
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

 

 

  

平成 16 年第 26 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  6 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 10 月 22 日(金) 17:01～19:01 

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 細田 博之 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) 

・郵政民営化担当 

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 尾辻 秀久 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）郵政民営化について 

（２）社会保障制度改革について 

（３）三位一体の改革について 

3.閉会 

(説明資料) 

○郵政民営化への昀近の取組状況（内閣官房郵政民営化準備室） 

○社会保障の一体的見直しに向けて（有識者議員提出資料） 

○介護保険制度改革について（尾辻臨時議員提出資料） 

○社会保障制度改革について（中川議員提出資料） 

○企業活動と公的負担に関する緊急調査について（中川議員提出資料） 

○三位一体改革の「全体像」策定に向けて（有識者議員提出資料） 

○地方財政計画・地方交付税改革について（有識者議員提出資料） 

○三位一体改革の全体像に盛り込むべき交付税改革～その基本的方向 
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平成 16 年第 26 回 議事録 

(麻生議員提出資料）

○当面の地方財政計画の改革について（谷垣議員提出資料） 

○「谷垣議員提出資料に対する見解」（麻生議員提出資料） 

（配付資料） 

○「国と地方の協議の場」関連資料 

（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。 

今日は、まず、郵政民営化の昀近の進捗状況について私から御報告をさせてい

ただきました後、社会保障制度改革について、それから、三位一体の改革につい

て御審議をいただきます。社会保障制度改革の審議には、尾辻大臣に御出席いた

だきます。 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは、簡単に私の方から郵政民営化担当大臣として、郵政民営化

に向けた取組状況を３点御報告をさせていただきます。 

お手元の横長の「郵政民営化への昀近の取組状況」という資料があると思いま

すので、それを御覧いただきたいと思います。 

３点のうちの第１点は説明責任に関する部分でございます。郵政民営化に関す

る昀近の主な世論調査結果というのを、そこに載せております。よく郵政改革で

力を入れてほしいと期待している国民が２％しかいないという数字が挙げられる

わけでありますけれども、これは９月29日の朝日新聞で、何が重要か、一番力を

入れてほしいかということで、１つだけ単数回答を求めているものでありますの

で、そういう結果が出てまいりました。ただし、そのアンケートによりましても、

例えば、外交・防衛、憲法、それらも１％台の数字でありまして、どうしてもこ

ういう聞き方をすると、そういうバイアスがかかってくるということであろうか

と思います。 

一方で９月20日のテレビ朝日の調査をそこに載せておりますけれども、「郵政

民営化に関心はありますか」と聞きますと、３分に２以上が「関心がある」と答

えている。「関心はない」のは28.8％である。また、この基本方針を閣議決定し

ましたが、この方針に賛成ですか、反対ですかと聞いている10月４日の毎日新聞

によりますと、賛成が半分を越えて、反対32％を大きく上回っている。アンケー

ト結果にはいろいろあるということかと思います。 

ただ、いずれにしましても、しっかりと国民に説明責任を果たしていかなけれ

ばいけないというのは、これは言うまでもないことでありまして、そうした観点
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からページをめくっていただきまして、「郵政民営化広報トータルプラン」とい

うのを策定していきたいというふうに思っております。郵政民営化の広報のタス

クフォース、これは各それぞれの部署がありますので、総合的に議論するタスク

フォースをつくりまして、そこに書いてありますように、地方とのコミュニケー

ション強化のための地方討論キャラバンの実施、さらにはメールマガジンやホー

ムページを活用したインターネットの戦略的活用を総合的にぜひ進めてまいりた

いと思っております。 

地方討論キャラバンに関しては、地方のテレビ局の中で討論番組を積極的に持

ってもらいまして、30ぐらいの局を積極的に訪れて、これはまた、具体的なこと

が決まりましたら、麻生大臣にも場合によってはお手伝いをぜひしていただきた

いと思っておりますが……。 

（小泉議長） いいね。テレビ討論いいよ。テレビ討論の方が。 

（竹中議員） できるだけ今、地方局の御協力を仰いでおりますので、そういったこ

とをぜひまた御報告をさせていただきたいと思っております。 

めくっていただきまして、次の点が昀近の検討状況でございますけれども、今、

基本方針を踏まえまして、それに忠実に、また簡素一貫性を持って、そして透明

に議論するというプロセスに入り始めました。有識者会議において、まず検討し

ていただこうと思っております。検討項目として、そこに書いておるようなもの

を挙げております。例えば、４事業に分社するというふうにいっておりますけれ

ども、分社は具体的にどのように切りわけたらよいのかというような問題もござ

いますし、例えば、公共性の高いサービスをどのように維持していくのか、その

ような問題を具体的に、どのような施策を講じるのかといった問題もございます。

３ページには、その項目を書いておりますが、今日はこの中身について御議論

をいただくということではなくて、次のページをおめくりいただきたいと思いま

すけれども、それぞれこういう形で議論をしていきたという事例を載せておりま

す。ここは郵便事業会社に提供義務を課す公共性の高いサービスの範囲をどうす

るか、第３種、第４種、特殊取扱等でありますけれども、Ａ案、Ｂ案、場合によ

ってはもっとあるかもしれませんけれども、いろんな考え方を、これは公社、総

務省、関係省庁にも案を出していただき、そこに並べまして、それで有識者のコ

メントをいただいて、それを書き込む、これをできるだけリアルタイムでホーム

ページに載せる等々幅広く国民の皆様にも見ていただいて、そのプロセスを透明

にしながら議論をしていく。 

この有識者会議でものを決めるということではございません。議論がある程度

まとまった段階で、この諮問会議にも報告をさせていただいて、また皆さんに御

議論を賜りたいというふうに思っております。そのような形で議論を進め始めた

ところでございます。 

状況の報告でございますが、何か御意見等々ございますでしょうか。麻生大臣。 

（麻生議員） 今、ちょうだいしたこの紙で、この段階で特に意見を申し上げること

はないんですが、基本的には一番の問題は竹中大臣とお話ししたように、やはり
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２万4,700 の全国ネットワークが昀大限活用すべきもの、資産としてはこれが一

番なんだと思っているんですが、ネットワーク会社が基本的に民営化した後、税

金を払った後もちゃんと経営が成り立つようにしていただかなきゃいかぬわけな

ので、分社化しますと、それの間に当然消費税がかかることになるんだと思うん

ですが、そういった意味で新会社が事業として成り立つように、この点だけは、

ぜひくれぐれも留意していただきますように、重ねてお願いを申し上げておきま

す。 

もう１つ、気になりましたのが、この間、郵政民営化後は雇用継続保障せず、

というのが読売新聞の夕刊にえらいでかでかと出たんですが、見なし公務員とか、

いろんな言葉が使われていましたけれども、どこまでどうなっているんだかわか

っているわけじゃないんですが、組合員の心理状態をいたずらにあおると話が込

み入りますので、込み入った責任だけは有識者会議はとらぬわけでしょうから、

会社を経営する側にとっては組合との団体交渉というえらい役がかぶってきます

ので、ぜひ、この種の話は準備室で情報管理だけは、ぜひ徹底していただくよう

にお願いを申し上げておきます。 

（竹中議員） よい意見を御指摘いただいてありがとうございます。先般の一昨日の

夕刊の読売新聞の記事は、これは余りにひどい記事でありまして、正式に準備室

の方から新聞社に対して抗議の申し入れをしております。まず、中身が何も確定

していないにもかかわらず、確定したように書いているということと、それと実

は中に書いていることとタイトルが全く違っております。中にはそんなことは書

いていないわけですけれども、タイトルだけ雇用を保障せずというふうに書いて

あるわけで、ちょっと、これはひどいということで抗議を申し上げました。 

（小泉議長） 週刊誌並みじゃないの。見出しと中身が違う。 

（竹中議員） 我々はそういうのに慣れておりますが、御指摘のように、やはり働い

ておられる方の不安がありますので、これは情報管理を徹底するとともに、抗議

すべきことは抗議をしていきたいと思います。 

（奥田議員） 配付資料の中の２ページ、「『郵政民営化の基本方針』を受け、「今

なぜ民営化か」など国民生活の立場からみた郵政民営化の意義や、基本方針の内

容の周知等を主な目的とする」と書いてあるんですが、これは実際にあちこちで

いろんなことが言われているんですが、政府として、「今なぜ民営化か」という

ことについて定義したものというのは、何かペーパーか何かあるんですか。 

（竹中議員） 基本的には公表用に準備室でつくったパンフレットはございます。 

（奥田議員） それが唯一の資料ですか。 

（竹中議員） 唯一ではない、いろんな書類にそういうことは書いておりますけれど

も、一覧性を持って見ていただけるのが、そのパンフレットであろうかと思いま

す。さらに、基本方針の策定を踏まえて、そのパンフレットそのもののつくりか

えをやっておりますので、それももうすぐ出てくると思います。 

（奥田議員） 私どもはあっちこっちで聞かれると、いろいろ人によって言うことが

違いますので、ぜひこれだというやつを我々にも、ここにいる人はみんな大体わ
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かっているんですけれども、わからない人はいろんなことを言うもんですから、

できたらはっきりわかる、腹に落ちるペーパーを何かつくっていただきたいとい

う、そういうお願いなんですけど。 

（小泉議長） 法案が出てからでしょうね。 

（奥田議員） 出てからですかね。出てからの方がいいんですかね。 

（小泉議長） 今のは基本方針ですからね。法案が出てくると、よりはっきり説明が

できるから。 

（牛尾議員） ただ、法案が通りやすいように、そういう情報環境をつくることは大

事でしょうね。ですから、郵政公社にとって、この改革がプラスであるという力

点と、既存の現代の日本の自由社会の中で整合性を持ちながら、郵政の民営化が

これほど活力を増やしていくというところが割と弱いんです。後の方がね。新聞

なんかでは、そっちの方をもっぱら書いているわけですね。イコールフッティン

グじゃないとかね。やっぱりこっち側からの議論の方が、実は興味を持っている。

ここで議論すると当事者の方にばっかり関心が向き過ぎるから。 

（竹中議員） 実はそこに郵政民営化の広報タスクフォースをつくって、そこに民間

人アドバイザーの助言をもらいながら、トータルプランをつくるというのは、ま

さに、そういう趣旨でありまして、いろんなレベルで、例えば、一言で説明する

場合、細かく説明する場合、またやはり、経済人が求める説明と家庭の主婦が求

める説明というのは実は違っております。そういうことも含めて、トータルプラ

ンをつくっているということでございます。 

（奥田議員） ぜひお願いします。 

（竹中議員） しっかりと対応したいと思います。 

（小泉議長） 反対論はさまざまなんですよ。縮小廃止せよという、今の公社のまま

じゃいかんという人も、ここの考えている民営化に反対、というのは、縮小廃止

方向でしょう、それが反対論、同時にこのままがいいんだという反対論。反対論

もいろいろなんだよ。人生だけじゃないよ（笑）。整合性のない反対が来るから、

ますますややこしくなる。無制限に反対すれば、批判だけだから。役人がやった

方がいいという反対論……。 

（奥田議員） やっぱり賛成論を多くする、そういう地ならしをやらなきゃいけない

ですね。 

（牛尾議員） 縮小すべきなのに、縮小しないという反対論者は上手に説明すれば、

賛成論者になるわけです。今のは肥大だと、もっと縮小しろというのは、割とま

ともな人が多いですよ。この人たちは割と根強い反対なんですけれども、そうい

う人はきちんとすれば、賛成に回りますよ。 

（小泉議長） それをみんな言うとさ、反対、反対だからみんな反対になっちゃうん

だよ。反対しか言わないから。 

（麻生議員） 今の牛尾さんの御指摘は全くで、例えば、生田さんも言っておられた

けれども、350 兆円はこのまま放っておけば大体200 兆円になりますとか、政府

保証がなくなったらなくなったでちゃんと縮小するんです。だって集めたって、
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貸すところはなくなれば、自然とそうなりますよとか、いろんな話をすると、わ

かった人は、「ああ、そうか」と言ってさっと帰る。ここら辺のところは別に大

した反対じゃない。わかっているから。 

（牛尾議員） そうなんだよ、それで皆納得するわけ。しかし、片方では350 兆円が

続くような顔をしてしゃべる人もいるからね。 

（竹中議員） なくなってしまって困るという人と、肥大化して困るという人が端的

にはいるわけでありますので、幅広く多様に対応したいと思います。いずれにし

ましても、諮問会議では引き続き報告をして御議論を賜りたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

（牛尾議員） 再開だからもっと賛成してくれないと困るよね。 

○社会保障制度改革について

（竹中議員） それでは尾辻大臣お待たせをいたしました。社会保障制度改革でござ

いますが、順番として、まず有識者のメモについて御説明をいただくことになっ

ているようでございます。よろしくお願いします。 

（吉川議員） それでは、私から「社会保障制度の一体的見直しに向けて」というペ

ーパーを御説明いたします。社会保障制度につきましては、従来から厚生労働省、

あるいは、以前は厚生省が数年に一度ずつ、今年は年金、今年は医療、今年は介

護という形で、いわば、一つずつ改革をやってきたわけでありますが、一言でい

えば、そうした改革には限界があるということでありまして、全体を一体として

見直す必要がある。これが重要な点であります。 

この一体的に見直すということですが、もう１つは、少子化の流れを変える、

高齢化と並んで少子化、この問題点については、昀近はよく認識されてきている

わけでありますが、少子化の流れを変えることが必要だ。こういうことも言って

おります。 

一体的な見直しをするための基本的な視点として、一番大きなポイントは、経

済の規模の伸びに合わせた、いわば身の丈にあった社会保障制度にしなければい

けないということであります。 

それから、もう１つこれは一体的という言葉そのものと同じですが、どれか１

つを改革する際は、他の制度も合わせて見直す。厚生労働省は現在で介護保険の

見直しを進めているわけでありますが、介護保険だけを一部分手直しするという

のではなくて、この際、社会保障制度全体を見直すようにするべきだと思ってお

ります。 

３つ目に給付と負担全体を見直すということですが、とりわけ、給付について

は必要な人に必要な給付がいくように給付の優先度、メリハリをつける必要があ

る。誰にでも何でもというわけにはいかない。こういうことであります。それか

ら、後ろの方に参考の図表があるわけでありますが、日本の社会保障制度は、か

なり高齢者の方に力点が置かれているわけでありますが、初めに申し上げたよう

に、少子化というのは大変に大きな問題であるわけでありますから、全体の見直
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し、一体的な見直しの中で、少し高齢者から子ども、あるいは生まれてくる赤ち

ゃんの方に力点をシフトしてもいいんではないか。そうしたことも検討するべき

だ。もう１つ、社会保障制度の中には雇用保険というものがあるわけですが、こ

れもやはり、社会保障全体の中で見直すということであります。以上が基本的な

視点であります。 

２番目はその中の論点をとりわけ一つ取り出して、強調しているわけでありま

すが、先ほども申し上げましたように、社会保障のサイズは、経済全体とバラン

スがとれていなければいけない。身の丈に合った制度にしなければいけない。制

度が持続的であるためには、全体の給付の伸び、これを経済成長の伸びに見合っ

たものにする必要がある。したがって、全体のサイズ、総額の管理をすることが

必要になってくる。 

年金については、今回の改革で、国民所得比等で言いますと、かなり比率の伸

びが抑えられることになっているわけでありますが、現在の推計では、今後医療

保険の方はかなり比率が高まっていくということが見込まれているわけでありま

す。こうしたことを見直していく。そのためには公的医療と介護をあわせて、今

後の伸びが見込まれるところの給付をＧＤＰ比、あるいは国民所得比でみて、や

はり総額管理をしていく必要があるのではないか。具体的には厚生労働省が、５

年ごとに給付計画を策定するということも必要なのではないか。また、社会保障

は財政にも非常に影響を与えるわけでありますから、財政再建との関係でも、こ

れも「改革と展望」で見直していく必要があるということを言っております。 

２枚目の方で各論的なことを言っております。給付の伸びの管理とサービスの

質を両立させるためにということで、まず第１に各制度に共通の事項ということ

として、これは繰り返しになりますが、給付の優先度というのを、この際明確に

する必要があるんじゃないか。 

それから制度間でサービスの重複給付を調整する。また、政府の提供するセー

フティネットと自己責任の範囲等を明確にする。これは給付の優先度ということ

と当然関係してくる。社会保障にかかわる給付と負担の情報開示、年金では昀近

非常に問題になっているわけですが、年金にかぎらず、情報を開示する必要があ

る。保険料の徴収も、これを徹底する。さらに効率化する。具体的には社会保険

庁の改革等をさらに加速化する必要があるわけであります。 

それから個々の社会保障制度について、例えば年金については、支給開始年齢

のあり方を検討するということも１つの論点としてあるのではないか。それから、

介護保険は現在でも年金から介護保険料をとられているわけでありますが、他の

保険料についても年金から徴収するということを検討してもいいのではないか。 

医療保険については、公的医療費の伸びを抑制するために、これまで既に政府

として、繰り返し2001年度の「骨太の方針」からずっと言い続けているわけであ

りますが、医療サービスの効率化というものを進める必要がある。それから、中

医協といった給付の決定に深くかかわる政策決定のプロセスも再検討、見直す必

要があるのではないか。いわゆる、混合診療について年内に解禁の方向で議論が
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進んでいるというふうに理解しておりますが、それをぜひとも実行していただき

たい。 

それから、医療保険については所得水準等、一定の配慮をする必要があると思

いますが、軽度の医療、例えば、風邪を引いたというようなときの自己負担は、

少し負担率を上げてもいいのではないか。我々としては、そういうふうに考えて

おります。安心のための保険なわけですから、医療の場合でも多額の医療の出費

が必要で、家計が圧迫されるようなときは、これは共助でみんなで支え合うとい

うことが、ぜひとも必要だと思うのですが、たまに風邪を引いたというときの医

療費は、少し自己負担が増えても、むしろ合理的なんじゃないか。そうすること

によって、医療保険の問題は解決できる。つまり医療費が膨らむのを無理なく抑

制することができる。そういうふうに考えているわけであります。 

それから、介護保険につきましては、医療との重複給付をなくす。これは当然

ですが、そのほかに具体論としては、いわゆるホテルコストや食費というような

ものは、自宅にいても自分で負担しているわけですから、介護施設に入るとそこ

のところの負担がほとんどなくなるというのは、これは余り合理的でない。誰が

考えてもちょっとおかしいではないかということですから、給付対象から外して

いいのではないかということです。 

現在介護保険については、保険料を払う年齢を20歳ぐらいまで下げるというこ

とが一部で検討されていると思うんですが、これは先ほども私たちが述べた基本

的な原則というんでしょうか、一部の手直し、とりわけ負担増のようにサイズが

大きくなるようなことに関する見直しを一部ずつ個別にやっていくのはよくない。

やはり、全体の中で検討するべきだ。 

こういう考えですので、この原則に照らして、介護保険についての負担者の範

囲の安易な拡大は避けて、むしろ給付の効率化の方に努めるべきではないかとい

うことを言っております。 

それから、生活保護については、これは自助努力・自己責任というのが日本の

経済社会の原則でありますから、雇用政策と連携して自立を促すというのが基本

的な考え方であるべきだ。また、生活保護については、基礎年金との役割分担と

いうものも明確にする必要がある。こういうことを言っております。 

いずれも個別の具体論なんでありますが、こういうものをずっと列挙して、改

めて考えてみますと、１枚目に書きましたとおり、日本の社会保障制度というの

は経済に見合った形で、少し今後スリム化していく必要があると、我々民間議員

としては考えているわけで、そのために総量である程度規制していくということ

が必要だと思うのですが、ただ、総量規制をすることで本当に必要なところまで

手が回らなくなってしまうというのではないだろうと思うわけです。つまり、現

行の制度は、合理的にそれを手直しすれば、本当に必要なところに手が回らない

というのではなくて、合理的にスリム化できる余地がまだこれだけあるというふ

うにも、この２枚目の個別の論点は読めるわけであります。制度を合理化するこ

とによって、社会保障制度全体を経済のサイズに合ったような形でスリム化する
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ことができる。それが私たちの考え方であります。そのためにも一体的な見直し

をする必要がある。 

昀後に、そうした一体的な見直しのスケジュールですが、年内に論点整理を行

って、できる限り、来年の、「基本方針2005」にそれを明記できるようにするべ

きだと考えております。介護保険・医療保険についても経済成長の範囲内でとい

うことで総量規制をする。ただ、総量規制をするためには具体論がないと乱暴な

ことになってしまうわけですから、そのために具体的な論点を２枚目に挙げさせ

ていただいた。 

（竹中議員） ありがとうございます。本間議員。 

（本間議員） 別紙の資料について、私の方から説明させていただきます。実は「社

会保障の『大きなケース』、『小さなケース』比較例」という資料を添付させて

いただいております。これは坂口前厚生労働大臣の時代に、大きな政府・社会保

障制度の拡大がつながっていく。そのことが国民経済にとっていかなる意味を持

っているかということが問題提起され、そしてその中で論争がございました。 

坂口前厚生労働大臣からは大きな政府になるということが、必ずしも経済に対

してマイナスにならないのではないかと、こういうお話がございまして、その１

つの根拠が、高齢者の消費性向が高くて、現役世代から高齢者世代に対する世代

間の所得移転は、経済にプラスになるのではないかということ。さらには、社会

保障の分野がサービス経済化の中で、雇用等を生み出していくプラスの側面がな

いかと。こういう御指摘がございました。 

それに対して、経済界の御議論もそうでありましたし、我々もそうであったわ

けでありますけれども、消費サイド、需要サイドにおける効果、分配面の効果で、

それがどのぐらい大きいかという検証をする必要があるだろうということと、生

産側では、やはり企業主負担も含めて非常に高騰をする。それが国際競争力を低

下させるのではないか。こういう指摘をしまして、その１つの論拠として、実は

国際比較で、その当時資料を出させていただきました。クロスセクション・デー

タでやってみると、例外的な部分はあるんですけれども、やはり、小さな政府の

方が生産性というのは高い、こういうような検証をさせていただきました。 

それは坂口前厚生労働大臣の御質問には直接答えていなかったわけであります

けれども、今回、そういう御指摘がございましたので、所得再分配効果と生産側

に対する影響というものを比較し、大きなケース、小さなケースを10兆円オーダ

ーでの差があったときに、どれのぐらいの乖離が生れてくるかということをまと

めたのが、この別紙の資料であります。 

これは内閣府のスタッフがつくった個人的なペーパーを引用しておりますけれ

ども、これを見てみますと、小さな政府だと実質民間消費の部分のところでは、

ケインズ的な消費関数を想定しているようなところもございまして、確かにマイ

ナスの部分が出てくるところがございます。しかし、実質的な設備投資の部分の

ところは、それを上回るようなプラスになっておりまして、そういう点では、や

はり小さな政府の方が実質ＧＤＰに対してはプラスの効果を及ぼす、こういう結
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論が、このペーパーから出ておるわけであります。加えますと、生産サイドの効

率性の向上というものが小さな政府で生じて、それが物価指数に反映し、そのこ

とが恐らく、高齢者の方々の資産価値、これは実質残高効果といっておりますけ

れども、こういうものを考慮すると、実質民間消費におけるマイナスの部分が、

それによって相殺される部分もあろうかと思います。 

結果としては、やはり、小さな政府の方が実質的経済成長率にプラスという暫

定的な結果を得ておりますので、御紹介をさせていただいたということでありま

す。 

（竹中議員） 尾辻大臣お願いします。 

（尾辻臨時議員） 厚生労働大臣の尾辻でございます。先ほど来のお話のように、急

速な少子高齢化の進行など、経済社会の変化の中で、社会保障制度をいかに将来

にわたり持続可能なものにしていくか、これは極めて大きな課題でございます。

この度の大臣就任に当たりましても、総理からも社会保障全般について一体的に

見直しを進めるようにという御指示もいただいております。私もこの会議の議論

に参加をさせていただき、国民の皆様の御期待に答えられる社会保障制度の構築

に向けて努力していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

ただいま御提案のございましたことにつきまして、簡単に所感を述べさせてい

ただきたいと思います。大変広範多岐にわたる御提案でございまして、率直に申

し上げまして、このペーパーをいただきましたのも一昨日でございましたし、実

は昨日まで予算委員会で頭がいっぱいでございまして、これが正直なところでご

ざいます。よく読ませていただく間もなく、ここに参上しておりますので、今日

のところ少し粗い議論を申し上げることはお許しをいただきたいと思います。 

そこでまず、冒頭の部分でございます。社会保障の一体的な見直しの重要性、

これはもう私も同様に考えておりまして、どなたも御異論のないところだろうと

思います。ただ、社会保障の一体的な見直しという言葉は同じなのですが、ちょ

っと議論が始まりますと、それぞれいろんな御意見もありますし、イメージして

おられることもいろいろあるように思います。特に時期を合わせろというような

御意見もあるように、私も感じておりまして、その辺について、またいろいろ御

意見をお聞かせいただき、御指導もいただければと思います。 

そこで今、官房長官に主催いただいておりますところの「社会保障のあり方に

関する懇談会」、昨日私も参加させていただき、御議論いただいたところであり

ますが、ここの御議論の中身もごく簡単に御紹介だけはさせておいていただきた

いと存じます。７月に第１回が開催されまして、このときは委員の問題意識につ

いてのフリートーキングが行われました。２回以降は個別のテーマについて議論

を行うことにされました。まず昀初に取り上げられたのは年金一元化でございま

す。これにつきましては、各委員の間で方向性が一致している部分と異なってい

る部分がございます。まず、方向性が一致している部分の例として申し上げます

と、自営業者の年金を厚生年金と同じく報酬比例負担、報酬比例給付とすること
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には、そのためには条件整備が必要ということでございます。また、方向性が異

なっている部分の例として申し上げますと、基礎年金の財源について、保険方式

とするのか、税方式とするのか、まさに根源の問題でございます。また、介護保

険制度改革と、それに関連した医療保険制度改革につきましては、申し上げまし

たように、昨日第３回目がございましたが、結局、次回もう一度御議論いただく

ことになっております。それから、生活保護だとか、少子化対策につきましても、

この後御議論いただくことになっており、年内に議論の整理を行う予定となって

おるところでございます。ちょっと御紹介だけさせていただきました。 

そこでお話ございました経済の伸びと合わせた社会保障給付にするためにとい

う点でございます。今日の御提案の一番の中心の部分だろうと存じます。御提案

は社会保障全体について、身の丈に合った制度とするために、医療と介護につい

て給付費をＧＤＰの伸び率以下に抑制しようとするというものでございまして、

この議論になりますと、私も今、大臣の立場ですが、このところ厚生労働部会長

でございましたので、毎年の骨太の方針の度に、随分言わせていただきました。 

私どもの言いたいことは、経済財政諮問会議のおっしゃることがわからないと

いうつもりは全くありません。お立場上、あのとおりであろうかなとも正直に言

うと実は思うわけであります。ただ、社会保障を進める側から言いますと、例え

ば、今日は医療、介護のお話でございますけれども、病気になった人がいたら、

これは必ずサービスを提供しなければならないでしょう。私どもはそういう立場

でありますから、どうしても必要な額を積み上げていきたい。先に枠をはめられ

るのではなくて、必要な額を積み上げていきたい。そして、積み上げた結果が先

ほど先生にも言っていただきましたけれども、年金のケースみたいに結果として

数字が合えば、こんないいことはないと思っておりまして、私どもはそういう努

力をいたしますと同時に、私どもの立場から言うと、先に枠をはめられしてしま

うと、どうしても辛いんですということは、絶えず言わざるを得ないというとこ

ろは、また御理解いただければありがたいと思うわけでございます。 

今日のところは、特に医療・介護でございましたから、さらにちょっと言わせ

ていただきたいと思います。特に、先ほどあれもこれもお話になって出てくるわ

けでございますが、高齢者の数が増えますと、どうしても医療・介護、これはサ

ービスを増やさざるを得ないところでございます。それからまた、医療・介護の

サービスといいますものは、現金給付と異なっておりまして、医療機関などの運

営主体によって提供されておりますので、単純な抑制は社会経済システム上、極

めて難しいという面もあることを御留意いただければと存じます。 

今、申し上げておりますことをさらに申し上げますと、どうしても抑制すると

いうことになりますと、先ほど来私どもの立場から言いますと、もう必要昀低限

のサービスが確保されなくなるというとこまで抑え込むか、あるいはまた、限界

を越えて利用時の負担を求めることにならざるを得ないのか、とても国民の皆さ

んから合意を得ることが極めて難しいようなことを言わざるを得なくなってくる。

こういうふうに思うわけでございます。 
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ちょっと粗い試算の１つでございまして、実は事務方には先ほど、その数字は

もう一回精査した方がいいと言ったことは正直に申し上げながら、私どもの試算

で申し上げるわけでございますが、今年度の医療給付費は26兆円でございますが、

これが2025年、59兆円と見込まれます。実は、そこはもう一回精査しておいた方

がいいと言ったのは、この59兆円という数字についてでございます。 

そうなりますと、この間の2025年までのＧＤＰの伸びは1.4 倍でございますか

ら、26兆円の1.4 倍は38兆円になりますから、結局、この59兆円と38兆円の差を

どう埋めるかという話になります。再三申し上げておりますように、59兆円とい

う数字は、もう一回精査の必要もあるかなと思いますけれども、いずれにいたし

ましても、この59兆円が38兆円まで、どう精査したからといって下がらない。そ

このところをどうすればいいんだろうという話になってしまう。ここのところが

大変辛い話なんだということを、今日は繰り返し申し上げておるところでござい

ます。 

急速な少子高齢化が進む中で、社会保障制度は給付の面でも、負担の面でも国

民生活にとって大きなウェートを占めておりまして、家計や企業の経済活動に与

える影響も大きいことがございますので、将来にわたって効率的で持続可能なも

のにするために、私といたしましても、本当にできる限り、力を振り絞って増大

する医療費の適正化に全力で取り組んでまいるつもりでございます。そうした中

で、医療費の、特に地域間格差なんていうものもございますから、そうしたこと

にも着目をして、今後の努力は続けていきたいというふうに思うところでござい

ます。 

今、申し上げましたように、医療の地域特性に応じて、若いときからの健康づ

くりだとか、高齢者の生活機能を重視した医療と介護サービスの提供等に取り組

みまして、私は大臣になりまして、まず言っておりますことの１つが、今後の社

会保障の見直しの中で、自立と予防をキーワードにしようと言っておるのでござ

いますが、そうしたものの観点に立って、申し上げたように医療費の適正化も目

指して考えていきたいということだけは、きっちりとまず申し上げておきたいと

思います。 

２枚目のところで、各制度についての御提案もいただきましたけれども、これ

はまた、いずれ個々の御議論があるんだろうと思いますから、今日のところは一

つずつについては申し上げません。また、いろいろ御議論いただく、また御議論

に参加させていただく機会もあろうと思いますので、改めて申し上げたいと存じ

ます。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） それでは関連しまして、中川大臣お願いします。 

（中川議員） 私はお手元に２つ資料を用意させていただきました。小さい方のやつ

は、これは企業に対するアンケートの、生のというか、データの資料集でござい

ますから、あとで御覧いただければと思います。大手89社、中堅・中小252 社に

先月の末から今月の７日までの間にアンケートをしたということでございます。
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では、大きい方の２枚で説明させていただきますが、それに基づいての企業活動、

民間活動と社会福祉との関係ということで御説明をさせていただきますが、１枚

目は上からざっとお読みいただきながらお聞きいただきたいと思います。当たり

前のことですけれども、税と社会保険料を支える富を生み出しているのは、企業

あるいは従業員を含めた企業活動である。だから、こういうセクターが健全に活

力を持って活動していくことが、あるいはまた雇用の維持が社会保障を支える上

でも不可欠であるということでございます。 

社会保険負担料が重くなっていくと、企業は海外移転や非正規雇用への切替え、

あるいは雇用の削減といった対応になり、支える人たちの縮小を招くと。ますま

す、これは悪循環になるというのが結論でございます。下の方のアンケートの代

表例だけを申し上げますけれども、左の方で社会保障制度に対する不満としては、

もちろん高いということがあるんですけれども、それ以外にも保険料、これはば

らばらに年金、医療、介護、個別で度々上がって、先どまり感がないというのが、

大手でも中堅、中小でも一番多い。ある意味では、一体どこまで行けばストップ

するのかという先行きというものを示さないと、制度に対する不信といいましょ

うか、信頼感が損なわれるということだろういうふうに思います。 

その他いろいろと書いてございます。右の方で緊急調査の中に何％上がったら

行動を起こすかというデータが、この調査の中に出ておりますけれども、とにか

く、起こしたときにどうするんだと。もう起こさざるを得ない水準になったとき

に、企業はどういう行動を起こすのかといったときに、大企業、あるいは中堅・

中小とも非正規雇用、請負形態の切替を行うとか、賃金調整を行う。大企業の場

合には、大企業だからできるんです。大企業というのは国際的に活躍しており、

４割以上が海外への比重を高めようとし、日本から出ていく。つまり、空洞化と

いうことになっていくということでございます。中堅・中小の場合には、そうし

たくてもできないという面もあるわけでありますけれども、その他、事業を縮小

するとか、雇用調整をするとかということでございまして、その一定の限界を越

えると、企業としては、もう非常手段をとらざるを得ないということが調査の結

果出ております。 

２枚目ですけれども、放っておいていいかというと、実はもっと民間を強くし

てやっていく方法があるじゃないかという例を２つ挙げさせていただいておりま

す。 

１つはみんなで、いわゆる予防医学ですね。病気にならないようにみんなが頑

張りましょうと、まちを挙げて頑張りましょうという例が茨城県の協和町、人口

8,000 人のまちですけれども、ここでは、筑波大学の指導のもとで、全町民を対

象にして専門家が減塩とか、栄養バランスとか、運動とか、かっかしないとか、

そう言っているかどうかわかりせんが、とにかく、健康な暮らしをして病気にか

からないようにしようということを科学的根拠に基づいてやった結果が、近隣の

町村に比べて、この協和町では約５％医療費が安く済んでいるということになっ

ている。みんなで健康に気をつけようということを社会ぐるみ、しいては国ぐる

 13




 

 
平成 16 年第 26 回 議事録 

みでやっていけば、医療費も抑えることができるんだという１つの例でございま

す。 

それからもう１つ、長野県の例を挙げておりますが、長野県はもともと一人当

たり医療費が非常に低い県です。逆に一番高いのは福岡県と北海道ということに

なっているんですけれども、なぜそうなのかよくわかりませんが、昔から静岡と

長野というのは医療費が非常に安い県ということでありますが、それはなぜ安い

かということの原因の一つに、これは昀近の例としての一つの証拠というか、70

歳以上の人たちの就業率が全国で一番高い。就業率が高いということは、生きが

いを持って体を動かし、頭を動かし、手を動かしているわけですから、病気にか

かったり、寝たきりになることが少ない。やる気があるということでありまして、

その結果として、一人当たり医療費が全国で昀も低いという結果になっているわ

けでございますから、お年寄りにもっと生きがいを持って、無理矢理強制労働と

いうわけにはいかないでしょうけれども、生きがいを持って、やる気を持って元

気に働いていただく。その前からです、いきなり70になったから働くということ

じゃなくて、ずっと働いて頑張ってもらうということが、結果的に健康であり、

医療費も安くなっているということでございます。 

ちなみに、全国が長野県並みの医療費になるということになりますと、医療費

が2.4 兆円、これは単純計算でありますけれども、2.4 兆円の医療費の削減につ

ながる。医療費全体の約８％の削減につながるということになるわけであります。

上の茨城県で言うと５％の削減、長野県を当てはめれば８％の削減、いろいろケ

ース・バイ・ケースだと思いますけれども、いずれにしましても、こういう知恵

を絞れば、医療費、あるいはまた、これと関係する介護なんかも抑えられるので

はないかということで、民間の知恵を、あるいは一人一人の心がけといいましょ

うか、みんなで頑張ろうということによっても医療費が抑えられるのではないか

というデータ、この２つを御紹介させていただきます。以上です。 

（尾辻臨時議員） よろしゅうございますか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（尾辻臨時議員） 先ほどは大変失礼いたしました。お手元に介護保険制度改革につ

いての資料をお配りしてございますが、これにつきましては、介護保険の御議論

をいただく機会があるやに聞いておりますので、そのときにまた、改めて御説明

を申し上げます。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。それでは、どうぞ御議論いただきたいと思

います。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 先ほど伸び率管理の問題がございましたが、経済活力の維持というの

は、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものにするための前提条件であり

まして、社会保障を身の丈に合ったものにすることは当然であるとこういうふう

に思っております。この実現を担保する手段としては、やはり中期目標の設定と

か、あるいは伸び率の管理、こういうものが必要じゃないか、このように思って

おります。現状で医療・介護の給付額について、地域間で大きな差があったり、
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老人の一人当たりの医療費が若者の約５倍であるのに対し、諸外国では３倍程度

なんですが、こういう高いことを考えても改善の余地は相当あると、そういうふ

うに思っております。 

それから、もう１つは予防のことを言われたんですが、確かに予防システムを

やるということは大事なことなんですが、それと反対に予防システムをやれば、

まだ効果は出てこないと思いますが、軽度者、いわゆる要……、何と言うんです

か、あれは。 

（尾辻臨時議員） 要介護者。 

（奥田議員） 要支援、要介護１、２の人が減るんじゃないかと思っているんですけ

れども、昀近の統計を見ていると、要支援や要介護１、２は大きく増えていると

いう状況なんです。これなんかを見ていると、もし介護者予防システムを確立し

て、本当に軽度者に対する問題を考えるんであれば、軽度者があんなにたくさん

急に増えてくることは数字としては非常にロジックが合わない話なので、ぜひ、

この要支援、要介護のところの増加を、もし予防をやれるのであれば、これは大

幅に減らしていただきたいと。あれは減らせるはずだとそういうふうに思ってお

ります。 

（尾辻臨時議員） 昀後の部分だけ、一言だけ言わせていただきたいと思います。御

指摘のとおりだと思っておるわけであります。要支援、要介護１のところが今大

変増えておりますから、ここを減らすために予防ということを入れたいと今考え

ておるということを申し上げたところでございまして、ぜひその辺を御理解いた

だけると存じます。 

（竹中議員） それでは、谷垣大臣、麻生大臣の順番で。 

（尾辻臨時議員） 一言……。 

（竹中議員） まとめてすみませんがお願いします。 

（谷垣議員） 一言申し上げますが、一体的な見直しは、持続可能な制度がつくれる

かどうかということですから、国民経済と身の丈に合ったものにしていくという

先ほどの民間議員ペーパーは全く賛成でございます。そのためには、公的保険給

付の範囲を見直す、あるいは制度間のサービスの重複給付を調整する。そして、

給付費の伸びを抑制していく改革をやっていく。こういうことが緊要の課題では

ないかと思うんです。 

したがって、介護とか、医療とか、個別制度の改革では、こういう一体的な見

直し、つまり、全体で身の丈に合っているかどうかという議論と、常にフィード

バックさせていく必要があると思うんです。こういった点からも、先ほどのペー

パーにございますような、一体的な見直しのスケジュールについて、スピート感

を持ってやっていくということが大事なのではないかと思っております。 

なお、先ほど中川さんが（１人あたり医療費が）かかっているのは北海道と京

都だとおっしゃったけれども、これを見ますと、麻生さんと私をとり間違えられ

たのではないかと思います。 

（麻生議員） 今、谷垣さんと同じことに、何となく谷垣さんが目の敵になっている
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んじゃないかといって話をしたんですけれども、福岡と北海道、これは両方とも

炭鉱が昀後まで残ったからこうなっているんだと思いますけれども、中川先生、

これは佐久記念病院というのが勝負なんですよ。長野県の佐久というところが軽

井沢のところにあるのを知っているかと思いますが、ここの佐久記念病院の院長

が大したやつなんです。徹底して働けということをやりさえすれば、必ずなると。

そのとおりになったんです。だから、これは正しいのでして、就業率が高いとこ

ろほど間違いなく、この資料は正しいと私自身もそう思います。 

（中川議員） どうして福岡は麻生病院があるのに高いんですかね。 

（麻生議員） 基本的には炭鉱ですよ。炭鉱の人たちはやめた後、炭鉱以外では働け

なかったんです。それが一番大きな理由で、北海道も多分同じようなところで、

多いのは空知でしょう。あの辺の炭鉱は昀後まで残りましたから、みんな炭鉱が

閉山したときに、みんなほかの炭鉱に行って、終わってからまたもとの郷土に戻

ってきたというケースが圧倒的に多いと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） この２～３年収支総枠として、また一体的に見よう、ということをし

たんですが、この度は、かなりこれが切実になってきたと。一番大事なのは、ど

んなに重要な制度でも、どんなに良い制度でも経済成長の伸びを上回り続けると

サステーナブルじゃなくなるということを、この５年間に実証したわけですね。

だから、結局、この７年ぐらいが完全に名目成長をはるかに越えた伸び率が続い

ているんですが、ここではっきりそういうことを見直すことを考えないといけな

い。そのときに、今、厚生大臣がおっしゃるように、執行面で軽度者に対する給

付内容とか、そういうものを予防の観点からという論理の正しさと、執行面のル

ーズさというものが片方にあるわけです。極めて気軽に１、２の軽度のものをさ

っと付けるとか、老人病院からこっちに回してくるとか、そういうことが制度に

よって増えている。それは運用のずさんさから来ているといっているので、立派

な地区ではそういう運用はないんでしょうけれども、そうでない地区がたくさん

あることを、どうやって歯止めをかけるかということを考えないといけない。 

もう１つは、現在では公的医療と介護の問題に関しては、時期的に「年内に論

点整理をして、重点強化期間の平成16年度から18年度の間をめどにして決定を得

る」ことになっておりますけれども、それでは間に合わないと。だから、経済財

政諮問会議の民間議員の間では、やはりできるものからまとめていって、来年の

骨太方針がかなり一体化的な考え方での抑制というものを、それの対象になって

いる介護保険、医療の改革についたところから一体的な見直しの第一歩として、

この観点を重視したいというふうに考えていると思います。以上です。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） この問題は、やはり社会保障制度の中身をどのように考えていくかと

いう非常に重要なポイントだろうと思います。所得保障型でやるのか、それとも

現物給付型でやるのか、そしてその双方を全体として、どのように結びつけてい

くかということだと思います。残念ながら、厚生労働省の場合に局がございます
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から、法律をつくるということが、そのインプリケーションを考えずになさって

いかれるようなケースもございます。その点で、官房のお仕事かもわかりません

けれども、相互調整し、全体としてどのように施策を組み立てていくか、我々も

また問題提起をさせていただきたいと思っておりますけれども、ぜひ、厚生労働

省におかれましても、その辺の考え方を国民にアピールする場合にも非常に重要

な論点だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。どうぞ。 

（奥田議員） これは企業が言っているのか、個人が言っているのかよく知らないで

すけれども、中川大臣から出された表の中にも社会保険料が高いというのが出て

います。この他にももう一遍、日本の国民に対して、自分が家計で出している費

用が合理的であるのか、合目的なのか、それをよく見直していただきたい。 

あまり変なところに入ると問題がありますので、具体的な数字はいいませんが、

項目的に見ると家計しろ、企業にしろ、社会制度がまだ不備であるとか、そうい

うようなことで出さなければならない費用がたくさん家計に来ている。 

例えば、一番大きいな問題で私が言っているのは義務教育の費用ですね。義務

教育があって、義務教育に金をもちろん使っているわけですが、それでは足りな

いので塾に行く。塾に行くと、１月３万円から５万円ぐらい金をとられて、年間

30万、40万とられているわけです。だから、義務教育がしっかりしておれば、そ

ういうものは払う必要はない。そういった意味で、家計の制度、あるいは中身を

国民全体がやはり見直す、そういうところも非常に大事なところである。 

義務教育費以外にもいろいろ言いたい費用はあるんですが、言うと問題があり

ますから言いませんが、そういうところを見直すとともに、社会保険料が高いと

いうことについては、ぜひ大臣の方から企業とか、あるいは個人か知りませんが、

そういうところに御示唆願いたい。そういうふうにお願いしたいんです。 

（中川議員） 資料２ページで全部企業に聞いています。大手も中堅も。だから、回

答は企業としての回答です。３ページ目にさっき申し上げたように、何％上がっ

たら外国に行くとか、雇用調整をするとかというのは、５％上がったとか、10％

になったらとか、30％になったらとか、かなりばらつきがあるんですけれども、

いずれにしても、企業としての回答です。 

（竹中議員） それでは、尾辻大臣お願いいたします。 

（尾辻臨時議員） それでは、昀後に手短に言わせていただきたいと存じます。まず、

総枠規制、身の丈にあったというお話でございますが、私どもも、それを否定す

るものでは、再三申し上げておりますように全くありません。そもそも、社会保

障の全体が破綻いたしましたら、これはどうにもならないわけでございますから、

そのことは、また私どもも誰よりもよく承知をしておるところでございます。た

だ、昀初に申し上げましたように、私どもの立場としては、国民に必要なサービ

スは、どうしても提供しなきゃいけない。その必要なサービスというのが、例え

ば生活保護の抑制の話などをしますと、たちまち憲法25条を引っ張り出されるわ

けでございまして、どうしてもやらにゃいかぬだろうと言われますし、また、病

 17




 

 
平成 16 年第 26 回 議事録 

気になった人がいたら、それも何とかしなきゃいかぬだろうという話をずっと積

み上げざるを得ない。そう言いますと、また一体的見直しという話に戻っている

のかもしれませんが、とにかく、積み上げていくというのが私どもの立場で、必

要なものはという考え方に立つということを改めて申し上げておきたいと存じま

す。 

それから、一体的な改革ということで申し上げますと、これはそのとおりでご

ざいますから、基本的に全く皆様の御意見は、そのとおりであると申し上げると

ころであります。ただ１点、ちょっと今後の御議論もしていただきたいと思いま

すから、あえて申し上げるんですが、昨日あたりの御議論の中でも、例えば、「今

度の介護保険の見直しなどを、今、私どもは進めておりますけれども、少し先延

ばしでもいいんじゃないか。特に、年金の2008年８月問題といいますか、2008年

の８月までが15％を割っており、９月になって上がったときに15％を超える。こ

の辺が一つの目安でいいんじゃないか。」というような御議論もあるということ

で、私は別にそれに組みしているわけではありませんが、そういう御議論もいろ

いろとあるものですからということを、ぜひ今後の御議論の中でまたしていただ

ければと思いまして、あえて申し上げたところでございます。 

それから、昀後にもう一点言わせていただきたいと思うんですが、実際の現場

で無駄があるんじゃないかというお話、これは私どもが大いに反省しなきゃいか

んところであると思っております。その話をしますと、また、三位一体の改革に

戻るところがありまして、国がやっている部分と、そして実際に社会保障の現場

でやっていただいているのは市町村でやっていただいている。この辺の関係など

もまた整理せざるを得ないと思っておりまして、今後の御議論をよろしくお願い

を申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは簡単に３点だけ要約をさせていた

だきます。 

今日の基本的なポイントとしては、やはり社会保障全体を一体としてとらえる

必要があって、その意味では身の丈にあった総額管理が必要である。全体の伸び

を経済成長の伸びと見合ったものにしていくためには、何らかの方策が必要なの

ではないか。それで初めて持続可能性が保たれるのではないかということであっ

たと思います。 

これに関しましては、提案いただいた民間議員の方で、その具体的な管理の手

法について、中期的目標とかというお話も出ましたけれども、具体的な手法につ

いて、ぜひ詰めていただきたいと思います。その際には、当然、尾辻大臣が言わ

れましたように、ある程度現場の側から言うと必要額の積み上げという側面もあ

る。そうした点も踏まえて、その上で総額の管理をどのようにしていけるのかと

いう手法の検討をぜひお願いを申し上げます。 

第２点の御意見としては、やはりここは急ぐということだと思います。スピー

ド感というお話が何回も出てまいりましたけれども、これは年内に論点整理をす

るということになっていると思いますので、それを踏まえて来年の骨太方針にぜ
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ひ取り組むことが明記できるように、これは諮問会議でしっかりと議論をしてい

きたいと思います。 

それと第３点目としては、それに関連するものとして、予防とか働きがい・生

きがいの問題。そういう周辺的な問題を同時に解決していかなければいけないだ

ろうということだったと思います。この議論は諮問会議で、実は何回も出ており

ますけれども、必ずしも深まっておりませんので、ここはやはり、尾辻大臣の方

がしっかりとお詰めいただきたいと思います。 

ついでにもう１つ、やはり現場の非効率、無駄というような問題もあるという

御指摘もありましたので、この辺も引き続き尾辻大臣によろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） それでは、社会保障については引き続きよろしくお願いを申し上げま

す。 

（尾辻臨時議員退室） 

○三位一体の改革について

（竹中議員） それでは引き続き、三位一体の改革について御審議をいただきます。

この問題については、まず官房長官から国と地方の協議の場等における議論につ

いて御報告をいただくことになっております。よろしくお願いします。 

（細田議員） 三位一体改革でございますが、９月３日の総理指示を受けまして、９

月７日に三位一体改革に関する大臣会合を開催いたしまして、地方からの改革案

を真摯に受けとめ、これを実現することを原則として検討を行うよう申し上げた

ところであります。 

各大臣と地方六団体の長が出席する国と地方の協議の場につきましては、９月

14日に第１回目を開催いたしました。そして、10月中はテーマごとの会合を３回

開催しようということで、12日に第２回目、19日に第３回目を開催し、それぞれ

関係各大臣から改革案の実現に向けた取組等について説明し、地方団体と意見交

換を行ったところであります。また、来週の26日に第４回目を予定しておりまし

て、一応、各主管大臣の話が終了することになっております。これまでの議事要

旨、資料は席上に配付してございますので、御参考に供したいと思います。 

私から関係各大臣に対しまして、これら地方団体との協議も踏まえた上で、地

方からの国庫補助負担金等の改革案につきまして、平成17年度分、平成18年度改

革分の仕分けを含め検討を進め、その結果を10月28日までに提出していただくよ

う申し上げております。 

なお、仮に地方からの改革案に意見がある場合であっても、その理由を明らか

にし、提案されております廃止額に見合う代替案を提出するように申し上げてい

るところであります。関係各大臣の検討結果をとりまとめた後に、また経済財政

諮問会議にも報告することといたしたいと思っております。 

今後、政府一丸となりまして、地方とも協議しつつ、与党の協力を得ながら、
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11月半ばを目途に三位一体の改革の全体像をとりまとめてまいりたいと思います

が、資料にもございますように、非常にいろいろな意見が各省から出ておりまし

て、なかなか大変なことでございますが、来週、一応の各省ヒアリング、六団体

との意見交換が終わった後で、財務大臣、総務大臣、竹中大臣と私とで、いろい

ろ今後の特に関係する問題のあり方について相談をいたし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す。それでは民間議員からメモが２つ出ておりま

す。ちょっと手短にできればお願いいたします。 

（本間議員） お手元に２通りの紙を用意しております。１つは「三位一体改革の『全

体像』策定に向けて」というもの、もう一つは「地方財政計画・地方交付税改革

について」であります。今、官房長官の御説明にもございましたとおり、補助金

改革、これは今、なかなか難しい局面にあろうかと思います。しかし、これは総

理の御指導のもとで４兆円を削減するということ、そしてそれのセットとして税

源移譲３兆円をやるということを明言されております。この点でしっかりとした

取組をお願いをいたしたいと思います。 

そして、その上で地方交付税制度あるいは地方財政計画の問題がございます。

これはマクロ経済的に言いますと、この三位一体の改革というのは、一般政府の

中で大きなシェアを示している中央政府と地方政府のサイズ、そして、それぞれ

のプライマリーバランスへの影響、さらには公的債務におけるストック管理の両

者の問題が絡んでおります。したがって、交付税の問題は補助金と税源移譲の規

模が確定をいたしておりますから、決定的に交付税の規模、あるいは地方財政計

画の規模というものが、マクロ経済に対して大きな影響を持っておるということ

であります。この規模の策定が、これまで予算の中でしか議論をされていなかっ

たということは、非常に大きな問題でございまして、中央政府の予算については、

概算要求等流れの中で今年から経済とのかかわり方というものが議論をされたわ

けでありますけれども、マクロ的な視点から言えば、この地方交付税制度、ある

いは地方財政計画についても、この経済運営の中に組み入れていくというステッ

プが非常に重要なポイントであろうと思います。 

その点で１枚目の紙に書いておりますように、地方財政計画における財源保障

的な問題をきちんと反映できるものから来年度予算の中で生かしていくというこ

と、さらには、地方財政ビジョンというものをマクロ的な経済運営の中で、どの

ようにかみ合わせるかという問題との観点においても非常に重要な構成要素にな

ると考えられます。 

さらには、これは地方交付税の不交付団体の割合、人口割合でこれまで「改革

と展望」の中に何回も指摘したわけでありますけれども、これをどのように実現

をしていくのか、改革工程を明らかにしなければならないという具合に考えてお

るわけであります。 

その上で、もう１つの紙を用意しておりますのは、これは御承知のとおり８月

31日の民間議員のペーパーにおきまして、地方財政計画について義務部分と実施
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部分というような形で、もう一段、その中身に立ち入って議論をすべきではない

かということを問題提起いたしました。その重要さというのは、この地方財政計

画というものが財源不足、これは90年代に入りましてバブルの崩壊、経済の低迷

ということもございまして、国税５税で上限をかけておりました地方交付税のシ

ーリングが外れて青天井になりかけたという部分の中で、地方交付税制度それ自

身が変質していったという問題があります。そういう意味において、この地方財

政計画のもう一段の中身の精査ということが必要であろうということで問題提起

をさせていただいたわけであります。 

そして、その上で、この中身というものを調べてまいりますと、決算と地方財

政計画に計上されている部分が大きく乖離をいたしておりまして、計画と実績を

どのように評価を入れ込みながらフィードバックさせて、改めていくかというミ

クロ、実務上の問題もございます。その点を実は竹中大臣から民間議員に対して

宿題として課されておった問題に対して、我々がその暫定的な回答を用意したと

いうのが、この５枚もののペーパーであります。そのペーパーにつきまして、簡

単に説明させていただきたいと思います。 

地方財政計画については、先ほど申し上げましたように、シーリングとしての

地方への交付税の５税を大きく上回っている状況の中で、さまざまな経費という

ものが入り込んでまいりました。経費の内訳、積算根拠というものが必ずしも明

確ではない。そして、そのことがブラックボックス化して、説明責任を十分に果

たしていないのではないかということ。 

そして第２番目は先ほども申し上げましたように、実績値と計画値というもの

が大きく乖離が生じ、いわばフィクションの世界になっているような部分もござ

います。その点で交付税総額の妥当性についても、やはり内容の精査と合わせて

やっていく必要性があるんだろうと思います。 

さらには、これが毎年の予算編成の中で大きく変動するというきらいがござい

ます。昨年度の地方の怨嗟な声的なものもそこを反映しておるわけでありまして、

プレビクタビリティという言葉を使っておりますけれども、予測可能性が欠けて

いる。そういうような観点の中で、地方財政計画全体を見直していくべきだろう

と考えるわけであります。 

竹中大臣の御下命の部分につきましては、我々、これを標準的な行政サービス

として、財源保障すべきものと、そうでないものを仕分けすべきだということで、

中身を精査してまいりました。その点についての幾つかの項目について、１．の

中で①から⑦を掲げております。この乖離という問題が存在をしておるというこ

とと同時に、なかなか我々が調べていくときに、政府部門にありながら、その中

身をトレースすることが非常に難しい、これは一般の方ではとてもトレースでき

ないような状況になっている。説明責任、情報公開という点からいっても、これ

は問題があるのではないか。恐らく、我々がここで挙げております数字において

も、そうじゃないよというような御反論があろうかと思いますけれども、我々が

少なくとも手に入れたデータの中でフォローしたのが、この結果でございまして、
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もし誤りがあれば、また御指摘いただければという具合に思います。 

その上で、我々これから、どのようにこれを是正していくのかということでご

ざいますけれども、やはり、この流れの中で、毎年度、この積算が予算編成の間

際の中でなされ、決まってからその年明けに配分をするという非常にわかりづら

い、かつ急いでやるような状況でございますので、これについては中期的な地方

財政ビジョンというようなものを準備しながら、先ほど申し上げましたマクロ経

済運営との整合性を図りつつ、できれば、「改革と展望」、さらに「基本方針」

に反映するような形で、この部分のところをしっかりと予算編成の中にビルトイ

ンしていく必要性があろうかと思います。 

その意味で、今後、この地方財政計画、あるいは地方交付税制度の有り様につ

いて、総務省、財務省に技術的な問題について御精査をいただきながら、その中

身について、我々も検討させていただきたいと思いますし、マクロ経済運営の観

点から、やはり経済財政諮問会議においても、この地方財政計画というものをし

っかりと議論をしていくということが必要であろうと思います。 

昀後に交付税のもう一つのポイントであります。今年は皆さん御承知のとおり、

台風等で非常に大きな災害の費用が出てまいります。この問題に対しては、実は

特別交付税というものが大きく寄与するということがございます。この特別交付

税というものは、この交付税の中身で６％のシェアを占める形になっておるわけ

でございますが、この特別交付税が第２の普通交付税的な形で変質したのではな

いかということが、専門家の中で指摘されております。しかも、その配分ルール

が必ずしも明確な説明責任を果たしていないのではないかということもございま

す。したがって、今現在、１兆円を占める特別交付税についても、明確なルール

の再設定というものが必要になってこようかと思います。 

そしてさらには、補助金削減、税源移譲、交付税の見直しということがなされ

ますと、この交付税の有り様そのものが、財政調整、つまり税源移譲をされても、

税源が十分に担保されていない小規模自治体が苦しくなるということは目に見え

ているわけでありまして、その意味で交付税における地方の財政調整機能という

ものを明示的にどのようにシステムの中に折り込んでいくかということが重要で

あろうと考えます。 

引き続き、この問題につきましては、民間議員も提案をさせていただきたいと

思いますが、ぜひ、総務省、財務省におかれましては、我々の問題提起に対して、

すばやい反応をしていただいておりまして、土俵に上がっていただけるというこ

とでございますので、この問題の内容及び額について、きちんと今年度仕上げて

いくということが重要なポイントになろうかと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。麻生大臣、谷垣大臣からも関連のペーパー

が出ております。麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） それでは、私の方から昀初に今の本間先生の話につきまして、２枚の

紙にわたっておりますが、１枚目のペーパーのうちで、補助金改革と税源移譲に

つきまして、私も全く同じ気持ちですので、この点につきましては、不交付団体
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の人口割合は３分の１にするとの目標や、財政ビジョンの提言につきましては、

これは前向きに検討させていただきたい。不交付団体の人口割合を３分の１にす

るとの目標については、2010年プライマリーバランスの話とほぼ同じ時期に設定

できるものだと、私自身はそう思っております。 

ただし、その前提としての経済予測とか、国家財政というものとの整合性とい

うのは、御存じのようにどうしても要りますので、国の財政ビジョンがなければ

できませんので、その意味では財務大臣からの国の財政ビジョンというものにつ

いては、ぜひ示していただけるものだと期待をしております。 

また、地方の理解を得ながら、これは前向きに検討していかなければいかぬと

いうことですので、いわゆるマイナスになっている投資的経費の部分とプラスに

なっている経常的経費の部分、これはプラスとマイナスがほぼとんとんで一体的

にやらないと、ということになりますので、地方財政ビジョンの策定の大前提と

思っておりまして、この１ページ目に関しましては、今申し上げたとおりであり

ます。 

２つ目の５枚つづりからの件につきましては、これはちょっと正直申し上げて

論理を都合よく使い分けたり、事実誤認も多いんじゃないか、そんな気がします

んで、まず、細部にわたって、これは事務的にはかなり意見が違う。事実誤認が

あるとも思いますので、事務局の方というか、役所の方から意見を提出させてい

ただいておりますので、よく読んでいただければと思います。大局的な見地から

見て、私の方からして、これは看過できないという点だけ申し上げさせていただ

きたいと存じます。 

まず、地方財政の各経費の内訳につきましては、約3,100 と言われます地方公

共団体の経費をここに積み上げるということに関しましては、これは正直言って

物理的なものもありますけれども、憲法で保障されております地方自治とか、ま

た分権の観点から、その部分を国がチェックするという話は、今の流れとはいか

がなものかなという感じもあります。 

単独事業というのは枠で計上しておりますが、これのスリム化については、こ

れは個々の経費を精査するという手法よりは、国の歳出の伸びというものを参考

に、伸び率を抑制するという手法が適切なんだと思っておりますし、事実、小泉

内閣になりましてから３年半、国の一般歳出を見ていただければわかると思いま

すが、48.7兆円が47.6兆円というように、約１兆円少々減っていると思いますが、

地方の方は20.3兆円が16.9兆円と現実に3.4兆円、率にして17％も現実に減ってお

るというので、こういった意味では、地方の努力の方が国の歳出見直しと比べて

も結構努力をしているという点も、ぜひ御理解をいただきたい。 

地方財政計画の歳出を、ぜひ見直していきたいとは思っておりますけれども、

今の点も申し上げておかなければいかぬところだと思っております。 

幾つか問題点について指摘がありますので、代表的なところを取り上げて申し

上げさせていただきますけれども、地方公務員の給与の計画上の額というのは、

ラスパイレス指数というのを用いて、国家公務員並みに置き換えて計上しており
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ます。地域別の民間企業との比較は、国家公務員に合わせて制度改正をされれば

やるということだと思います。基本的には地方公務員の方が学歴が高い。高卒は

国家公務員の方が多いですから。それから、平均年齢も地方の方が高いという点

を考慮しておいていただかないといかぬところだと思います。 

次に奨励的補助事業というのは、これは財務省が査定して、国として補助を行

う必要があると判断したものの地方負担分を計上しているので、地方がやっても

やらなくてもいいというのであったら、財務省が予算査定でカットすべきもんな

んだと、基本的には、そう思っております。 

それから、地方の単独事業を財源保障の対象外にという御意見ですけれども、

例えば、よく例にひかれます私学助成、これはたしか国費は1,000 億円だと思い

ますが、地方は確か単独経費で5,000 億円出していると思うんです。1,000 億円、

5,000 億円で合計6,000 億円を前提にして父兄の負担が決まっておりますので、

地方がこれを切り始めているということになりますと、父兄の方はその分を負担

するという前提で話をしていただかなければいかぬということになりますので、

これはいかがなものかという感じがいたします。 

次に計画と決算の、今よく言われます投資的経費、いわゆる単独の事業費の話

ですけれども、この話については、これは減少している割には、一般行政経費は

上回っているじゃないかという御指摘が昀近よく聞かれる。基本的原因として、

地方の方がハードからソフトにどんどん移しかえているので、介護にしても老人

医療にしても何にしても、そういったものがどんどん増えておるということなの

であって、これは投資的経費と経常的経費を一体的にして乖離を是正することに

しないと、これは片方だけの話をしても改革論議は前に進まないということに確

実になっております。そういった意味では、投資的経費が減っております分は、

ほとんど一般行政経費が増えておる。ほとんど、その額は同じ額になっておると

思いますので、そういった意味では、この両者は振り替えて、それをスタート台

に地方を巻き込んだ議論を開始すべきと思っております。 

今後の取組として、平成18年度までに国と地方との信頼関係に基づいて、今、

三位一体改革、先ほど官房長官からお話がありましたように、ここのところが一

番頭の痛いところなんですが、骨太の2004の中にありますとおり、安定的な財政

運営に必要な一般財源の確保は必要という前提で書かれていますし、地方の補助

金の改革案の大前提となっていることには、ぜひ留意をいただきたい。この前提

にして、地方のばらばらな意見がまとまっておるという大前提がありますので、

この前提が狂っちゃうというのであれば、昀初から補助金の3.2兆円の案は撤回と

いうことにもなりますので、これは補助金改革と税源移譲の姿というものがきち

んと、この11月、12月に明らかになった段階で、11月半ばにも、私どもの方、総

務省の方としては、三位一体改革の全体像というものの中に盛り込むべき交付税

改革というものを、前にも申し上げましたけれども、きちんと出させていただき

たいと思っております。 

次に、私の方から議員の提出資料として出させていただいた部分を御参考とし
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てみていただきたいと思います。表紙を入れて３枚になりますが、11月半ばに提

案する交付税改革につきまして、今現在、検討しております基本的方向を説明さ

せていただきたいと思っており、今、本間先生の御要望のところにもお応えする

ことになるんだと思いますが、昀終的には、今申し上げましたように、補助金の

改革と税源移譲の姿が11月半ばには見えることになり、その段階で具体的にお示

しを申し上げたいと思います。 

４つ書いてありますが、第１点目は、地方が一番心配しておりますのは、何と

言っても今回の補助金のカットによりまして、財政力の格差がさらについてくる

ということに対して、えらい不安というか、何となく、確実に対応していただけ

るんでしょうねという前提で、この話を進めております。そういった意味では補

助金の廃止とか削減とかいうような話と税源移譲に伴って、さらにその格差は広

くなる。財政力格差というのは御存じのように一人頭の税収力になりますので、

そういった意味では、私どもとしては個人住民税というものが５％、10％、13％

の税率を一律10％という比例税率というものを考えております。これにさらには

法人事業税の分割基準の見直し、地方譲与税の譲与制限といった税財源が偏在し

ております分を是正する方法とか、また地方交付税の適切な財源調整の方法等に

ついて提案させていただきたいと思っております。 

第２点目につきましては、民間議員の方からも御提案が上がっておりました中

期地方財政ビジョンの策定ですけれども、これは確かにおっしゃるように、数年

期間で地方財政のガイドラインを提示するということができるようになれば、こ

れは単年度の財源保障から脱却することができるということになるんだと思いま

すので、中期的に必要な交付税総額というものを、法定率をリセットすることで

きちんと確保しないといかんことなんだと思っております。法定率をリセットす

る、これは財務省の昀も嫌うところだと思いますけれども、そこをしない限りは、

少なくとも、たばこだったら29．何％とか、全部御存じのように国税５税のパー

セントは決まっておりますので、中長期的には、そういったことはしたいと思っ

ております。 

ただ、今すぐやれる話かと言えば、これはとても今のような状況でできるはず

はありませんので、そういった意味では、検討する必要は、経過的処置として考

えておかねばならないところだと思っております。いずれにしても、予見可能な

ものが必要だとおっしゃるのは、全く私どもも、そのとおりだと思っております。 

第３点目は、交付税の算定方法の簡素・透明化ということ。これは昀初から本

間先生がよく言っておられますので、私は、この算定方法の簡素化とか、縮減と

いうのに対応したものを進めるというのは、これはとても大事なところだと思っ

ている。このときに大事なことは、行革をやって努力して、減らしたら減らした

分は国が持っていっちゃうんですから、努力した甲斐がないわけです。幾ら努力

しても、その分だけ努力したら、せめておれにバックマージン幾ら返してくれと

はないわけです。ごっそり持っていくわけですから、努力するしがいがない制度

に今のところはなっておるわけですから、これはやはり、少なくとも自由に使え
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るようにしてやらないと、努力して減らしたところが、減らした分はみんな持っ

ていくという今のシステムでは、とてもどうにもなりませんので、投資的経費と

経常的経費の乖離等々、ほかにも幾らもありますけれども、一体的にこれを見直

して、国と歩調を合わせてやっていかなきゃいかぬ問題だと思っております。 

第４点目の不交付団体は今申し上げましたけれども、この人口割合につきまし

ては、総理の方から一番昀初に不交付団体が幾らなんでも少なすぎるじゃないか

と。市町村別にしても、不交付団体がたかだか130 ぐらいしかないという御指摘

が上がっておりました。これは誠におっしゃるとおりなんで、ただ、市町村とい

うのは、御存じのように人口５万人以上の市町村に住んでいる人が全人口の70％

超である。残りの20％超の人が市町村数でいきますと、約80％の市町村に住んで

いますので、市町村合併を進めていくとはいえ、今、私のサインしたところまで

で2,700 を切るところまでは来ましたけれども、さらに、どれだけあと進められ

るかわかりませんけれども、それでもまだ、格差は残ることは確かだと思ってお

ります。 

したがって、人口比でやらないで市町村の数でいきますと、これは相当合併を

進めなければならないというようなことにしかなりませんので、ちょっと、それ

は無理も承知で申し上げれば、強力に推進して私の代になってから約400 減って

おりますので、その段階でいろいろ御意見が分かれるところだと思いますが、少

なくとも人口比で３分の１ぐらいは竹中先生のプライマリーバランスとあわせて、

2010年代初頭までには目標を設定してやろうということで、それを目指してやる

という話を私の方から既に言っております。 

次のページのところに２枚目に縦書に書いておりますけれども、これは先ほど

申し上げましたように、財政計画の歳出と決算の比較ということですけれども、

乖離が大きいとよく問題にされている項目につきまして、概算でお示しをいたし

ておるんですが、情報開示ということで、例年、年明けに公表しているものも、

私の方がとにかく経済財政諮問会議に合わせろということで指示して、急いでま

とめた。とにかく、一般行政経費と単独投資の乖離額というのは、これを見てい

ただいたらわかりますとおり、ほとんど数字が違っていないと思うんですが、一

般行政経費のうち、財務省が財源保障の外と主張しているものが約4,000 億円あ

るんじゃないかということになるんだと思います。 

この4,000 億円の数字の中身というのを見ていただかなきゃいかんところなん

ですが、これは後で谷垣先生のところから出てくる資料の中にも出てくるところ

なんですが、細目をいろいろざっと書いてあるのを拝見しましたが、この資料の

中でレクリエーション関係とか、個人資産等に対するとか、ずっと書いてありま

すけれども、これを全部足して幾らかと。これは全市町村がやっているのごとき

錯覚に陥る資料になっていますけれども、これは全部足したって1,000 億円いく

かな、という感じだと私どもはそう思っております。 

私ども調べた範囲では、医療費の助成費とか、先ほど少子化の話で幼児の話が

出ておりましたけれども、それを含めまして4,000 億円ですから、それが多分、
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乳幼児で2, 000億円、老人で1,000億円、 合計3, 000億円、残りが1,000億円 と

いうぐらいの数字にしかならないと、私どもはそう思っております。そういった

意味では、申し上げたいことはいろいろありますけれども、少なくとも4,000 億

円程度であり、これを除いても残る、乖離いたします部分というものは、地方の

財源として不足しているという具合に御理解をいただかないと、投資的経費の差

だけをわんわん言われても、基本的に一般行政経費として、いろんな形でのソフ

ト分野に移るというのは、住民のサービスの昀前線にいる市町村長にしてみれば、

避けて通れぬところなんだという具合に御理解いただければと思っております。

ありがとうございました。 

（竹中議員） 谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） それでは、私の提出しました横長の資料、１ページから御覧いただき

たいと思います。 

８月31日の諮問会議では、私から資料を出しまして、地方と比べて国はより厳

しい財政事情にあること、財源保障機能にはいろいろ問題があること、投資単独

事業の地財計画への過大な計上と、これによって確保した財源を地方公務員給与

等へ使い回ししているのではないかというようなことを御説明いたしました。今

回はさらに議論を進めるために、資料１ページにございますように、当面の具体

的な改革として、第１に地方財政計画の不適切な「過大計上」７兆円から８兆円

を平成18年度までに是正すること。第２に地方財政計画の適正化を通じて、地方

財源不足7.8 兆円を解消するなど、地方財政の健全化をすべきではないか。それ

から、第３に交付税に依存しない地方財政システムを創る必要があるのではない

か。以上３つの問題提起をいたしたいと思っております。 

それで２ページを御覧いただきたいと存じますが、昀初の柱は７兆円から８兆

円に及ぶ地方財政計画の不適切な「過大計上」を平成18年度までに是正・削減す

ること。先ほど民間議員からも御説明をいただきましたけれども、現在の地方財

政計画の歳出はさまざまな過大計上の問題がありまして、昀大のものは投資単独

事業で計画への計上額が実際の執行額を６兆円も上回って、不適切な過大計上と

なっている。公債費も同様に実態を上回る計上は約5,000 億円ある。 

地方公務員給与に関しては、地域の民間給与などよりも高水準となっていて、

数千億円の過大計上がある。それから、公益企業への繰出金についても、公費で

過大な負担を行っており、約9,000 億円過大計上されている。一般行政経費・単

独事業については、これまで具体的内容が明らかにされないままに著しく肥大化

してきた。こういう過大な計画計上についても地方財政計画を通じて過大な財源

保障がなされていて、その結果、地方交付税総額の肥大化につながっているとい

うことを申し上げたいわけであります。その問題点をまず第１に、先ほどの本間

先生の御議論にもございましたけれども、地方財政計画についてのアカウンタビ

リティを損なって、その信頼性を低下させている面がある。 

第２に、補助金とともに交付税が地方の国依存の体質の原因となっている。 

第３に、地方財政の膨張を招き、国の財政を圧迫する。こういったことがあり

 27




 

 
平成 16 年第 26 回 議事録 

ますので、速やかな是正、削減が必要であるということであります。 

それから、３ページを御覧いただきたいと思いますが、ここでただいま申し上

げました見直しを図にしております。左側の改革前の姿では、過大計上によりま

して、地方財政計画の歳出が拡大しているわけですが、右側の改革後というとこ

ろでは、過大計上の適正化によって、その分、膨らんだ地方財源を縮小できる。

これによって過大な財源保障を縮小させて、国依存の体質からの脱却を図り得る

ということであります。要するに、おかしな計上を見直して、地方財政計画を適

正化していくこと、国民への説明責任を果たすということと同時に肥大化した交

付税の問題を是正するということでございます。 

もう１枚おめくりいただきたいと思います。上の段、今後新たな不適切な計上

を防止する必要がありますが、このため、その原因となっております地方財政に

関する決算統計の開示の遅れを早めること。今、我々が手にできるものは、平成

13年度でございます。それを早める必要がある。それから、地方公務員給与の水

準や一般行政経費の内訳など、情報が公表されておらず、不分明な経費の実態を

明らかにして開示する必要がある。こういった取組をしなければならないのでは

ないかと思います。先ほど申しましたように、まだ平成14年度の決算の結果が公

表されていないということでございます。 

それから、次に下の段の「注」でございますが、こういった過大計上によって

措置された財源は、結果として地方財政計画に標準的水準として計上された額を

上回る給与や一般行政経費などに使い回されている。こういう支出については、

交付税に頼るのではなくて、課税自主権を発揮するなどによって、地方団体自ら

の責任と負担によって財源を賄うべきものではないかと思います。現に使い回し

によって、計画額以上に支出しているからといって、それをベースに計画額を拡

大して、財源保障範囲を拡大していくということは、地方財政のいたずらな拡大

につながってモラルハザードを生じさせることになる。したがって、計画を上回

る項目と下回る項目を一体的に是正するという考え方は問題であって、とり得な

いのではないかと思います。そもそも、一般行政経費については、現在の計画計

上額の全額についても経費の具体的内訳を明らかにしていただいて、適切に精査

する必要があると思います。 

それから、「注」の一番下のポツでございますが、地方財政計画の適正化に伴

って、歳出面での見直しが必要となるわけですが、ただ、仮に地方の事情から経

過的に財源措置が求められるのであれば、地方団体の自助努力の観点も踏まえま

して、地方財政計画の枠外で地方債の発行を時限的に認めるということも考え得

るのではないかと思います。これは地方財政計画の外で自主的に財源を調達して、

地方の自主的な事業に充てるという８月の諮問会議で議論になった考え方にも通

ずるものではないかと思っております。 

なお先般、財務省で行いました一般行政経費の調査結果については、６ページ

に参考として添付しているので御覧いただければと思いますが、全部やっている

というわけではありませんが、出産、就職、敬老等の祝い金、あるいは海外旅行
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費用の補助、結婚仲介の報奨金といった地方の責任で財源を賄うべきものが並ん

でいるわけでございます。 

１ページお戻りいただいて、５ページでありますが、上の段、第２の柱として

地方財政の健全化も大変重要でございます。平成16年度には地方財政の各種指標

を改善することができまして、平成17年度にも地方財政のサスティナビリティ確

保の観点から、財源不足額の縮小であるとか、公債発行額や公債依存度の引き下

げ、あるいはプライマリーバランスの改善、こういった点に配慮していきたいと

思っております。特に、交付税特例加算と赤字地方債で補うこととしている財源

不足額については、平成16年度に7.8 兆円あったわけですが、先ほど申し上げた

ような地方財政計画の適正化を通じて、平成18年度での解消を目指したいと思っ

ております。 

下の段では、さらに交付税に依存しない地方財政を目指すシステム改革として、

不交付団体の増加とか、課税自主権の発揮といった地方団体の自立を求める質的

改革も大事だと思っております。 

それから、今後とも新たな地方財政制度、地方交付税制度のあり方について、

検討を続けていただければと思っておりますが、現在プライマリーバランスは国

が19兆円の大きな赤字となっている一方で、地方は既に黒字でございます。地方

財政の改革、先ほど地方の方が努力していると麻生大臣はおっしゃいましたけれ

ども、交付税が一番大きくなっていくものの１つでございますから、こうしたア

ンバランスを踏まえて御検討をいただきたいと思っております。 

ペーパーに「単年度財源保障から脱去して、中期的に交付税額をセットする」

という麻生大臣の資料だが、これは地方団体にモラルハザードを生じさせている

という観点から、財源保障機能は見直しが必要とされております。それにもかか

わらず、地方計画歳出の見直しを伴わずに中期的なビジョンを立てて、交付税総

額をセットするという考え方であれば、これは財源保障機能をそのまま温存する、

あるいは強化するということであって適切とは思いません。 

第２に、毎年度の国の予算編成と交付税総額決定との関係が切れるために予算

編成過程の地方財政計画歳出へのチェックが甘くなる、拡大につながりかねない

という問題がございます。それから、単年度の地方財政計画でも決算の公表の遅

れから、実態と大きなずれが生じているというのが現状だと思いますが、この是

正がないままに中期的な計画をつくることはあまり適切とは言えないのではない

か。 

以上の理由から、むしろ、平成19年度以降における不交付団体数の増加や財源

保障機能のさらなる縮小などについて議論する地方財政改革のビジョンとすべき

ではないかと思っております。 

あと、麻生大臣がいろいろおっしゃいました。あまりいちいちは申し上げませ

んが、「不適切な計上は、結局財務省が査定したのではないか」と。同じ穴のム

ジナじゃないかというようなことをおっしゃったわけですけれども、私は地方財

政計画について、改革ができたときは、総務省と財務省の担当者が「これはおか
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しいね、やろう」と腹を割ったときには、良いものができていると思います。そ

ういう協力関係は過去にも随分あったと思いますし、そういったことは、これか

らも大事にしなくてはならないと思っておりますが、問題は決算統計の開示が遅

いとか、なかなか中身がわからぬものですから、一度できると認めたではないか

というようなことで増えていく、中身がわからないまま増えていくということが

ないとは言えないので、これは諮問会議の場とか、オープンに御議論をいただき

たいというふうに思っております。 

それから、余り細かにやることは、憲法に定められた地方自治にも抵触するの

ではないかということが、たしかそういうようなこともおっしゃったんですが、

問題は国が財源を保障すべきだということについては、どういうことをやるから

保障しなければならないのか。これは予算のときに査定するのは、きちっと査定

して評価するのは、私は国の財政としては、責務ではないかというふうに思って

おります。 

差し当たって以上です。 

（竹中議員） すみません。差し当たってということだったんですが、実はもう時間

が超過してしまいました。総理間もなくお出にならなければいけません。昀後に

麻生大臣、この紙がもう一つ出ているんですが、何か付け加えることが……。 

（麻生議員） 余り時間がないのであれですけれども、今のに対して反論はあります。

はっきり申し上げて、いかにも7.8 兆円、今年３兆円やって、あれだけマイナス

12％を大騒ぎしたのものを、それの倍以上を地方に17、18年度でやれなんていう

話は、とてもじゃないけれども、できる話ではありません。 

（竹中議員） ほかの大臣、民間議員の方も御意見はあろうかと思うんですが、今日

のところは途中ですけれども、まとめさせていただきます。今、官房長官のもと

で国と地方の協議の場等々で、補助金改革等々については、これは時間的制約の

中で粛々と進んでおります。しかし、我々としては三位一体の改革の全体像を示

さなければいけないわけで、それに関して言うならば、地方交付税改革の部分に

ついては、この諮問会議を中心に知恵を出していかないと全体像ができないとい

うことだと思います。そうした観点から御議論いただいているわけですが、我々

は当面、これに関して、やはり３つのことをしなければいけないということだと

思います。 

まず、平成17年度の地方財政計画を改革にふさわしいしっかりとしたものをつ

くるということ。それと中期の財政のビジョンについて議論をしていくこと。さ

らには、プライマリーバランス改善の時期を視野に入れて、麻生大臣の言葉で言

えば、そのころまでに人口比で不交付団体を大体３分の１とするといった長期の

全体像といいますか、予見可能なものをつくっていく。そのことをやっていかな

ければいけないんだと思います。 

その際には、多分今日の御議論によりますと、４点クリアしなければいけない

問題があります。 

１番目はマクロ経済との整合性をしっかりやらなければいけない。この全体の
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枠をどうするかということが、実は財源保障機能の考え方をどうするかというこ

とにつながってくる問題でもあろうかと思います。 

２番目が、計画と実績が違うんじゃないか、これをどう適正化するか。過大計

上なのか、いやそうではないのか。プロセス、経過措置をどうするかという問題

も出てくると思います。 

３番目は、ルールが透明ではないのではないか。これについては、もっと透明

化が必要なのではないか。 

４番目が、３番とも絡みますけれども、予見可能なものにもっとしていかなけ

ればいけないのではないか。 

そういうことについては、今日のお話ですと、交付税改革案を11月中旬に麻生

大臣からもお出しいただけるということでありましたが、民間議員の方からも、

今日出されたビジョンのあり方等々について、引き続き御意見をいただきたいと

思います。また、谷垣大臣からは適正化についての引き続きの御議論を賜りたい

というふうに思います。おっしゃりたいことはたくさん皆さんおありだと思うん

ですが、総理、ここまでで。 

（小泉議長） 補助金も難しい、税源も難しい、交付税も難しいと言ってきて、１つ

１つみんな難しいから、３つ一緒に難しいものをやろうと言ってきたんだけれど

も、ここに来て、本当に難しいなというのがわかってきたんです。しかし、やら

ざるを得ないんです。「地方にできることは地方に」という観点から、役所の縄

張り、権限、そういうことを抜きにしてやらざるを得ないですから、ここはよく

協議を進めてくださいよ。できれば、私に判断してくれというようなことはない

ようにしてもらいたいね。うまく調整して、それから、課税自主権というのは大

事だよ。増税は国でやってくれ、減税は地方がやる。これじゃ、課税自主権にな

らないよな。そこら辺もよく考えてもらわなきゃ。何でも嫌なことは国、それじ

ゃ困っちゃうからね。どの程度地方議会が、そういう自らの自主権、自主性を発

揮するか。そういう点も含めてやってもらいたいです。 

（竹中議員） 今、総理おっしゃった課税自主権の問題等々、やはり全体像の中で、

何らか位置づけなければいけない問題だと思います。 

（細田議員） 今までのやり取りというのは、地方は全員６団体ともに「国から補助

金をいただいているかもしれないけれども、それらは国でやっていただかなくて

も結構です。我々が出したものは全辺自分たちでやれるんです。」と明言してお

ります。断言するんです。それに対して、「いや、国の基本政策が決まっていな

いとどうお使いになるかわからないので、国としては、やはり基本をしっかりと、

あるいは財布の紐を握って、そこは全体的な考え方、国政あるいは国の行政とい

うことでやらなければいけない。」あらゆる省と言っていいほどこのやりとりで

すね。それが１つ。 

それから、本当にそこで生じた必要財源を、全部見られるかといえば、さっき

のプライマリーバランスの話もありますし、地方別の不均衡が極めて大きいもの

ですから、しかも、これは東京都が断トツに大きくて、あとはそうではない。３
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つ４つはあるかもしれませんがね。その状況の中で、現状をちょっと加工すれば、

その不均衡が本当に是正されるのかということは、恐らく、私は今、余り見通し

のようなことを言ってもいけませんが、ほとんど不可能なような状況であると、

新しいことを考えなきゃいけない可能性があるということと、かつそれを幾らや

っても地方もやっぱり相当我慢してもらわなければいけない。個別に詰めていく

と、いろんな事情はあると思うんですが、その中で乏しきは憂えないでくれと、

保障はしないと。しかし、それはなるべく等しからざるを憂うということで、各

自治体が実態に応じてしょうがないなと。右を見ても左を見ても、まあまあ我慢

せざるを得ないなというところまでは減少させなければ、国と地方のバランスと

いうものが財政的にとれませんので、そういったことが合わさったような意思決

定が必要だと。 

そこに義務教育などの個別の議論を持ち込んで大騒ぎになるということはあり

ますけれども、やはり、どこかでなたで切るような、ぱっくりといくような考え

方を決めて、これしかないと言うしかないんじゃないかと思いますが、まだ非常

にきめ細かい議論の積み上げもありますので、そこは議員の皆さんにもいろんな

意味で裁いていただきたいと思いますが、その前に４大臣でどこまで、そういっ

た調整ができるのかということは、いろいろお願いをしなければいけないとは思

います。私は今までのところ感じているのは、そういうことでございます。 

（麻生議員） 昀後に１点。「そもそも義務教育の」というところだけはお願いしま

す。これは一番昀初に、この諮問会議で申し上げたと思うんですが、教育を金か

ら入るのはやめた方がいい。必ず、そこをつかれますから。だから、義務教育の

そもそも論を一回やらないと、教育は自治事務と平成12年度で決まったわけです

から、義務教育は自治事務に決まったわけです。生活保護は法定受託事務、義務

教育等々教育は自治事務ですから、ただ、あとの財源だけ決まっていないだけの

話ですから、そういった意味では、義務教育のそもそも論をやらないといけない。

読み書き、計算、英会話をどの程度やるんですかというところをきちんとくんで

やるところまで決めておかないと、あと中教審などをやらないと、いかにも、そ

れらを無視して何となくここだけで決まっちゃったというのはよろしくない。と

にかく、お金から義務教育に入ったという感じだけは、総理の意図されるところ

とは全く違うところに話は行っちゃうと思いますので、これだけはぜひ。 

（竹中議員） これは先般の予算委員会でも議論があった重要な問題だと思いますの

で、しっかりと対応いたします。どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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