けて、いろいろ各省庁お持ちになっておりますので、これを連携あるいは

集中をさせていく。 

２ページ目でございますが、今申し上げた取組について、２ポツにある地域再

生の取組方針、ここに書かれておりますように、先ほど申し上げました４つの柱

を中心として、地域からアイディアを出してもらう。少しでも地に足がついたも

のに仕立てたいということで、期間は短かったのでありますが、事務方に地方に

飛んでもらう、出向いてもらう、あるいは来ていただいて、いろいろな地方の考

え方、どういうところの制度的な要因を期待しているのか、つくり上げてほしい

のか、規制緩和の方向というのを考えてほしいのかということも、時間でできる

限り取り組ませていただきました。 

そういう中で、既に数多くの要請としては来ておりますが、この国の役割②の

真ん中ほどでありますが、行政サービスの民間開放を阻害している制度的要因の

除去、権限移譲、補助金の改善、統合もしてほしい。林道等々は国も県も１本、

１本の道をつくるのに、それぞれ権限、物差しを持っている。こういうものを統

合して地域に任してほしいというのか、逆に補助金ＯＫ、自分たちでこういうも

のをやりたいけども、国の基準がちょっと間尺に合わなくて、なかなか使えない

といったようなものから、かなり出ております。 

こういう施策の利便性向上、それから各省庁の支援策の連携・集中。この各省

庁の支援策の連携・集中については、今日の本部会議で総理からも、今の各施策

というものが本当に時代遅れになっていないのか、どういう表現でおっしゃって

いただいたのか、見直すべきところは見直して、地域の再生のために見直してい

くという言葉もいただきました。そういう意味で各省庁が持っております現行の

予算も地域再生という観点から、もう一遍各大臣にお願いをして見直すというこ

とをとっていきたいと思っております。 

３ページ目スケジュールでございますが、できるものからなるべく早くやりた

いなと。既に出ている案件というのは、なるべく早く取り上げていきたいという

ことで、提案を早速に募集をいたしました。どういう制度設計、どういう規制緩

和、どういう権限移譲というものが必要かということを２月にプログラムとして

決定して、そして実施してもらう。一遍じゃありません。何回も何回も地域から、

とりあえず１月以降、あるいは６月以降募集して、そして各省庁とすり合わせて

必要があれば、法案の改正、法律で改正していくという手続も必要になってくる

かと思っております。 

４ページ目以降、これまでいろんな御意見をいただいてまいりました。例えば、

事業の転換と言っているけれども、事業をどうやって転換したらいいか。地域に

任せると言ったって、そんなものは地域では考えられないんじゃないか。やっぱ

り、それを考える人材も要るよねと。それから、もう少し具体的などういう方向

で地域を考えてもらったらいいのかというビジョンと手がかりと人材を考えてほ
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しいという要請も既に議員からも出ておりますが、４ページ目以降は、多少そう

いう手がかりとしてイメージを、地域が成功している事例も結構ありますので、

こういうものをさらに活用してもらう。 

５ページ目の農村地域の再生ということについて言いますと、右側であります

が、青森の弘前大学でリンゴをいろいろ研究してもらっていて、ガンに効く健康

食品というのを目指して一生懸命つくっていただいているようであります。でき

上がるのかどうか、まだわからないのでありますけれども、そういうものを使っ

て、とにかくやってみよう。それから、バイオマスの資源利用、今、産業廃棄物

等々が相当に眠っちゃっていますけれども、こういうものを活用するいろいろな

規制があります。これの規制を変えていくことによって、こういう建設廃材の活

用というのは、建設業者の転換にも非常に役に立つ分野でありますもんですから、

こういうのも研究して進めていきたいといったような手がかりをいろいろ考えさ

せていただきたいと思っております。 

まだまだ説明を申し上げたいことはいっぱいありますけれども、とりあえず、

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。金子大臣の時間の関係で先に今の点につき

まして御意見がありましたら御審議をお願いいたします。 

（本間議員） この地域再生本部ができたのは、非常に重要です。 ただ、地域の自

主性というものをどういうぐあいに担保するかということは、一方的な指導だけ

では、なかなか芽を木に育てていくということは難しいわけですので、ぜひ、具

体的な対応のときに地域の声が反映されるような仕組みをぜひ入れるよう御努力

をいただきたいというのが私のお願いであります。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） これは金子さんがおっしゃるように、地域が自ら考えて行動するとこ

ろから始まると思うんです。そういう意味で特区は非常にわかりやすいコンセプ

トで、規制撤廃で許可できないものを特定の地域だけ許可して先に走るんだと。

非常にわかりやすいコンセプトであって、それに殺到して、４回にもわたって大

変な応募が来た。そのぐらいの応募をつくっていくことが、まず一番大事なこと

だと思うんです。ここに書いてあることは、権限の移譲とか、アウトソーシング

とか、制度面の対応とか、全体がまとまって窓口を一本にするんだということ以

外に、もう一つ、特区のときのようなわかりやすいコンセプトを出して、地域が

特区を使うか、地域再生を使うかというふうに両手に持つようにしたらいいと思

うんです。 

（金子臨時議員） 特区と……。 

（牛尾議員） 特区を使うか地域再生を使うか。そういうふうな形で地域が動かない

と上からは絶対引っ張っても来ないんで、地域が動きやすいような構図をつくっ

て、いわゆる地域再生ブームというのが出ないといけないと思うので、その点は

地域に対してタウンミーティングをするというようなことも書いてありますけれ

ども、大いにそういう点を啓発する必要があると思います。以上です。 
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（竹中議員） 中川大臣どうぞ。 

（中川議員） 今朝の会議でもいい例をどんどん挙げろと、最後、総理からも御指示

がありましたけれども、もちろん、いい例を学ぶことは非常に大事だと思います

が、いい例だけを一つのシンボルのようにやっていくと、実例として挙げていい

のかどうかわかりませんけれども、一村一品がやたらとはやった時期があったり、

あるいはふるさと創生で１億円を云々とか、これも成功した例と何となく終わっ

ちゃった例とありますけれども、いい例ももちろん大事ですけれども、悪い例も

大事ですし、今、本間先生や牛尾先生からもお話がありましたように、地域の自

主性ということが大事だろうと思います。ですから、ここに農村の一例が出てい

ますけれども、農村といってもいろんな農業があるわけですから、もちろん、プ

ロ農業の育成という一つの方向で今議論をやっておりますけれども、１つの例を

挙げさせていただきますけど、兵庫県の山奥の中に、中山間地帯ですけれども、

いろんなところの農地を借りて、70ヘクタールを家族だけでやって、しかも全国

の農協青年部の会長までやって、日本中、世界中を飛び回りながら確定申告をや

って、何千万という収益を上げている農家もあるわけですから、やはり、最後に

地域の特性と本人の知恵の結集といいましょうか、それをどうやって引き出して

いくかという導火線というか、小泉改革の１つの趣旨、精神を全国の人にわかっ

てもらえば、黙っていてもこの目標は達成できると乱暴に言えば思うわけであり

まして、逆にあんまり任せると言いながら、いろんな定型的な例や成功例だけを

挙げると、それが縛られちゃうんじゃないかと思いますので、ぜひ、その辺の失

敗例とか、それから、今言ったような山奥の中で70ヘクタールを経営している農

家、場合によっては何らかの例で、彼を呼んできて経営なんかの状況を話をさせ

たら非常に参考になると思います。 

全国にあなたみたいな農家がどのぐらいいるんだと言ったら何百はいると。こ

の何百が結集したときに、私は日本の農業は大きく変わっていくというふうに彼

にいつも言っていますので、そういう例もあります。それから建設業も北海道な

んかは、今日知事が来られていますけれども、建設業にある程度見切りをつけて、

農業の方にかわっていっている農家も結構ありますので、その辺は小泉改革の１

つの柱である地方再生の火付けを、うまくわかってもらうということが非常に大

事なことだろう。軌道に乗れば、どんどん自然にいってしまうんじゃないかとい

う楽観論さえ時々思うんです。 

（金子臨時議員） わかってもらうためにも、ある意味で成功例を知ってもらうとい

うのが大事なポイントだと思います。 

（中川議員） 成功例を否定しているわけではないんです。 

（金子臨時議員） 本間先生おっしゃられた地域の声を反映させられるように、この

コンセプトは基本的に地域の声なんです。ただ、それに対して「色男金と力はな

かりけり」かと、逆にもう少し、どういう方向でという考え方、つまり、地方に

行きますと人材がいない。福岡県の田川というのは家具の産地。通産省がどんど

ん量産しろと言ってつくらせたんです。ところが、今はもう家は建て付けの家具
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ですから、家具を買わない。どうするんだと。どうすると言われても、やはりそ

こを地元で考えてくださいよと。何かやるといったときには、我々支援する体制

をつくるから考えてくれと。しかし、やはり人材がいないんです。こういうのを

どうやってカバーしてあげていくのかというのも１つの課題なのかなと。 

（中川議員） ですから、冒頭申し上げたように、突き詰めれば、最後は人に行き着

きますよ。私は別に成績がいいという意味の人じゃなくて、熱意をまず原点に持

たなければ物事はすべて進んでいかないというふうに思っています。例えば、皆

さん方御承知のように、洋食器の燕・三条なんていうのはガタンときましたけれ

ども、総理がよくおっしゃるお話ですが、また今よくなっているとか、福井の繊

維がだめになったけれども、今また別のところ、メガネのフレーム生産の世界シ

ェアの何割とか、そういう例もありますけど、そういう復活の例もあるし、だめ

の真最中もあれば、失敗例もある。いろんな例を出して……。 

（牛尾議員） 身近な小さなスケールでも地域再生で使えるようにした方がいいです

よ。例を出すと非常に大きなものでないと出せないような気がするけど、身近な

小さな例でも出す。特区がそうですよ。初めは大きかったけど、だんだん小さい

ものが出てきたら、熱気が出てきたわけです。身近なもんでもできるようにした

方がいいですよね。 

（本間議員） 全国3,000余の地方公共団体の中でやる気のある首長とそうでない首長

がどのような比率でいると見るかによって、今のポイントが違ってくるんだろう

と思います。恐らく、やる気のあるところが10％あるかどうかだろうと思います。

やる気のあるところはさらに、それから、今少し淀んでいるところをどういう具

合に活性化をするか、そこの組み合わせをぜひお願いをいたしたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。今のお話の中に集約されていると思いますが、

中川大臣のお言葉の中に小泉改革の精神という言葉がありました。まさにその精

神にのっとって、この枠組みが今つくられているというふうに思っております。 

地域再生本部の中で御議論いただくこともあると思いますし、必要に応じて、

この場で議論することもあると思いますが、いずれにしましても、そのような方

向で、金子大臣、随時よろしくお願い申し上げます。 

（金子臨時議員） 地域再生というと、リサイクルみたいで何だかしらないけど情け

ないから、もうちょっと分かりやすく用語を変えた方いいんじゃないか、ネーミ

ングを。考えてみたらディスカバージャパンみたいなね。 

（竹中議員） 今のネーミングの話は官房長官からもいただいておりまして、ちょっ

と御一緒にぜひ考えて、今後、施政方針演説や財政演説等々で統一の言葉を使っ

てぜひ普及していきたいと思います。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、森厚生労働副大臣入室） 

（竹中議員） それでは続いて、16年度における三位一体改革についてでございます。

これは関係方面で大変御尽力をいただきました。まず、谷垣大臣から御発言をお

願いいたします。 
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（谷垣議員） 16年度の三位一体改革のうち、地方向け国庫補助負担金にかかる改革

につきまして、今日、政府与党協議会の場で、お手元に三位一体の改革について

という資料がございますが、この資料のとおり御了承いただいたところでござい

ます。私から、その概要について説明させていただきます。 

３枚目をごらんいただきますと、平成16年度予算における地方向け国庫補助負

担金について、１兆円の廃止・縮減等の改革を行うこととしておりますが、具体

的には、次の別紙１にございますように、Ⅰ．基本方針2003等に基づく廃止・縮

減等の改革、それから、概算要求基準等による廃止・縮減等の改革、それから、

２番目として、それに加えてⅡ．１兆円を目指したさらなる取組、これによって

改革を行うこととなっております。 

それから、地方への税源移譲につきましては、別紙２をごらんいただきます。

平成16年度税制改正におきましては4,249 億円を移譲することとしております。

今後の税源移譲につきましては、先般取りまとめられました平成16年度の与党税

制改正大綱に基づき実施してまいります。 

それから、３番目に義務教育費国庫負担金の退職手当・児童手当にかかる所要

額については、平成16年度予算において10分の10の全額、2,300 億円程度を地方

団体への特例的な交付金として、交付することとしております。そして、この交

付金につきましては、税源移譲までの間、地方の財政運営に支障が生じないよう

にするための暫定的措置として位置づけられるものでございます。 

なお、地方への税源移譲額と先ほど申し上げた将来の税源移譲までの暫定的な

財源措置をあわせた国から地方への税源移譲等の額は、この括弧に中にございま

すように、合計して6,558 億円となっております。 

最後に次のページでございますが、文部科学省関係及び厚生労働省関係の補助

金の取り扱いについては、そのページに書いてございますように、あわせて合意

があるということを申し添えさせていただきます。 

三位一体については、私からは以上でございます。 

（竹中議員） それでは、麻生大臣お願いいたします。 

（麻生議員） 三位一体につきましては、もう既に新聞等々で御存じのとおりのとこ

ろでありまして、基本的には税源移譲等々いろいろございましたけれども、地方

６団体の知事会、市長会等々からの御要望というものを受けて、いろいろな形で

多方面から御要望をいただいておりましたけれども、一応、それなりに御納得を

いただけた線で答えが出せたと思っております。いずれもお礼のお言葉をいただ

きましたので、その線でいけたと思っております。税源移譲につきましても基幹

税ということでお話がありましたので、その方向で足を踏み出すことができたと

思っておりますので、結果としては、それなりの成果を出せたと思っております。 

最後のページになりますが、地方交付税につきましては、対前年度比で１兆

2,000 億円のマイナス、対前年比6.5 ％抑制するということで投資的経費の単独

も大幅に削減をいたしております。 

また、地方公務員数もいろいろありましたけれども、治安等々御意見もいろい
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ろございましたけれども、この点につきまして、警察官を増員した上で地方公務

員全体で１万人純減という方向で正式に決定をいたしておりますので、そこに書

いてありますような形で、今後引き続き交付税の簡素化等々を進めていくことに

いたしております。効率的な財政運営を促すようにやってまいりたいと思ってお

ります。私の方からは以上です。 

（谷垣議員） 先ほど、与党の税制改正大綱にのっとって進めてまいりますと申し上

げましたが、その与党の税制改正のエッセンスだけ申し上げたと思います。 

お手元に別に配布している資料がございますが、持続可能な社会保障制度と地

方分権の推進を支える税制の確立を目指しまして、向こう数年間の税制の抜本改

革の道筋を、この与党の税制改正大綱で示していただいておりまして、年金改革、

それから三位一体改革に関する政府与党の協議の場におきまして、それぞれ合意

がなされたところでございます。したがって、今後政府としては、今般の与党大

綱で示された道筋に沿って税制の抜本的改革に取り組んでまいることになるわけ

でございますが、所得税あるいは消費税といった税制の抜本改革は、構造改革を

着実に進めて、公正で活力ある経済社会を実現するためには避けて通れない国民

的課題でございます。既に、今年の10月から政府税制調査会では、総理からの諮

問を受けて、あるべき税制の具体化に向けた審議を開始したところでございます

が、私としては、この与党大綱を踏まえながら、税制改革の具体的内容について

年明けから政府税制調査会において、より一層精力的な審議、検討を行うようお

願いしていきたいと思っております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。国と地方の問題に関連しまして、道州制特

区について検討するようにという御指示を夏に総理からいただいております。今

日はこれに関連して高橋知事においでをいただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

（高橋北海道知事） 北海道知事の高橋でございます。 

それでは、北海道からの提案ということで、道州制を展望した私どもの考え方

について御説明を申し上げます。 

３枚ものの資料を用意させていただきました。１ページをお開きいただきまし

て、２のところでねらいということがございます。これは北海道の視点と国の視

点、２つに分けております。 

私ども北海道は、公共事業依存の高い経済、あるいは民間の自立性が弱いと言

われていた経済であった、あるいは現在もそうでございます。そういった北海道

経済を民間主導の経済への脱却を目指して、北海道経済の活性化を図っていく。 

それから、北海道の全国に対する売りでございます豊かな自然環境、これは観

光資源ともなりますし、一次産業のベースともなります。そして、一次産業その

ものの潜在力、そういったものを開花させて北海道の自立への道を歩んでいくと

いうのが、私どもの視点でございます。 

また、国の視点といたしましては、国から地方へという流れの中で、今もお話

がございました三位一体改革、あるいは規制改革、こういったことを加速し、ま
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た国の立場からも行財政改革に資するという、この試みを国民の暮らし、あるい

は地域経済にどのように変えていくか、目に見える形でモデル的に示すという意

味があると承知をいたしております。 

２ページ目をお開きいただきまして、私どもは４つの基本方向というものを考

えております。１番目の権限移譲、そして２番目の財源移譲、これはいわば三位

一体改革の先行的な実施という位置づけではないかと考えております。そして、

国においてよく議論がされます都道府県は自主的な財源の節約ということをしな

いじゃないかという御指摘があるわけでございますが、北海道におきましては、

17年度から３か年間を集中期間として道財政改革をすべく、今、成案を得つつあ

るところでございます。そういった中で定量目標を掲げながら削減に取り組む覚

悟をしているところでございまして、地方における財政の節約についての自助努

力などを踏まえた上で、こういった三位一体改革を国においても、ぜひお進めて

いただきたいということでございます。 

そして３番目は、官から民への流れを拡大する規制改革、これは国から地方へ

の権限移譲、財源移譲と加えて、やはり国民の生活、北海道で言えば、道民の生

活をいかによくしていくかという意味での規制緩和が重要であろうということで

ございます。これにつきましては、経済産業大臣はじめ関係省庁とも連絡をとら

せていただきながら、北海道らしい取組を提案し、ぜひ進めていきたい。このよ

うに考えております。 

それから、４番目でございます。１から３に掲げました項目は、すべて都道府

県制度のもとでも、すなわち、道州制にならなくても進めることができる改革で

ございます。こういったことに加え、４番目の国の出先機関との一元化、これは

まさに道州制のモデルとしての位置づけでございます。北海道の場合には、その

道の行政区域と多くの国の出先機関の所管区域が一致をいたしておるところでご

ざいますので、この地方支分部局との事務事業の一元化をモデル的・段階的に実

施をしたい。このように考えております。 

４番目にございますとおり、こういった先行実施に向けて、私どもはプログラ

ム（工程表）、一応、知事の任期は４年、今年なりましたので、来年度からです

と３年しかありませんので、この３、４年をターゲットに毎年、毎年どういった

形で進めていくかという工程表、プログラム、これを国と道、できれば国の方に

担当の体制を設けていただきまして、国、道で一緒になって検討させていただけ

ればというふうに考えているところでございます。 

もちろん、この３か年のうちにすべてが達成するわけではございませんので、

その後の中長期的、先にこのことをどのようにやっていくか、特に、この出先機

関との一元化については、究極的にどこを目指していくかということをできる限

り早く提示をしていく必要があろう。このように考えております。また、上記２

の財源移譲、その第一歩といたしまして、ぜひ16年度北海道において地方の自主

性、裁量性を最大限に生かすような予算の創設をお願いいたしたいと考えている

ところでございます。 
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３ページに入らせていただきますと、この道州制というのは、言葉自身がまだ

なじんでいないところもございます。一般国民からしますと、国の組織と地方の

組織、その行政機関間の問題ではないかというふうなとらえ方もされているとこ

ろでございます。そのような観点で、私どもは住民にわかりやすい事業展開のた

めに、テーマごとに対応を考えているところでございます。 

ここでは４つテーマを掲げております。基幹産業である観光や農業という分野、

観光については外国人観光客倍増というようなことも考えております。こういっ

た観点から権限移譲、規制緩和等々を考えていくということ、それから子育て支

援や住民サービス、北海道はあれだけ環境のいいところであるにもかかわらず、

出生率が下から４番目に低い状況にございます。私はぜひ、自分自身の経験も踏

まえて、子育て環境の整備、全国初を目指しております子育て支援条例というも

のもつくろうと思っておりまして、その関係で下にもちょっと例示を挙げており

ますが、幼保一元化に向けての緩和、あるいは子育て支援施設としての学校の利

用要件の緩和等々を含めて、この部分は重点的にやっていきたいと考えておりま

す。 

そして、例示の最後に掲げております災害対応や環境保全ということでござい

ます。去る８月北海道は台風10号で大きな被害を受けたところでございます。そ

ういったときに、国道と道道の規制の調整が十分にされていなかった点等々を踏

まえて、大きな被害が出たというのは、私どもにとって記憶の新しいところでご

ざいまして、北海道を災害に強い地域にするためにも、河川、道路、あるいは林

野の整備と管理等についての一元化、これを国の出先機関の事務事業の一元化と

いう観点からもぜひ進めてまいりたい、このように考えているところでございま

す。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、三位一体の改革、そして今の道

州制特区、まとめで御議論をお願いいたします。 

（牛尾議員） 三位一体の問題は初めは国から地方へということで2001年の６月ごろ

に有識者議員がペーパーを出して以来、去年の８月、総理からこれを大胆に進め

るように片山大臣におっしゃって、本当に長い経過を経て、三位一体がここに重

要な一歩を踏み出したというのは２年越しのことでありまして、この一歩をどう

育てるかというのは非常に重要だと思います。 

いろんな細目が決まりましたが、地方のことは地方にできるだけ裁量権を任せ

るんだという総理の趣旨は、この制度の執行面での配慮で、上下30％ぐらい裁量

がいく度合いが違うと思うんです。ぜひこれから各大臣が、執行面でそういうこ

とが柔軟にいくようなリーダーシップを発揮願いたいというのが１つ。 

もう１つは、３年間で４兆円という枠が決まって、初年度であるために１兆円

は非常にぎりぎりのところで決まったんですけれども、２年間の残りの３兆円は、

できれば計画的に間際になってドタバタ決まるんじゃなくて、計画的に決めて、

総体の４兆円で財源移譲が２兆5,000億円ぐらいになっちゃうことを割と早めに

方針として出す方が国民には伝わりやすいと思うので、その点をお願いしたいと
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思います。 

３番目は最後ですが、そうなると財源移譲も２兆5,000 億円ぐらいのレベルで

考えてまいりますと、従来から懸念されている財政力格差が出てくる地域を調整

するための地方交付税を改革して、三位一体を進める上での説得力として、今、

麻生大臣からも話がありましたが、交付税をそもそも論から一回議論する必要が

ある。いろんな種類の交付税があって、国税の方が多過ぎて、その都度裁量が決

まっている部分があるので、これは本格的な議論というのは難しいそうでありま

すが、そもそも論ならできないことはないという話なので、ぜひこれは、３年間

の４兆円が計画的に決まる前に、ここのところを踏まえておかないと、国民に対

するアカンタビリティがないだろうと思うので、ぜひその点をよろしくお願いし

たいと思います。 

それから、高橋知事の道州制の提案は、久しぶりに経済諮問会議でも夢のある

提案でありまして、大変ほのぼのとして聞いておりました。こういうものを実現

することは、北海道というのは、日本の街道百年、昭和43年、僕もその記念式典

に行ったことがあるんですが、本当に一番夢のある地域であるので、道州制とい

うものを一番ここで実現をして、今、知事がおっしゃっているような地方での自

由裁量というものが、どれだけ成果があるものかということを実証したいという

ことで、ぜひ、知事にもお願いしたいし、我々もこれを受けとめて、きちんと作

業する必要があるというふうに考えたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。本間議員。 

（本間議員） 税源移譲につきましては、所得譲与税を創設するということで、重要

な一歩を踏み出したわけでありますけれども、この配分のルールをどうするかと

いう問題は、地方交付税制度の改革と非常に密接に関係しております。ぜひこれ

は譲与税の配分方式及び交付税制度のそもそも論からの議論というものを、麻生

大臣にお示しいただいて、諮問会議においても、先ほどのお話がございました自

主性と裁量性の相克のようなものを克服しながらやっていく必要性があるのでは

ないかと思いますので、今後この部分について十分な議論をお願いいたしたいと

思います。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。麻生大臣。 

（麻生議員） そもそも論につきましては、この前もこの会議で申し上げましたよう

に、私どもの方としてきちんとこの場で提案させていただきたいと思っておりま

す。 

それから、もう１点、今、交付税の話で地方の話がありましたので、１つだけ、

人口割というのがいかにも公平のように見られますけど、実は違っているという

こともぜひ御記憶いただければと存じます。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 高橋知事には非常に建設的なプレゼンテーションをしていただきまし

て、ありがとうございます。 

この北海道の問題には地方が抱えている問題の典型的な事例がございます。そ
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の裁量性を拡大し、活性化のためには、大胆な制度改革への試みも必要になって

こようと思いますので、ぜひ来年度の予算の中で調査費等も含めて御検討いただ

いて、積極的に推進する体制を準備していただきたいという具合に思います。 

（麻生議員） 高橋知事、１つだけ。夢があるし、いいことだと思いますが、一番肝

心なのは多分雇用です。そこだけぜひ……。夢をつぶすような話で誠に申し訳ご

ざいませんけど、それを無視した話はよくありますけど、だめです。そこが一番

問題です。 

（高橋北海道知事） 公共事業を担当しておられる北海道開発局には、現場に6,500、

6,600人の職員が北海道の中におられますので、その方々にすぐに明日仕事がない

からということはできないのは重々承知をいたしております。こういった方々、

国の出先との一元化については、先ほど申しましたとおり、毎年毎年どこまでや

っていくか、私が知事の間の責任のある間で、どこまでやるかという工程表を短

期と中長期できっちりつくった上で、コンセンサスを得ながらやっていきたい、

このように思っております。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。それでは、三位一体に関し

ては、基本的には総理の御指示の中に、これをさらに全体について「加速強化し

ていけ」という御指示がございます。これは恐らく、引き続きこの問題を本格的

に議論しながら、全体像が見えるような形で来年の骨太方針に向けてしっかり織

り込んでいく、これが第１のポイントだと思います。 

それと交付税改革のそもそも論をしっかりやる。これは麻生大臣からも民間議

員からもお話がございました。麻生大臣の方で総務省としてもしっかりと対応し

ていただきますと同時に、税源移譲に伴う格差是正という非常に大きな問題であ

りますので、諮問会議の場でしっかりと議論をさせていただく。必要に応じて、

また閣僚が集まったりすることもございますでしょうし、そこは官房長官、総理

とも相談しながら、しっかりと対応していく。これが来年の１月から始めて予算

編成に間に合うように、秋ぐらいに向けてしっかりやっていくということなので

はないかと思っております。 

道州制については、ぜひしっかりと前向きに取り組んでいただきたいという期

待がたくさん表明されました。１点、高橋知事の方から政府でも、それに対応し

て組織をという話がありましたので、当面、内閣府に担当窓口を置いて御一緒に

いろいろ考えながら前進できるような体制をつくりたい、そのように考えており

ます。 

この問題について総理、ございますか。 

（小泉議長） これは最初は「１兆円補助金削減」、とんでもないと言っていたのが、

割合スムーズにできちゃったね。苦労はわかるよ、苦労はわかるけれども、やれ

ばできるんだよ。税源だって、完全なもんじゃないけれども、所得税もだめだと

いうのができるようになった。あと交付税は今言ったとおり大事で、この後、３

年間で４兆円で、１年間で１兆円、あと３兆円の補助分の改革をあわせて、本当

の三位一体を、来年度のどこかの時点で全体像を出した方がいいね。それであと
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の３兆円と三位一体をどうしていくか。 

北海道は、私が言い出したんだよ。道州制なんか全国で無理だと。北海道は道

州制はなくたって、実現の暁だって道州制になるだろう。北海道はやってみたら

どうかって。何で北海道が言い出さないのか、私が言い出さなきゃならないのか

と。私が言い出さないで、むしろ北海道の議員なり、北海道の知事が言い出すべ

きだと、待っていたんだよ。ようやく来たからよかったけど。組合は心配だろう

けど、そんな恐れないで最初からパンとやるという前提で。開発局なんて何で二

重の行政があるのか。ちゃんとやらなきゃだめだよ。通産省出身でも通産局だっ

て必要ないよ。北海道庁に吸収できるよ。自分の出身の役所からまずやる。そし

て開発局もちゃんとやる。そういうことをはっきりさせた方がいいよ、応援しま

すから。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。しっかりやっていきたいと思います。

高橋知事どうもありがとうございました。 

（高橋北海道知事退室） 

○平成16年度における年金改革（報告）

（竹中議員） それでは、副大臣、大変お待たせして申し訳ありませんでした。もう

一つの課題であります年金改革に移りたいと思います。16年度の年金改革につい

て森厚生労働副大臣から御報告をいただくことになっております。 

（森厚生労働副大臣） 厚生労働副大臣の森でございます。坂口大臣が公務のために

出席がかないませんので、私の方から政府与党の検討結果について御報告を申し

上げたいと思います。 

まず年金改革につきましては、この諮問会議の場でも集中的に御議論をいただ

きまして、貴重な意見をたくさんいただいてまいりました。このことに対しまし

て、まず心から感謝を申し上げたいと思います。 

一昨日、17日でございますが、福田官房長官、竹中大臣、谷垣大臣、中川大臣

にも御出席をいただきまして、年金制度改革に関する政府与党協議会において、

基礎年金の国庫負担割合の引き上げ、給付水準、保険料水準といった年金制度改

革の骨格について了承されましたので、その内容について御報告を申し上げます。

まず、坂口臨時議員提出資料をごらんいただきたいと思いますが、１ページ基

礎年金の国庫負担割合の引き上げについてでございます。 

基礎年金の国庫負担割合につきましては、国民年金法等の本則におきまして、

２分の１と規定し、平成21年度までに適用することといたしております。これは

平成19年度を目途に所要の安定財源を確保する税制の抜本改革を行った上で施行

いたします。この点につきましては、同日の与党の税制改正大綱におきましても、

平成19年度を目途に消費税を含む抜本的税制改革を実現とされているところでご

ざいます。当面は平成16年度税制改正における年金課税の見直しによる増収分、

すなわち、交付税控除後の国分でございますけれども、これを財源とし、平成16

年度から着手をいたします。 
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さらに、平成17年度及び18年度において、国庫負担の割合を適切な水準にまで

引き上げるものといたします。この財源につきましては、与党の税制改正大綱に

おいて恒久的減税、すなわち、定率減税でございますが、この縮減、廃止とあわ

せ、個人所得課税の抜本的見直しを行います。これにより平成17年度以降の基礎

年金拠出金に対する国庫負担割合の段階的な引き上げに必要な安定した財源を確

保するとされております。 

次に資料の２ページでございますが、給付水準と保険料水準についてでござい

ます。まず、給付水準につきましては、保険料水準固定方式の導入により調整さ

れる将来の給付水準、これは厚生年金受給モデル所帯を取り上げておりますけれ

ども、については、少なくとも現役世代の平均的収入の50％以上を確保すること

といたしております。そしてさらに、その旨を法律上明記いたします。 

次に保険料水準についてでございますけれども、以上を踏まえまして、厚生年

金の保険料の当面の上限を18.35 ％、本人につきましては9.175 ％といたします。

さらに、来年の年金改正法案提出までに、70歳以上で給与を受けている者への在

職老齢年金制度の適用などについて検討し、その上限を一層抑制すべく最大限努

力をいたします。なお、厚生年金の保険料は平成16年10月から毎年0.354 ％、本

人については0.177 ％ずつ引き上げます。 

以上が今回決定した事項でございますけれども、このほかにまだ女性と年金の

課題、短時間労働者への厚生年金の適用、在職老齢年金制度、国民年金保険料の

納付率の低下に対する制度的な対応など、重要な論点が残っております。年明け

になりますが、こうした論点につきましても、結論を得て通常国会に所要の改正

法案を提出いたしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。以

上でございます。 

（竹中議員）  どうもありがとうございました。それでは、議論をお願いいたします。

奥田議員。 

（奥田議員） 諮問会議の場でも相当議論をされましたが、その結果、給付と負担の

関係について問題点が明らかになりまして、当初の厚生労働省案20％より負担が

引き下げられたということについては評価をしたいと思っています。しかし、「将

来の経済活力、あるいは雇用への影響を慎重に考慮して保険料率の引き上げ幅を

極力抑えるべきだ。」と、こういう意見がたくさんあるわけですが、そういう意

見が必ずしも十分に聞き入れられなかったという結果になったというのは、非常

に残念と思っております。今後、この年金制度の改革というのは、税制、財政、

医療、介護保険、こういった社会保障制度を一体として改革するためにグラウン

ドデザインの中に位置づけて進めるべきだと考えております。 

年金に対する国民の合意を得るためには、年金の制度体系及び社会保障全体の

中での年金の位置づけについて、政治の場でも協議をされると聞いておりますが、

政府内におきましても、諮問会議の場で引き続き議題として取り上げまして、国

民に問題点を明らかにしながら、オープンな議論をしていくということが不可欠

だと思います。 

14




 

 
   

 

    

平成 15 年第 29 回 議事録 

私からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員。 

（吉川議員） 今回改革へ向けての第一歩が踏み出されたということだと思いますが、

持続的な年金制度をつくるための抜本的改革の全体像、またはその道筋というの

は、これからも国民にさらに説明していく必要がある。こう我々、民間議員は考

えております。その点で、既に奥田議員おっしゃいましたが、オープンな議論を

諮問会議で続けていくことが必要だと考えます。年金の問題というのは必ずしも

年金の問題に限らず広い視野で考えることが大切だ。 

１つには年金だけではなくて、高齢化社会で老後の安心を支えるという意味で、

医療、介護、そうしたものも含めた社会保障全体で議論する必要があるというこ

と。それから、もう１つ、年金の問題は経済の問題でもあるということです。給

付と負担との関係で、活力か、安心かという議論がときどきなされますが、我々

はそうした二者択一論は正しくないと思っています。つまり、活力というのは、

安心を確保する、持続可能な制度をつくる上で絶対に必要な要件だ。安心のため

にも活力が必要だ。これが我々の考えであります。いずれにしても、抜本的な改

革に向けた議論を今後も諮問会議で続ける必要がある。このように考えておりま

す。以上です。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 昨日は昨日の続き、明日は今日の続きと大体普通そう考えるもんです

から、景気の悪いときに、この種の話をやると大体景気の悪い案になる。大体い

つでもそういうものだと思っています。景気が今、吉川先生言われましたように、

仮に経済成長が２％、３％だとしたら、こんな18.35％ なんかになるわけはあり

ません。だから、景気がよくなれば、この種の話はまた別のものになると思いま

すし、勤労者８人で１人の高齢者を支えるときにつくった制度が、２人で１人と

か、３人で１人のときに当てはまるはずもない。当たり前のことなんであって、

それは逆に、子どもがまかり間違って生まれるようになりさえすれば、この種の

話はまたなくなる。だから、前提条件が幾つもあると思いますので、「最大限努

力する」というこの言葉は、高齢者の後の方の在職老齢年金の適用にかかってい

るのであって、上の方にはかかっていないような意味になっていますから、何と

なる気になるところですけれども、いずれにしても、変動係数が結構高いもんだ

と思っていますので、18.35 ％でこれがと言われると、なるべく下に下がるよう

に景気がよくなったり、子どもが生まれたりすると自動的に下がってくるという

努力も大事なところだと思います。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） この年金制度は医療とか、介護も含めてですけれども、国の活力があ

って年金があり、また年金があるから国の活力が出てくるんだろうと思います。

今、吉川先生もおっしゃいましたけれども、国の活力というのは、やはり老後の

安心であると同時に、負担世代の活力とセットですから、負担と給付の問題とい

うのは当然出てくるわけですけれども、今回は、この前の政府与党のときに了承
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しましたから、それを前提にしてのお話ですけれども、ある与党の議員から「悪

いところ、負担のところばかり言って、良いところも言ったらいいんじゃないか。」

というお話がありましたけれども、やはり、これは負担の方が、13.58％ が18.35％ 

になったということの負担感の方が強いんじゃないか。そうすると、負担の方、

つまり活力を失わせるインセンティブの方が強いとすると、これは大変なことに

なるわけですから、そうならないためにも、来年やるべきこと、あるいは抜本改

正を含めて、さっきの知事ではありませんけれども、工程表みたいなものをはっ

きりと国民に示さないと、今の世代が一体自分たちの20年後、30年後どうなんだ

と、そのために何年までにどうなるんだということを示さないと、私はやはり負

担感の方が特に、企業もそうですけれども、勤労者、働いている世代、この世代

が国の活力を担っているわけですから、ぜひ、そういう意味で抜本改正を視野に

入れているわけですから、工程表というか、具体的なスケジュールを示して理解

を得ないと、私はみんなが頑張っていこうという気にならないと思いますので、

よろしくお願いします。 

（竹中議員） それでは、まとめて副大臣ございますでしょうか。 

（森厚生労働副大臣） さまざまな御意見がありますことは、重々もとより承知をし

ておりますけれども、今回に関してはすごいスピードで進んでいる少子高齢化の

中で、とりあえず、長期にわたって給付と負担のバランスがとれる制度設計は何

とかできたということで、奥田議員も冒頭評価していただきましたように、画期

的な一つの改善ではないかというふうに思っております。 

そういうことでございますけれども、本日のさまざまな貴重な御意見は十分受

けとめまして、また、大臣にも報告を申し上げたいと思っております。 

（竹中議員） 年金改革に関しては、繰り返しになりますが、やはり今回、受益と負

担の関係を明確にしたという点、これは非常に大きな成果であろうかと思います。

実は抜本的ではないということを言う人がいますけれども、これが一番抜本的な

ところであるので、そこの点は我々も自ら認識して、しっかりとＰＲしていくべ

きだと思います。同時に、この負担感が大きいという御意見にも、やはり耳を傾

けて、引き続き負担の軽減に向けて、さまざまな努力をしていくということが重

要だということだと思います。 

また年金の制度体系については、他の社会保障の問題、介護、医療等々の問題

も絡めて、国民負担率を念頭に置きながら、諮問会議の場で、まさに総合的に議

論していく。この際オープンに、できれば工程表的なものも念頭に入れて、そう

いうことがぜひ求められることではないかと思っております。年金に関しまして

は、特にございますか。よろしいですか。 

それでは副大臣どうもありがとうございました。 

（森厚生労働副大臣退室） 

○平成16年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（報告）

○構造改革と経済財政の中期展望－2003年度改定（修正原案）
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（竹中議員） それでは、ほぼ時間が来ておりますので、お手元には今日の経済見通

しの話がございますが、これはごらんいただきたいと思います。あと、改革と展

望の今の途中経過といいますか、少し直してあるのがございますが、これも時間

の関係で割愛させていただきまして、ぜひごらんをいただきたいと思います。 

○その他

（竹中議員） この機会に１点だけ。郵政の民営化について、この11月18日の諮問会

議において、主要な論点項目というのを了承いただいておりますけれども、それ

に沿う形で現在、郵政民営化連絡協議会、内閣府・総務省・それと民間の専門家

で構成されていまして、そこで議論を進めております。 

具体的には郵政公社の現状でありますとか、諸外国の郵政事情の議論を含めま

したほか、官から民への実践としての郵政民営化という観点で、民営化の基本的

な考え方の議論をしていただいております。今後、このような基本的な考え方を

民営化後に円滑かつ適切に実践するための方策等について、どのようなものがあ

るか、幅広く検討していくということになっております。引き続き主要な論点項

目に沿いまして、種々の論点について議論を進めまして、また、議論を深めてい

きたい。年が明けましたら、この場でそうしたものも含めて、ぜひ議論をさせて

いただきたいと思っております。 

私の方から以上でございます。全体を通しまして特に、よろしいですか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） それでは諮問会議を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 

（以 上） 
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