
 

平成 15 年第 29 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

○ 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） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○国と地方について 

（竹中議員）  最初に「地域再生推進のための基本指針」が本日本部決定されたことを

受け、金子大臣から御報告をいただく。 

（金子臨時議員） 「地域再生推進のための基本指針」の考え方は、地方を再生してい

く上で予算をつけるのではない。ふるさと創生事業のように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ことが基本方針として盛り込まれている。 

   資料１ページ、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の４つを柱に、地域が自ら考

え、国がこれを全面的に支援していく構成を考えている。 

   資料２ページ、その４つの柱を中心に、地方からアイディアを出していただき、

制度的な要因や、規制緩和の方向についてどう考えて欲しいのかということもでき

る限り取り組んだ。既に数多くの要請が出されているが、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、補助金改善・統合がある。例えば道

路をつくるのに、国と県がそれぞれ権限を持っており、こういうものを統合して地

域に任せてほしいという声がある。 

   こうした施策の利便性向上や各省庁の支援策の連携・集中など、地域再生のため

に見直すべきところは見直すという総理の言葉もいただいた。各省庁が持っている

現行の予算も地域再生という観点から、各大臣に見直しをお願いしたい。 

   資料３ページのスケジュールについて、できるものから早くやりたい。どのよう

な制度設計、規制緩和、権限移譲が必要かを２月にプログラムとして決定・実施す

る。何回も地域から募集して、各省庁と調整を行い、必要であれば法律改正という

手続も必要になってくるだろう。 

   資料４ページ以降は、これまで頂いた意見である。どういう方向で地域を考える

のかというビジョン、手がかり、人材を考えてほしいという要請が議員からも出て

おり、地域の成功事例も結構あるため、そのイメージをさらに活用する。 

   農村地域の再生についてはリンゴ研究やバイオマスの活用などの例がある。 

（本間議員） 地域再生本部ができたのは非常に重要。だた、地域の自主性について、

一方的な指導だけで育てていくことは難しいため、具体的な対応の時、地方の声が

反映されるような仕組みを入れることをお願いしたい。 

（牛尾議員） 地域が自ら考えて行動するところから始まると思う。そういう意味で特

区は非常に分かりやすく、４回にもわたってたくさんの応募が来た。その位の応募

を得ていくことが、一番大事だと思う。特区のようなわかりやすいコンセプトを出

し、地域が特区を使うか地域再生を使うかという形で動くべき。地域が動きやすい

構図をつくり、地域再生ブームが出ないといけない。 

（中川議員） いい例を学ぶことは非常に大事だが、いい例だけを１つのシンボルとす

るのでなく、悪い例も大事であり、地域の自主性が大事だと思う。 

   １つの例として兵庫県の中山間地帯に、家族で 70 ヘクタールの農地を借り、何

千万という収益を上げている農家もある。地域の特性と本人の知恵をどうやって引

き出していくかという小泉改革の趣旨、精神が理解されれ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。逆に任せると言いながら、定型的な例や成功
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例だけを挙げると、これに縛られてしまうため、失敗例や、成功している農家から

経営状況の話を聞けば非常に参考になると思う。 

私は何百といるこうした農家が結集すれば日本の農業は大きく変わっていくと

その農家にいつも言っている。小泉改革の１つの柱である地方再生の火付けをわか

ってもらうことが非常に大事なことだ。軌道に乗れば、どんどん自然にいってしま

うのではないかという楽観論さえ時々感じる。 

（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ことが

大事なポイントだと思う。 

（中川議員） 成功例を否定しているわけではない。 

（金子臨時議員） このコンセプトは基本的に地域の声である。福岡県の田川は家具の

産地で、通産省がどんどん量産しろと言ってつくらせた。ところが、今はもう家は

建て付けで、家具を買わない。どうするのかと言われても、地元で考えてもらうし

かないが、その人材がいない。こうしたことをどのようにカバーしていくかも１つ

の課題である。 

（中川議員） 申し上げたように、突き詰めれば、最後は人に行き着く。成績がいいと

いう意味の人でなく、熱意を原点に持たなければ物事はすべて進んでいかないと思

っている。これまでの復活の例、失敗例など色々な例を出していくべき。 

（牛尾議員） 身近な小さな例でも出すべき。特区も初めは大きかったが、だんだん小

さいものが出てきたから、熱気が出てきた。身近な方がいい。 

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

長がどのような比率でいると思うかによって違ってくる。恐らくやる気のあるとこ

ろは 10％あるかどうかではないか。やる気のあるところはさらに、少し淀んでいる

ところはどのように活性化するか、その組み合わせをぜひお願いしたい。 

（竹中議員）  中川議員のお言葉の中に小泉改革の精神という言葉があったがまさにそ

の精神に乗っ取り、この枠組みが今つくられていると思う。 

（金子臨時議員） 地域再生という用語を分かりやすく変えてみてもいいのではないだ

ろうか。ディスカバージャパンであるとか。 

（竹中議員）  今のネーミングの話は官房長官からも頂いており、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う。 

          （金子臨時議員 退室、森厚生労働副大臣入室） 

（竹中議員）  それでは平成 16 年度における三位一体改革について、谷垣議員からお

願いしたい。 

（谷垣議員） 平成 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

改革について、今日、政府与党協議会の場でこの資料のとおり御了承いただいたと

ころである。私からその概要について説明させていただく。 

   ３枚目をご覧頂くと、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、具体的には、次の別紙１

にあるように、「基本方針 2003」等に基づく廃止・縮減等の改革、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１兆円の廃止・

縮減等を目指したさらなる取組によって改革を行うこととなっている。地方への税

源移譲については別紙２のとおり、平成 16 年度税制改正においては 4,249 億円を

移譲することとしている。今後の税源移譲については、先般取りまとめられた平成

16 年度の与党税制改正大綱に基づき実施していく。 

   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は、平成 16

年度予算において全額、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
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することとしており、この交付金につい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暫定的措置として位置づけられるものである。 

 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、合計 6,558 億円である。 

   最後に次のページ。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、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く。 

（麻生議員） 三位一体については、基本的には税源移譲等々あったが、地方６団体の、

知事会、市長会等々からの御要望を受けて、一応、それなりに御納得をいただけた

答えが出せたと思っている。税源移譲についても基幹税の方向で足を踏み出すこと

ができたと思っている。 

   資料の「３．地方交付税の改革について」は、対前年度比で１兆 2,000 億円のマ

イナス、対前年比 6.5 ％抑制し投資的経費の単独も大幅に削減をしている。また、

警察官は増員をした上で地方公務員全体を１万人純減という方向で正式に決定を

している。今後引き続き地方交付税の簡素化等々を進めて、効率的な財政運営を促

すようにやっていく。 

（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いくと申し上げたが、

その与党の税制改正のエッセンスについて説明する。 

   お手元に別に配布している資料があるが、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、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る。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いて、それぞれ合意がなされた。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いくこ

とになるが、所得税や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。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あり、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、検討を行うようにしたい。 

（竹中議員）  国と地方の問題に関連して、夏に道州制特区について検討するよう御指

示を総理からいただいている。今日はこれに関連して高橋北海道知事にご出席いた

だいた。 

（高橋北海道知事） 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る。 

   １ページ目の「Ⅱ 道州制先行実施のねらい」について、これは北海道の視点と

国の視点、２つに分けている。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る経済である。そういった北海道経済を、民間

主導の経済を目指して、活性化を図っていく。それから、北海道の豊かな自然環境

は観光資源ともなるし、一次産業のベースともなる。そして、一次産業そのものの

潜在力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

ある。また、国の視点として、国から地方へという流れの中で、三位一体改革、あ

るいは規制改革などを加速し、また国の立場からも行財政改革に資するという、こ

の試みにより国民の暮らしや地域経済がどのように変わるか、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している。 

   ２ページ目、「Ⅲ 道州制先行実施～４つの基本方向」について、「１」の権限移

譲、「２」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
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であると考えている。そして、国においてよく都道府県は自主的な財源の節約をし

ていないという御指摘があるが、北海道においては、平成 17 年度から３カ年間を

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。このように定量目標

を掲げながら削減に取り組む覚悟をしているところであり、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、三位一体改革を国においてもぜひ進め

ていただきたい。国から地方への権限移譲、財源移譲と加えて、「３」の官から民

への流れを拡大する規制改革、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る。これについては、経

済産業大臣をはじめ関係省庁とも連絡を取りながら、北海道らしい取組を提案し、

ぜひ進めていきたいと考えている。これまでの「１」から「３」に掲げた項目は、

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

る改革である。こういったことに加え、「４」の国の出先機関との一元化は、まさ

に道州制のモデルとしての位置づけである。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しているので、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と考えている。 

   「Ⅳ 先行実施に向けた当面の措置」にあるとおり、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、プログラムを国で体制を

設けていただき、国、道で一緒になって検討させていただければと考えている。も

ちろん、この３カ年のうちにすべてが達成するわけではないので、その後の中長期

的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

があろうと考えている。また、上記「Ⅲ－２」の財源移譲、その第一歩として、ぜ

ひ平成 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

の創設をお願いしたい。 

   ３ページ目、この道州制というのは、言葉自身がまだなじんでいないが、一般国

民からすると、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とらえ

られている。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。ここでは４つテーマを掲げている。「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

も考えている。こういった観点から権限移譲、規制緩和等々を考えている。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番目に低い状況にある。私はぜひ、子育て環境の整

備、全国初を目指して「子育て支援条例」というものも作ろうと思っており、その

関係で資料下にもちょっと例示を挙げているが、幼保一元化に向けての規制緩和、

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いる。そして、例示の最後に掲げている「災害対

応や環境保全」について、去る８月北海道に台風 10 号がきた時、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あり、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いきたい。以上。 

（竹中議員）  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したい。 

（牛尾議員） 三位一体の問題は 2001 年の６月ごろに有識者議員が提案し、去年の８

月、総理から進めるように当時の片山大臣に指示があり、２年越しで三位一体が重

要な一歩を踏み出した。この一歩をどう育てるかというのは非常に重要である。 
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   いろいろな細目が決まったが、ぜひこれから各大臣が、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趣旨を踏まえ、執行面で柔軟にいくようなリーダ

ーシップを発揮願いたい。 

   もう１つは、３年間で４兆円という枠、初年度では１兆円という枠が決まったが、

２年間の残りの３兆円は、できれば計画的に決めて、全体の４兆円で財源移譲が約

２兆 5,000 億円位になることを、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。 

   ３つ目は、財源移譲を約２兆 5,000 億円のレベルで考えると、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すべき。三位一体を進める上で、地方

交付税をそもそも論から議論する必要がある。交付税には裁量がある部分があり本

格的な地方交付税の議論は難しいそうだが、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。 

   それから、高橋知事の道州制の提案は、久しぶりに夢のある提案であり、道州制

を実現して、今、知事がおっしゃっているような地方での自由裁量が、どれだけ成

果があるものかを実証したい。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思う。 

（本間議員） 税源移譲については、所得譲与税を創設することで、重要な一歩を踏み

出したわけであるが、配分ルールの問題は、地方交付税制度の改革と非常に密接な

関係がある。ぜひこれは所得譲与税の配分方式及び交付税制度のそもそも論からの

議論を麻生議員にお示しいただいて、諮問会議においても、自主性と裁量性の相克

みたいなものを克服しながらやっていく必要性があるので、今後十分な議論をお願

いしたい。 

（麻生議員） そもそも論については、私どもの方としてこの場に提案させていただき

たい。それから、地方交付税については１点だけ、人口割というのがいかにも公平

のように見られるけど、実は違っていることをぜひ御記憶いただきたい。 

（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いた。 

   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ある。その裁量性を拡

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ると思うので、ぜひ

来年度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。 

（麻生議員） 道州制を展望した北海道からの提案は夢があるし、いいことだと思うが、

一番肝心なのは雇用問題である。そこが一番問題である。 

（高橋北海道知事） 公共事業を担当している北海道開発局には、現場に 6,500 人から

6,600 人の職員が北海道にいることは重々承知をしている。国の出先との一元化に

ついては、私が知事である間で、どこまでやるかという工程表を短期と中長期でき

っちり作った上で、コンセンサスを得ながらやっていきたい。 

（竹中議員）  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」という御指示がある。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のポイントだと思う。 

   それと地方交付税改革のそもそも論をしっかりやる。総務省としてもしっかりと

対応していただくと同時に、税源移譲に伴う格差是正という大きな問題であるので、

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

ったりすることもあるでしょうし、官房長官、総理とも相談しながら、しっかりと
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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だと思う。 

   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多く

の期待が表明された。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

があったので、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。 

（小泉議長） 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、できた。

苦労はわかるけれども、やればできるんだ。税源だって完全ではないが所得税で出

来るようになった。あと交付税は今言ったとおり大事で、あと３兆円の補助金の改

革とあわせて、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。 

   北海道はやってみたらどうかって私が言い出した。何で北海道が言い出さないの

か、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。ようやく来たからよかったと思う。雇用問題は心配だろうけど、

最初からパンとやるという前提で、何で二重の行政があるのか。地方支分部局との

事務事業の一元化をちゃんとやらなきゃだめだ。通産省出身でも通産局だって必要

ない。北海道庁に吸収できる。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。応援するから。 

（竹中議員）  しっかりやっていきたいと思う。高橋知事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、平成 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。 

（森厚生労働副大臣） まず年金改革については、年金制度改革に関する政府与党協議

会において、年金制度改革の骨格について了承されたので、その内容について御報

告を申し上げる。 

   まず、資料の１ページ基礎年金の国庫負担割合の引き上げに関する基礎年金の国

庫負担割合については、国民年金法等の本則において、２分の１と規定し、平成 21

年度までに適用することとしている。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する。同日の与党の税制改正大綱にお

いても、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

ころである。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国の増

収分を財源とし、平成 16 年度から着手をする。 

   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。この財源については、所得税の定率減税の縮減、廃止とあわせ、個人

所得課税の抜本的見直しを行う。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。 

   次に資料の２ページの給付水準と保険料水準で、給付水準については、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している。その旨を法律上明記する。 

   次に保険料水準について、以上を踏まえて、厚生年金の保険料率の当面の上限を

18.35 ％、とする。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する。なお、厚生年金の保険料率は平成 16 年 10 月から毎年

0.354 ％、本人については 0.177 ％ずつ引き上げる。 
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    以上が今回決定した事項であるが、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いる。こうした論点についても、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いる。 

（奥田議員） 経済財政諮問会議の場でも相当議論がなされた結果、給付と負担の関係

について問題点が明らかになり、当初の厚生労働省案 20％より負担が引き下げられ

たことについては評価したい。しかし、「将来の経済活力や雇用への影響を慎重に

考慮し、保険料率の引き上げ幅を極力抑えるべきだ。」という多くの意見が、必ず

しも十分に聞き入れられない結果となったのは、非常に残念だ。今後、税制、財政、

医療、介護保険といった社会保障制度を一体として改革するためのグラウンドデザ

インの中に、年金制度改革を位置づけて進めるべきだと考えている。 

   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いるが、政府に

おいても、経済財政諮問会議の場で引き続き議題として取り上げ、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う。 

（吉川議員） 今回、改革へ向けた第一歩が踏み出されたが、持続的な年金制度をつく

るための抜本的改革の全体像やその道筋は、これからも更に国民に説明していく必

要がある。そのため、奥田議員も提案された通り、経済財政諮問会議においてオー

プンな議論を続けていくことが必要だ。その場合、年金の問題は、年金だけの問題

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、高齢化社会

における老後の安心を支えるという意味で、医療、介護なども含めた社会保障全体

で議論するべきである。また、年金の問題は経済の問題でもある。給付と負担の関

係で、「活力か安心か」という議論が時々なされるが、そうした二者択一論は正し

くない。活力は、安心を確保し、持続可能な制度をつくる上で絶対に必要な要件で

あり、安心のためにも活力が必要だ。 

いずれにしても、抜本的な改革に向けた議論を、今後も経済財政諮問会議で続け

る必要があると考えている。 

（麻生議員） 多くの人は、普通、明日は今日の続きとして考えるため、景気の悪い時

にこのような議論をすると、景気の悪い案になりがちだ。仮に、経済成長率を２％

や３％だとすれば、負担率は 18.35％にもならない。従って、景気が良くなれば、

この話はまた別のものになる。勤労者８人で１人の高齢者を支える時代につくった

制度が、２人で１人とか３人で１人を支える時代に当てはまるはずもない。当たり

前のことであり、逆に、子供の出生率が上がれば、この話はまた別のものになる。

つまり、前提条件が幾つもあるということ。従って、資料「年金制度改革について」

３ページ目の４「･･･最大限努力する。」という言葉は「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」にのみかかるような意味にとれるが、変動係数

の影響がかなり大きいと思われるため、負担率 18.35％をなるべく下げるように、

景気を良くしたり、子供を生みやすくする努力も大切だと思う。 

（中川議員） 国の活力があってこその年金であり、同時に、年金があってこそ国の活

力が出てくるのだと思う。吉川議員もご指摘されたが、国の活力は、老後の安心と

負担世代の活力がセットで生み出されるため、負担と給付の問題は当然出てくる。

先般の政府与党協議の際、与党議員から「悪い所や負担ばかりではなく、良い所も

言及すべきだ。」というご指摘があった。今回の年金制度改革では、13.58％が

18.35％になったことの負担感の方が強い、言い換えれば、活力を失わせるインセ

ンティブの方が強い、とすれば、大変なことになる。そうならないためにも、来年
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やることや、抜本改革も含め、今後やるべきことについての工程表をはっきりと国

民に示す必要がある。働いている世代や企業が国の活力を担っているのであるから、

抜本改革を視野に入れた工程表などにより具体的なスケジュールを示して理解を

得なければ、皆が頑張ろうという気持ちにならないと思われるため、ぜひよろしく

お願いしたい。 

（森厚生労働副大臣） さまざまな御意見があることは元より重々承知しているが、今

回に関しては、奥田議員に冒頭評価して頂いたように、凄いスピードで進んでいる

少子高齢化の中で、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が何と

か出来たため、一つの画期的な改善だと思っている。他方、本日頂いたさまざまな

貴重な御意見は十分受けとめ、また、坂口大臣にも報告をしたい。 

（竹中議員） 年金改革に関しては、今回、受益と負担の関係を明確にしたという点が

非常に大きな成果だと思う。抜本的ではないと言う人もいるが、これが一番抜本的

なところなので、その点を認識し、しっかりとＰＲしていくべきだと思う。同時に、

負担感が大きいという御意見にも耳を傾け、引き続き負担の軽減に向けてさまざま

な努力をしていくことが重要だと思う。 

また、年金の制度体系については、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、経済財政諮問会議の場で、まさに総合的に

議論していく。その際、オープンに、できれば工程表的なものも念頭に入れて議論

していくことが求められると思う。 

（森厚生労働副大臣 退室） 

（竹中議員） それでは、ほぼ時間が来ているため、お手元の経済見通しに関する資料

については、時間の関係で割愛させて頂き、後ほどご覧頂きたい。なお、改革と展

望については、若干手直しをしているがこれも割愛させて頂きたい。 

   最後に、郵政民営化について。11 月 18 日の経済財政諮問会議において、主要な

論点項目を了承頂いたが、それに沿う形で、現在、内閣府・総務省・民間の専門家

で構成されている郵政民営化連絡協議会で議論を進めている。具体的には、郵政公

社の現状や諸外国の郵政事情の議論を含め、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頂いている。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、幅

広く検討していく予定だ。引き続き主要な論点項目に沿い、種々の論点について議

論を進め、また、議論を深めていきたい。年明けに、その結果も踏まえ、経済財政

諮問会議でぜひ議論をさせて頂きたいと思っている。 

それでは会議を終了させて頂く。ありがとうございました。 

 
 

（ 以 上 ） 


