
 

平成 16 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：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) 

○ 郵政民営化への最近の取組状況（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(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 
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（概要）          

（竹中議員） 今日は、郵政民営化の最近の進捗状況について私から報告をさせていただ

き、その後社会保障制度改革、三位一体の改革について御審議をいただく。社会保障

制度改革の審議には、尾辻臨時議員に御出席いただく。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員） 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資料に沿って、

３点報告したい。 

   第１点は説明責任に関する部分である。郵政民営化に関する最近の主な世論調査結

果では、郵政改革で力を入れてほしいと期待している国民が２％しかいないとの数字

があるが、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に

ついて単数回答を求めているものであり、そうした結果が出た。外交・防衛、憲法も

１％台の数字であり、聞き方によってバイアスがかかってくるだろう。一方で９月

20 日のテレビ朝日の調査では、「郵政民営化に関心はありますか」と聞くと、３分の

２以上が「関心がある」と答え、「関心はない」は 28.8％である。また、基本方針に

賛成か反対かと聞いた 10月４日の毎日新聞によれば、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う。 

   いずれにしても、しっかりと国民に説明責任を果たしていかなければならず、「郵

政民営化広報トータルプラン」を策定していきたい。郵政民営化の広報について総合

的に議論するタスクフォースをつくり、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、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進めてまいりたい。 

   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持ってもらい、

30 局程度を積極的に訪れたい。具体的に決まれば、麻生議員にもお手伝いしていた

だきたいと思っている。 

（小泉議長） テレビ討論は良い考え。 

（竹中議員）  現在、できるだけ地方局の協力を仰いでおり、また報告したい。 

   ２点目は最近の検討状況だが、基本方針を踏まえて、忠実に、簡素一貫性を持って、

透明に議論するというプロセスに入り始めた。有識者会議で検討していただこうと思

っている。検討項目については３ページに記載しており、４ページにそれぞれこうい

う形で議論をしていきたという事例を載せている。ここで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を例としているが、A・B 案という

ように色々な考え方を公社、総務省、関係省庁にも出していただき、有識者のコメン

トをいただいて、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ないので、議論がある程度まとまった段階で、諮

問会議にも報告し、議論を賜りたい。 

（麻生議員） 基本的に２万 4,700 の全国ネットワークが最大限活用すべきもの、資産

としては一番だと思っており、ネットワーク会社が、基本的に民営化し、税金を払っ

た後も経営が成り立つようにしなければならず、分社化すれば当然消費税がかかるだ

ろうが、そうした意味で新会社が事業として成り立つように留意していただけるよう、

重ねてお願いを申し上げる。 

   もう１つ、郵政民営化後は雇用継続保障せず、という記事が読売新聞の夕刊に出て

いたが、組合員の心理状態をいたずらにあおると話が込み入り、会社を経営する側に
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とっては組合との団体交渉ということもあるので、準備室の情報管理をぜひ徹底して

いただきたい。 

（竹中議員）  先般の読売新聞の記事は、余りにひどい記事であり、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いる。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あり、中に書いていることとタイトルも全く違う。 

（小泉議長） 見出しと中身が違うのは、おかしい。 

（竹中議員）  働いている方の不安があるので、情報管理を徹底するとともに、抗議すべ

きことは抗議していきたい。 

（奥田議員） 「『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ペーパーな

どはあるのか。 

（竹中議員） 公表用に準備室でつくったパンフレットがある。 

（奥田議員） それが唯一の資料か。 

（竹中議員） 色々な書類に書いているが、一覧性を持って見ていただけるのが、そのパ

ンフレットだと思う。基本方針の策定を踏まえて、パンフレットのつくりかえをやっ

ており、もうすぐ出てくると思う。 

（奥田議員） 私どもは色々なところで様々な質問を受けるので、ぜひこれだというペー

パーを何かつくっていただきたいというお願いである。 

（小泉議長） 法案が出てからであろう。 

（奥田議員） 法案が出てからの方がよいだろうか。 

（小泉議長） 現在は基本方針であり、法案が出ればよりはっきり説明ができる。 

（牛尾議員） 法案が通りやすいよう、情報環境をつくることは大事だろう。郵政公社に

とって、改革がプラスであり、現代の日本の自由社会の中で整合性を持ちながら、活

力を増していくという点が弱い。 

（竹中議員） 郵政民営化の広報タスクフォースをつくり、民間人アドバイザーの助言を

いただきながらトータルプランをつくることというのは、まさにそうした趣旨である。

一言で説明するのか、細かく説明するのか、また、経済人が求める説明と家庭の主婦

が求める説明は違うものだろう。そうした点も含めて、トータルプランを作成してい

る。 

（奥田議員） ぜひお願いしたい。 

（小泉議長） 反対論も様々である。縮小廃止を望むが、今の民営化論には反対というも

のがあれば、このままが良いという反対もあり、反対論もいろいろだ。整合性のない

反対があるから、ますますややこしくなる。 

（奥田議員） 賛成論を多くするという地ならしが必要だろう。 

（牛尾議員） 現在は肥大化しているのでもっと縮小しろという人は、根強い反対ではあ

るが、きちんと説明すれば、賛成に回るだろう。 

（麻生議員） 生田総裁も言っていたが、350 兆円を放っておけば大体 200 兆円になり、

政府保証がなくなればちゃんと縮小する。貸すところがなくなれば自然とそうなると

話せば、分かった人は「ああ、そうか」と言って帰る。これは別に大した反対じゃな

い。 

（牛尾議員） そのとおりである。しかし、片方では 350 兆円が続くような前提で意見

を言う人もいる。 

（竹中議員） なくなって困る人と、肥大化して困る人が端的におり、幅広く多様に対応

したい。諮問会議で引き続き報告をし、議論を賜りたい。 
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○社会保障制度改革について 

（吉川議員） ペーパーに基づいて説明する。社会保障制度については、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、一つずつ改革をやって

きたが、そうした改革には限界があり、全体を一体として見直す必要がある。 

   もう１つ、高齢化と並んで少子化の問題点についても、最近はよく認識され関心が

持たれてきたが、この流れを変えることが必要。一体的な見直しの一番重要なポイン

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る。 

   一体的という言葉だが、どれか１つを改革する際は、他の制度も合わせて見直す。

厚労省で介護保険の見直しが進められているが、介護保険だけを改革するのではなく、

社会保障制度全体を見直すようにすべきだと思う。 

   給付と負担全体の見直しについてだが、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。日本の社会保障制度は、高齢者の方にかなり力点が置かれているが、少

子化も大変大きな問題であり、一体的な見直しの中で、高齢者から子ども、生まれて

くる赤ちゃんに力点をシフトすることも検討すべきだ。社会保障制度の中には雇用保

険もあるが、これも全体の中で見直す。以上が基本的な視点である。 

   論点の１つであるが、社会保障制度を持続的なものにするためには、全体の給付の

伸びを経済成長の伸びに見合ったもの、身の丈に合った制度にし、全体のサイズ、総

額の管理をする必要があると思う。今回の改革で、年金については国民所得比等で言

うとかなり比率の伸びが抑えられることになっているが、推計では、今後医療保険の

比率がかなり高まると見込まれており、こうしたことを見直していく。公的医療と介

護をあわせ、今後の伸びが見込まれる給付をＧＤＰ比、国民所得比でみて、総額管理

する必要がある。そのためには、例えば厚生労働省が５年ごとに給付計画を策定する

ことも必要なのではないか。社会保障は財政にも非常に影響を与えるので、財政再建

との関係でも、「改革と展望」で見直していく必要がある。 

   それから、給付の伸びの管理とサービスの質を両立させるために、各制度に共通す

る事項として、給付の優先度を明確にする必要があるのではないか。制度間でサービ

スの重複給付を調整する、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

確にすることも給付の優先度と関係する。社会保障にかかわる給付と負担の情報開示

を、年金に限らず行う必要がある。保険料の徴収は徹底し、また効率化する。具体的

には社会保険庁の改革等を加速化する必要がある。 

   個々の社会保障制度についてだが、年金は支給開始年齢のあり方を検討することも

１つの論点である。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が、他の

保険料についても年金からの徴収を検討できるのではないか。 

   医療保険について、公的医療費の伸びを抑制するため、2001 年度「骨太の方針」

からずっと言い続けているが、医療サービスの効率化を進める必要がある。中医協な

ど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。混合

診療は年内に解禁の方向で議論が進んでいると理解しているが、ぜひ実行していただ

きたい。 

また、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は思うが、

軽度の医療、例えば、風邪を引いたときなどの自己負担率は少し上げてもいいのでは

ないかと考えている。安心のための保険なのだから、医療の場合も多額の出費が必要

で家計が本当に圧迫されるときはみんなで支え合うことが必要だが、たまに風邪を引
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いたときの医療費は、もう少し自己負担しても、むしろその方が合理的なのではない

か。そうすることにより医療保険の問題は解決できる。つまり、医療費が膨らむこと

を無理なく抑制することができると考えている。 

   介護保険については、医療との重複給付をなくす。その他の具体論として、ホテル

コストや食費は、自宅にいても自分で負担しており、介護施設に入ると負担がほとん

どなくなるのは余り合理的でなく、給付対象から外していいのではないか。 

   介護保険料を払う年齢を 20 歳ぐらいまで下げることが一部で検討されていると思

うが、負担増のようなサイズが大きくなることに関する見直しは個別に行うのでなく、

全体の中で検討すべきだ。この原則に照らし、介護保険の負担者範囲の安易な拡大は

避けて、給付の効率化の方に努めるべきである。 

   生活保護については、自助努力・自己責任が日本の経済社会の原則であり、雇用政

策と連携して自立を促すのが基本的な考え方である。また、基礎年金との役割分担も

明確にする必要がある。 

いずれも個別の具体論だが、これらを列挙し改めて考えてみると、日本の社会保障

制度は経済に見合った形で今後スリム化していく必要があり、我々民間議員はそのた

めに総量である程度規制していくことが必要だと考えているわけだが、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わけではない。現

行の制度でも、合理的に手直しすれば、本当に必要なところに手が回らないというの

ではなく、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ことである。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形でスリム化

することができる。そのためにも一体的な見直しが必要だと考えている。 

   そうした一体的な見直しへのスケジュールだが、年内に論点整理を行い、できる限

り来年の「基本方針 2005」に明記できるようにするべき。 

（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く。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いる。

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

争があった。 

   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、こういうお話があり、その１つの根拠が、高齢

者の消費性向が高く、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、こういう御指摘があった。

それに対して、経済界の御議論もそうであったし、我々もそうであったわけだが、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

をして、その１つの論拠として、その当時、国際比較の資料を出させていただいた。

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が、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いた。 

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るが、今回、

そういう御指摘があったので、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

く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る。 

   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いるが、これを見
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てみると、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あり、確かにマイナスの部分が出てくるところがある。

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、全体としては、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、こういう結論が、このペーパーから出ている。加えて、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いるが、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

ると思う。 

   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

な結果を得ているので、御紹介をさせていただいた。 

（尾辻臨時議員） ただいま御提案のあったことについて、簡単に所感を述べさせていた

だく。大変広範多岐にわたる御提案であることと、昨日まで予算委員会で頭がいっぱ

いだったこともあり、率直な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

きたいと思う。 

   まず、冒頭の部分。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、どなたも御異論のないところだろうと思う。ただ、社会保障の一体的な見

直しという言葉は同じなのだが、ちょっと議論が始まると、それぞれいろんな御意見

もあるし、イメージしておられることもいろいろあるように思う。特に時期を合わせ

ろというような御意見もあるようであり、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う。 

   そこで今、細田議員に主催いただいているところの「社会保障のあり方に関する懇

談会」、昨日私も参加して議論したところであるが、ここでの議論の中身もごく簡単

に御紹介させていただく。７月に第１回が開催され、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た。２回以降は個別のテーマについて議論を行うこ

とになった。まず最初に取り上げられたのは年金一元化。これについては、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ある。まず、方向性が一致して

いる部分の例として申し上げると、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ためには、条件整備が必要ということである。また、方向性が異

なっている部分の例として申し上げると、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ある。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いては、申し上げたように、昨日第３回目があっ

たが、結局、次回もう一度御議論いただくことになっている。それから、生活保護や、

少子化対策についても、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いるところである。お話があっ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あるが、今日の御提案の一番の中心の部分だろうと思う。

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ものである。この議論になると、

私も今、大臣の立場だが、以前は厚生労働部会長であったので、毎年の骨太の方針の

度に、随分言わせていただいた。経済財政諮問会議のおっしゃることがわからないと

いうつもりは全くない。立場上、あのとおりであるだろうとも正直に言うと実は思う

わけである。ただ、社会保障を進める側から言うと、例えば、今日は医療、介護のお

話であるが、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。私どもはそういう立場であるから、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
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げた結果が先ほど先生にも言っていただいた、年金のケースのように結果として数字

が合えば、こんないいことはないと思っており、私どもはそういう努力をすると同時

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。 

   今日のところは、特に医療・介護であったから、さらにちょっと言わせていただき

たいと思う。先ほどあれもこれもお話になって出てくるわけであるが、高齢者の数が

増えると、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あ

る。それからまた、医療・介護のサービスというのは、現金給付と異なっており、医

療機関などの運営主体によって提供されているので、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思う。さらに申し上げ

ると、どうしても抑制するということになると、もう必要最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と思う。ちょっと粗い試算の１つ

で、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のだが、

私どもの試算では、今年度の医療給付費は 26 兆円であるが、これが 2025 年、59 兆

円と見込まれる。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

う数字についてである。この間 2025 年までのＧＤＰの伸びは 1.4 倍であり、26 兆円

の 1.4 倍は 38 兆円になるから、結局、この 59 兆円と 38 兆円の差をどう埋めるかと

いう話になる。再三申しているように、59 兆円という数字は、もう一回精査の必要

もあると思うが、いずれにしても、この大きな差は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いるところである。 

   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、家計や企業の経済活動に与える影響も大き

いことがあるので、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

いくつもりである。そうした中で、医療費の地域間格差などもあるので、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思うところである。 

   今、申し上げたように、医療の地域特性に応じて、若いときからの健康づくりや、

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、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いるが、そうした観点

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う。 

   ２枚目のところで、各制度についての御提案もいただいたが、これはまた、いずれ

個々の御議論があると思うので、今日のところは１つずつについては申し上げない。

また、いろいろ御議論に参加させていただく機会もあろうと思うので、改めて申し上

げたいと思う。 

（中川議員） お手元に２つ資料を用意させていただいた。小さい方、これは企業に対す

るアンケートのデータの資料集であるので、あとで御覧いただければと思う。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

いうことである。では、大きい方の２枚で説明させていただく。企業活動、民間活動

と社会福祉との関係ということを御説明させていただくが、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う。当たり前のことであるが、税と社会
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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、雇用の維

持や社会保障を支える上でも不可欠であるということである。 

   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。これは悪循環に

なるというのが結論である。下の方のアンケートの代表例だけを申し上げると、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が、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うか、

信頼感が損なわれるということだろうと思う。 

   その他いろいろと書いてあるが、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いる。とにかく、どうしようもない水準になった

ときに、企業はどういう行動を起こすのかというと、大企業、中堅・中小とも非正規

雇用、請負形態の切替えを行うとか、賃金調整を行う。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、日本から出ていってしまう。

つまり、空洞化していくということである。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から、事業を縮小するとか、雇用調整をするとかということ

で、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いる。 

   ２枚目であるが、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た。 

   １つはいわゆる予防医学。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 人の町だが、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、イライラしないとか、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、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。従って、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つの例である。 

   それからもう１つ、長野県の例を挙げてあるが、長野県はもともと一人当たり医療

費が非常に低い県で、逆に一番高いのは福岡と北海道いうことになっている。なぜそ

うなのかよくわからないが、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、なぜ安いかということの原因の１つに、70 歳以上の人たちの就業率

が全国で一番高いということがある。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だから、病気に罹ったり、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、その結果として、一人当たり

医療費が全国で最も低いという結果になっている。無理矢理強制労働というわけには

いかないであろうが、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。い

きなり 70 になったから働くということではなくて、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ある。 

   ちなみに、全国が長野県並みの医療費になると、単純計算であるが、2.4 兆円の医

療費の削減は、医療費全体の約８％の削減につながるということになる。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

ースだと思うが、いずれにしても、こういう知恵を絞れば、医療費、あるいはまた、
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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いた。 

（尾辻臨時議員） 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あるが、これ

については、介護保険の御議論をいただく機会があるやに聞いているので、そのとき

にまた、改めて御説明を申し上げたい。 

（奥田議員） 先ほど伸び率管理の問題が出たが、経済活力の維持は、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、社会保障を身の丈に

合ったものにすることは当然だと思う。この実現を担保する手段としては、やはり

中期目標の設定や伸び率の管理などが必要。現状で、医療・介護の給付額に地域間

で大きな差があったり、老人１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倍程度であることを考えても、改善の余地は相当あると思っている。 

   それから、予防に関する指摘も出されたが、確かに予防システムに取り組むこと

は大切。しかし、予防システムにより要支援・要介護１、２の人が減ると思ってい

たが、最近の統計を見ていると、反対に、要支援や要介護１、２はかなり増えてい

るという状況である。これなどを見ると、軽度者が急に増えるということは数字と

して非常にロジックが合わない話なので、予防に取り組まれるのであれば、ぜひこ

の要支援・要介護１、２の人の増加を大幅に減らしていただきたい。これは減らせ

るはずだ、と思っている。 

（尾辻臨時議員） 要支援・要介護１が大変増えているため、ここを減らすために、今、

予防システムを入れたいと考えている、と申し上げた。ぜひその辺を御理解いただ

きたい。 

（谷垣議員） 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に関

する問題であるため、国民経済と身の丈の合ったものにしていくという有識者議員

の主張には全く賛成である。そのためには、公的保険給付の範囲を見直す、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する改革に取り組

む。こういうことが緊要の課題ではないかと思う。 

   したがって、介護とか医療などの個別制度の改革にあたっては、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、という議論に常にフィー

ドバックさせていく必要がある。こういった点からも、有識者議員の資料で指摘さ

れているように、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

ていくことが大事だと思う。 

（麻生議員） 中川議員が指摘されたとおり、福岡と北海道は老人１人あたりの医療費

が高いが、これは両方とも炭鉱が最後まで残ったからだと思う。長野県で高齢者の

就業率が高いのは、佐久記念病院が鍵となっている。佐久というところが長野県に

あるのをご存知かと思うが、ここの佐久記念病院の院長が大した人物で、「徹底し

て働くことをやりさえすれば、必ずそうなる」と。そのとおりになった。だから、

就業率が高いところほど間違いなく老人１人あたりの医療費が低いのであり、中川

議員の指摘は正しいと思う。 

（中川議員） どうして福岡は麻生病院があるのに高いのか。 

（麻生議員） 基本的には炭鉱のため。炭鉱の人々は、やめた後、炭鉱以外では働けな

かった。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だと思う。炭鉱

が閉山したときに、皆ほかの炭鉱に移り、終わってからまた元の郷土に戻ってきた

というケースが圧倒的に多いと思う。 

（牛尾議員） この２～３年、収支総枠で見よう、また一体的に見よう、ということを
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主張してきたが、現在、これがかなり切実になってきた。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

テーナブルではなくなるということがこの５年間で実証されたことだ。したがって、

この７年程度、完全に名目成長をはるかに越えた伸び率が続いているが、ここでは

っきり見直すことを考えなければいけない。そのときに、尾辻臨時議員が仰ったよ

うな、執行面で、軽度者に対する給付内容などを予防の観点により抑制する、とい

う論理の正しさがある反面、執行面のルーズさが片方にある。極めて気軽に、１、

２の軽度のものをさっと付けるとか、老人病院からこちらに回してくるなどのこと

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のであり、立派な

地区ではそういう運用はないのだろう。しかし、そうでない地区がたくさんあるこ

とにどうやって歯止めをかけるかということを考えなければいけない。 

   加えて、現在では、公的医療と介護の問題に関して、時期として「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 年度の間を目途にして決定を得る」

ことになっているが、それでは間に合わない。そのため、有識者議員は、できるも

のからまとめて行き、来年の基本方針には、かなり一体化的な考え方での抑制とい

うものを、対象になっている介護保険、医療保険について、改革がまとまったもの

から順に、一体的な見直しの第一歩として記載していきたい、と考えている。この

観点を重視したいと思う。 

（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、

ということが非常に重要なポイントだろうと思う。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。残念ながら厚生労働省はタテ割りで、法律作りが、そのインプリケーション

を考えずに行われるようなケースもある。我々もまた問題提起をさせていただきた

いと思っているが、どのように相互調整し、全体としての施策をどのように組み立

てていくかについては、そ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

点となると思われる。厚生労働省もぜひよろしくお願いしたい。 

（奥田議員） 中川議員の資料にも出ているが、社会保険料が高いという声があちこち

から出てくる。しかし、この他にも日本の国民に、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、よく見直していただきたい。 

   具体的な数字は敢えて言わないが、項目的に見ると、家計にしろ企業にしろ、社

会制度の不備などの理由によって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、一番大きな問題は、義務教育の費用である。義務教育があるが、

それでは足りないので塾に行く。塾に行くと、１ヶ月で３～５万円程度、年間 30

～40 万円程度お金を取られている。義務教育がしっかりしていれば、そういうも

のは払う必要がない。そういった意味で、やはり、家計の制度や中身を国民全体が

見直すということも非常に大事である。義務教育費以外にもいろいろ指摘したい費

用はあるが、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、経済産業省から企業や個人などに示唆していただきたい。 

（尾辻議員） 最後に手短に発言させていただく。 

まず、総枠規制、身の丈にあった制度に、というご指摘について。再三申し上げ

ているように、厚生労働省もそれを否定するものでない。そもそも、社会保障の全

体が破綻すればどうにもならないため、そのことについて厚生労働省は誰よりもよ

く承知をしている。ただ、最初に申し上げたように、厚生労働省の立場としては、

国民に必要なサービスはどうしても提供しなければならない。例えば、生活保護の

抑制の話などをすれば、たちまち憲法 25 条を根拠にどうしてもやらなければなら
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ないと言われる。また、病気になった人がいれば、それも何とかしなければならな

いというような話をずっと積み上げざるを得ない。そう言うと、また一体的見直し

の話に戻っているのかもしれないが、とにかく、厚生労働省の立場としては、必要

なものは積み上げていく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。 

   次に、一体的な改革について。これは、基本的に全く御意見はそのとおりである

と思う。ただ１点、今後御議論していただきたいが、昨日の社会保障のあり方に関

する懇談会における議論の中でも、例えば「今進めている介護保険の見直しなどを

少し先延ばししても良いのではないか。年金の保険料負担は、2008 年８月まで 15％

を割っており、９月の改定で 15％を超える。この辺を１つの目安とすれば良いの

ではないか。」という議論がある。それに組するわけではないが、そういう議論も

いろいろとあるため、ぜひ今後御議論いただければと思う。 

   最後に、実際の現場で無駄があるのではないかというご指摘について。これは大

いに反省しなければならないところがあると思っている。この話をすると、三位一

体の改革に戻るところがあり、国がやっている部分、そして実際に社会保障の現場

は市町村でやっていただいているが、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、今後の御議論をよろしくお願いしたい。 

（竹中議員） それでは、簡単に３点だけ要約させていただく。 

   今日の基本的なポイントは、やはり社会保障全体を一体としてとらえる必要があ

り、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う。これ

に関しては、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、

中期的目標などのお話も出たが、ぜひ詰めていただきたい。その際には、当然、尾

辻臨時議員が指摘された、ある程度現場の側から言えば必要額の積み上げという側

面もある、という点も踏まえ、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したい。 

   ２点目としては、やはり急ぐということだと思う。スピード感というお話が何回

も出てきたが、これは年内に論点整理をするということになっているため、それを

踏まえて来年の基本方針にぜひ取り組むことが明記できるように、諮問会議でしっ

かりと議論をしていきたい。 

   ３点目としては、それに関連するものとして、予防や、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ということだっ

たと思う。この議論は、実はこの諮問会議で何回も出ているのだが、必ずしも深ま

っていない。ここはやはり、尾辻臨時議員にしっかりとお詰めいただきたい。加え

て、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なされたため、こ

の点についても引き続き尾辻臨時議員によろしくお願いする。 

（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、三位一体の改革について御審議いただく。まず、国と地方の協

議の場等における議論について、細田議員から御報告をいただく。 

（細田議員） ９月３日の総理指示を受け、９月７日に三位一体改革に関する大臣会合を

開催した。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る。 
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   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いては、９月 14 日に

第１回目を開催した。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る。

また、来週の 26 日に第４回目を予定しており、各主管大臣の説明が終了することに

なっている。 

   私から関係各大臣に対し、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いて、平成 17 年度分と平成 18 年度改革分の仕分けを含

めて検討を進め、その結果を 10 月 28 日までに提出いただくよう申し上げている。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

案されている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。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したいと思っている。 

今後、政府一丸となり、地方とも協議しつつ、与党の協力を得ながら、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いきたいと思うが、非常にいろいろ

な意見が各省から出ており、なかなか大変である。来週、各省ヒアリング、六団体と

の意見交換が終わった後に、財務大臣、総務大臣、経済財政政策担当大臣と私とで、

今後の特に関係する問題のあり方について相談したいと思っている。 

（竹中議員） それでは民間議員から提出資料について、御説明いただく。 

（本間議員） お手元の「三位一体改革の『全体像』策定に向けて」、「地方財政計画・地

方交付税改革について」と２つの資料について説明する。今、細田議員の御説明にも

あったとおり、補助金改革は今、難しい局面にあろうかと思う。しかし、これは総理

の御指導のもとで、４兆円の補助金削減と３兆円の税源移譲をやると明言されており、

しっかりとした取組みをお願いしたい。 

   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ある。これはマク

ロ経済的に言うと、この三位一体の改革は、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いる。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しているから、交付税あるいは地方財

政計画の規模が、マクロ経済に対して大きな影響を持っているということである。こ

の規模の策定がこれまで予算の中でしか議論されていなかったことは、非常に大きな

問題である。中央政府の予算については、概算要求等の流れの中で今年から経済との

かかわり方が議論をされてきた。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る。 

   その点で「三位一体改革の『全体像』策定に向けて」の資料のとおり、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は、非常に重要な構成要素になると考

える。 

   さらには、これまで「改革と展望」でも指摘してきた地方交付税の不交付団体の割

合、人口割合をどのように実現をしていくのか、改革の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いる。 

   その上で、もう１つの「地方財政計画・地方交付税改革について」では、地方財政

計画は 90 年代に入ってバブルの崩壊、経済の低迷ということもあり、国税５税で上

限をかけていた地方交付税のシーリングが外れて青天井になりかけ、地方交付税制度
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それ自身が変質していったという問題がある。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させていただいた。 

   そして、この中身を調べていくと、決算と地方財政計画に計上されている部分が大

きく乖離しており、計画と実績をどのように評価に入れ込みながらフィードバックさ

せていくかというミクロ、実務上の問題もある。竹中議員から民間議員に対して宿題

として課されていたこのような問題に対して、我々がその暫定的な回答を用意したと

いうのが、この５枚ものの資料「地方財政計画・地方交付税改革について」である。 

   地方財政計画については、先ほど申し上げたように、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、さまざまな経費が入り込んできた。

経費の内訳、積算根拠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、実績値と計画値が大きな乖離が生じ、いわばフィクションの世

界になっているような部分もある。その点で交付税総額の妥当性についても、内容の

精査と合わせてやっていく必要性があると思う。 

   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ある。昨年

度の地方の怨嗟な声的なものもそこを反映していて、プレディクタビリティという言

葉を使っているけれども、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。 

   竹中議員の御下命の部分については、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

してきた。その点の幾つかの項目について、１．の中で①から⑦を掲げている。そう

すると乖離という問題が存在していることと同時に、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ことがわかった。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。恐らく、我々がここで挙げている数字においても、反論があるか

と思うけれども、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結果であり、

もし誤りがあれば、また御指摘いただければと思う。 

   その上で、毎年度、この積算が予算編成の間際の中でなされる流れの中で、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

況であるので、これについては中期的な地方財政ビジョンを準備しながら、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、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ると思う。 

   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うし、マクロ経済運営の観点から、経済財政諮問

会議においても、この地方財政計画をしっかりと議論をしていくということが必要で

あると思う。 

   最後に交付税のもう１つのポイントである特別交付税について、今年は台風等で非

常に大きな災害の費用が出てくる。この問題に対しては、実は特別交付税が大きく寄

与する。特別交付税は、交付税の中身で６％のシェアを占める形になっているが、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いる。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ある。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が必要になってくると思う。 

   そしてさらには、三位一体の改革を進めると、この交付税の有り様そのものが、財
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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、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

うことが重要であると考える。引き続き、この問題については、民間議員も提案をさ

せていただきたいと思う。総務省、財務省においては、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、土俵に上がっていただけるということなので、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ことが重要なポイントに

なると思う。 

（麻生議員） それでは、本間議員の話については、１枚目のペーパーのうち、補助金改

革と税源移譲については、私も全く同じ気持ちであり、不交付団体の人口割合は３分

の１にするとの目標や、財政ビジョンの提言については、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い

る。 

   ただし、その前提としての経済予測とか、国家財政との整合性は不可欠であり、国

の財政ビジョンがなければできないので、その意味では財務大臣からの国の財政ビジ

ョンについて、ぜひ示していただけるものだと期待をしている。 

   また、これは地方の理解を得ながら、前向きに検討していかなければいけないとい

うことなので、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とんどとんとんで一体的にやらな

いと、ということになるので、地方財政ビジョンの策定の大前提と思っており、提出

資料①の１ページ目に関しては、今申し上げたとおりである。 

   提出資料②の件については、これは正直申し上げて論理を都合よく使い分けたり、

事実誤認も多いのではないか、という気がするので、まず、細部にわたって、役所の

方から意見を提出させていただいている。よく読んでいただければと思う。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。 

   まず、地方財政の各経費の内訳については、約 3,100 の地方公共団体の経費をこ

こに積み上げることに関しては、これは正直言って物理的なものもあるけれども、憲

法で保障されている地方自治とか、また分権の点から、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がする。単独事業は枠で計上

しているが、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だと

思っており、事実、小泉内閣になってからの３年半、国の一般歳出 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うが、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％も減っているので、こういった意味では、地

方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いるけれども、

今の点も申し上げておかなければいけないところだと思っている。 

   幾つか問題点について指摘があるので、代表的なところを取り上げて申し上げさせ

ていただくが、地方公務員の給与の計画上の額は、ラスパイレス指数を用いて、国家

公務員並みに置き換えて計上している。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う。基本的には地方公務員の方が

学歴は高く、それから、平均年齢も高いという点を考慮しておいていただかないとい

けないところだと思う。 
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   次に奨励的補助事業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も

のであったら、財務省が予算査定でカットすべきものだと、基本的には、そう思って

いる。 

   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について、例えば、

よく例に用いられる私学助成はたしか国費は 1,000 億円だと思うが、地方は確か単

独経費で 5,000 億円出していると思う。1,000 億円、5,000 億円で合計 6,000 億円

を前提に父兄負担が決まってくるので、地方がこれを切り始めると、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けないということになるの

で、これはいかがなものかという感じがする。 

   次に計画と決算の、今よく言われる投資的経費、いわゆる単独事業費の話について

は、減少している割には、一般行政経費は上回っているではないかという御指摘が最

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。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

えているということであって、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、片方だけの話をしても改革論議は前に進まないことは確実

になっている。そういった意味では、投資的経費が減っている分は、ほとんど一般行

政経費が増えている。その額は同じ額になっていると思うので、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だと

思っている。 

   今後の取組としては、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ったように、ここのところが一番頭の痛

いところだが、骨太の 2004 の中にあるように、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るし、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。地方のばらばらな意見がまとまったもので

あるという大前提があるので、この前提が狂ってしまうというのであれば、最初から

補助金の 3.2 兆円の案は撤回ということにもなるので、これは補助金改革と税源移

譲の姿がきちんと、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の中に盛り込むべき交付税改革

というものをきちんと出させていただきたいと思っている。 

   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てみ

ていただきたい。表紙を入れて３枚になるが、11 月半ばに提案する交付税改革につ

いて、今現在、検討している基本的方向を説明させていただきたいと思っており、本

間議員の御要望のところにもお応えすることになると思うが、最終的には、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っている。 

   ４点書いてある。第１点目は、地方が一番心配しているのは、今回の補助金のカッ

トにより、財政力の格差がさらに大きくなるということに対して、とても不安という

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

ている。補助金の廃止とか削減というような話と、税源移譲に伴って、さらにその格

差は広くなる。財政力格差は一人頭の税収力になるので、そういった意味では、私ど

もとしては個人住民税の５％、10％、13％の税率を一律 10％という比例税率という

ことを考えている。さらに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いる分を是正する方法、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いる。 
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   第２点目については、民間議員の方からも御提案が上がっていた中期地方財政ビジ

ョンの策定について、確かに数年期間で地方財政のガイドラインを提示することがで

きるようになれば、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の

だと思うので、中期的に必要な交付税総額を、法定率をリセットすることできちんと

確保しないといけないことだと思っている。法定率をリセットする、これは財務省の

最も嫌うところだと思うが、それをしない限りは、少なくとも、国税５税のパーセン

トは決まっているので、中長期的には、そういったことはしたいと思っている。ただ、

今すぐやれる話ではないので、そういった意味では、経過的処置として考えておかな

ければならないところだと思っている。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いる。 

   第３点目は、交付税の算定方法の簡素・透明化ということ。これは最初から本間議

員が言っておられるので、私は、この算定方法の簡素化とか、縮減というのに対応し

たものを進めるのは、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くから、というのでは、

努力した甲斐がないわけである。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いうのがない。ごっそり持っていくわけだから、

努力しがいがない制度に今のところはなっている。これは、努力して減らしたところ

が、少なくとも自由に使えるようにしてやらないと、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らないので、投資的経費と経常的経費の乖

離等々、ほかに幾らもあるけれども、一体的にこれを見直して、国と歩調を合わせて

やっていかなければいけない問題だと思っている。 

   第４点目の不交付団体は今申し上げたけれども、この人口割合については、総理の

方から一番最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 130 ぐらいしかないという御指摘が上がっていた。これは誠に

おっしゃるとおりで、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う

と約 80％の市町村に住んでいるので、市町村合併を進めていくとはいえ、今、2,700 

を切るところまでは来たけれども、さらに、どれだけあと進められるかわからないが、

それでもまだ、格差は残ることは確かだと思っている。 

    したがって、人口比でやらないで市町村の数でいくと、これは相当合併を進めない

といけないというようなことにしかならないので、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 減っているので、その段

階でいろいろ御意見が分かれるところだと思うが、少なくとも人口比で３分の１ぐら

いは竹中議員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、それを目指してやるという話を私の方から既に言っている。 

   ２ページの財政計画の歳出と決算の比較について、乖離が大きいとよく問題にされ

ている項目について、概算で示しているが、例年、年明けに公表しているものを私が

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るとおり、ほとんど数字が違っていないと思うが、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

のではないかということになる。 

    この 4,000 億円の数字の中身を見ていただかなければいけないところであり、谷

垣議員の資料の細目をいろいろ拝見したが、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、ずっと書いてあるけれども、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かのごとき錯覚に陥る資料になっているが、これは
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全部足したって 1,000 億円いくかな、という感じだと思う。 

    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

いたけれども、それを含めて 4,000 億円であるから、それが多分、乳幼児で 2, 000

億円、老人で 1,000 億円、合計 3, 000 億円、残るのが 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いる。そういった意味では、申し上げたい

ことはいろいろあるけれども、少なくとも 4,000 億円程度であり、これを除いても

残る、乖離する部分は、地方の財源として不足しているものだという御理解をいただ

かないと。投資的経費の差だけを言われても、基本的に一般行政経費として、いろい

ろな形でのソフト分野に移るというのは、住民のサービスの最前線にいる市町村長に

してみれば、避けて通れぬところだと御理解いただければと思っている。 

（谷垣議員） ８月 31 日の諮問会議では、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、投資単独事業の地方財政計画への

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

ではないかということを説明した。今回はさらに議論を進めるために、資料１ページ

にあるように、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。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つの問題提起を致したい。 

   ２ページ目だが、最初の柱は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い

ただいたが、現在の地方財政計画の歳出は様々な過大計上の問題があり、最大のもの

は投資単独事業で計画への計上額が実際の執行額を６兆円も上回る不適切な過大計

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、地域の民間給与等よりも高水準となっていて、数千億円の過大計上

がある。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

大化に繋がっていることを申し上げたい。その問題点は、まず第１に、本間議員の御

議論にもあったが、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

いったことがあるので、速やかな是正、削減が必要である。 

   ３ページ目だが、今申し上げた見直しを図にしている。左側の改革前の姿では、過

大計上により地方財政計画の歳出が拡大しているわけだが、右側の改革後では、過大

計上の適正化によって、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る。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ある。 

   ４ページ目上段、今後新たな不適切な計上を防止する必要があるが、このため、そ

の原因となっている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 年度である。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等の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。こういった取組みをしなければならな
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い。先ほど申したように、未だ平成 14 年度決算の結果が公表されていないのである。 

   それから、下段の「注」だが、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等に使い

回されている。こういう支出については、交付税ではなく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。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ことは、地方財政のいたずらな拡大に繋がっ

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、取り得ないのではないか。

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適切に精査する必要がある。「注」の一番下だが、地方財政計

画の適正化に伴い、歳出面での見直しが必要となるわけだが、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、地

方財政計画の枠外で地方債の発行を時限的に認めることも考え得るのではないか。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月の諮問会議での考え方にも通ずるのではないかと思う。 

   なお先般、財務省で行っ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。全部というわけではないが、出産、就職、敬老等の祝い金、ある

いは海外旅行費用の補助、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。 

   ５ページ目上段、第２の柱として地方財政の健全化も大変重要。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、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、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といった点に配慮していきたい。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 兆円あったが、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。下段では、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、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

思っている。 

   それから、今後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

続けていきたいと思っているが、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、地方は既に黒字である。地方財政の改革、先ほど地方の

方が努力していると麻生議員は仰ったが、交付税が一番大きくなっているものの１つ

であるから、こうしたアンバランスを踏まえて検討いただきたいと思っている。 

   「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」という麻生議員

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いるにもかかわらず、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は、財源保障

機能をそのまま温存する、あるいは強化することであって、適切とは思わない。 

   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、拡大に繋がりかねない、という問

題がある。単年度の地方財政計画でも決算の公表の遅れから、実態と大きなズレが生

じているのが現状で、この是正がないままに中期的な計画をつくることは適切とは言

えない。 

   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
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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

ないかと思う。 

   麻生議員が「不適切な計上は、結局財務省が査定したのではないか」と仰ったのだ

が、私は、地方財政計画について改革ができたとき、総務省と財務省の担当者が「こ

れはおかしいね、やろう」と腹を割ったときには、良いものができているのだろうと

思う。そういう協力関係は、過去にも随分あったと思うし、これからも大事にしなけ

ればならないと思っている。問題は、決算統計の開示が遅いとか、なかなか中身がわ

からないものだから、一度認めたではないかということで増えていく、中身がわから

ないまま増えていくということが無いとは言えないので、諮問会議の場でオープンに

議論をいただきたいと思っている。 

   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抵触するのではな

いかということについては、問題は国が財源を保障すべきだということについて、ど

ういうことをやるから保障しなければならないのかということ。これは予算の時に、

きちっと査定して、評価をするのは、国の財政として責務ではないかと思っている。 

（麻生議員） はっきり申し上げて、今年３兆円やって、あれだけマイナス 12％を大騒

ぎしたものを、その倍以上を地方に平成 17、18 年度でやれという話は、とてもじゃ

ないができる話ではない。 

（竹中議員） 今日の議論をまとめさせていただく。今、細田議員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粛々と進んでいる。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、地方交付税改

革の部分については、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

いうことだと思う。そうした観点から議論いただいているわけだが、我々は当面、こ

れに関して３つのことをしなければいけないということだと思う。 

   まず、平成 17 年度の地方財政計画を改革に相応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、麻生議員によればそのころまでに

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、予見可能なものを

つくっていく。その際には、今日の議論によると、４点クリアしなければいけない問

題がある。 

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繋が

ってくる問題でもあろうかと思う。 

   ２番目が、計画と実績が違うのではないか、これをどう適正化するか。過大計上な

のか、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

思う。 

   ３番目は、ルールが透明ではないのではないか。もっと透明化が必要なのではない

か。 

   ４番目が、３番目とも絡むがもっと予見可能なものにしていかなければいけないの

ではないか。 

今日の議論では、交付税改革案を 11 月中旬に麻生議員からもお出しいただけると

いうことだったが、民間議員の方からも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。また、谷垣議員からは、適正化について引き続き御議論を賜り

たいと思う。 

（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来て、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来たのだが、ここに来て、
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本当に難しいなというのが分かってきた。しかし、やらざるを得ない。「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、

やらざるを得ないのだから、ここはよく協議を進めてほしい。それから、課税自主権

というのは大事だ。増税は国でやってくれ、減税は地方がやる。これでは、課税自主

権にならない。そこら辺もよく考えて貰わねばならない。何でも嫌なことは国では困

る。どの程度地方議会が、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。 

（竹中議員） 今、小泉議長の仰った課税自主権の問題等々、やはり全体像の中で、何ら

か位置付けなければいけない問題だと思う。 

（細田議員） 国と地方の協議の場における今までのやり取りは、地方は６団体ともに「国

から補助金をいただいているが、それらは国でやっていただかなくても結構、我々が

提案したものは全部自分達でやれる。」と明言している。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使われるか分からないので、国としては基本をしっ

かりと、あるいは財布の紐を握って、国政あるいは国の行政としてやらなければいけ

ない。」あらゆる省と言っていいほど、このやり取りである。それでは、そこで生じ

た必要財源を、本当に全部見られるかと言えば、先ほどのプライマリーバランスの話

もあるし、地方別の不均衡が極めて大きく、しかも東京都が断突に大きく、他に３つ

４つあるかも知れないが、あとはそうではない。その状況の中で、現状を少し加工す

れば不均衡が是正されるかといえば、恐らくほとんど不可能な状況であり、新しいこ

とを考えなければいけない可能性がある。かつ、それを幾らやっても、地方にも相当

我慢して貰わなければならない。個別に詰めていくと、いろいろな事情はあると思う

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、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、右を見ても左を見ても、我慢

せざるを得ないというところまで減少させなければ、国と地方のバランスというもの

が財政的に取れないので、そういった意思決定が必要だ。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ことはあるが、やはり、どこかで鉈を振るうような

考え方を決めて、これしかないと言うしかないのではないかと思う。まだ非常にきめ

細かい議論の積み上げもあるので、議員の皆さんにもいろんな意味で裁いていただき

たいと思うが、その以前に４大臣でどこまで調整できるかということをお願いしなけ

ればいけない。 

（麻生議員） 最後に１点。「そもそも義務教育の」ということだけはお願いしたい。こ

れは最初に、諮問会議で申し上げたと思うが、教育を金から入るのはやめた方がいい。

必ず、そこを突かれる。だから、義務教育のそもそも論をやらないと。国として義務

教育は自治事務と平成 12 年度に決まったわけだから。生活保護は法定受託事務、義

務教育等々は自治事務で、あとは財源が決まっていないだけの話。そういった意味で

は、私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

の程度をやるのかということをきちんと組む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、それらを無視してここだけで決まったというのはよろしくない。

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

ところに話が行ってしまうので、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うので、しっ

かりと対応する。どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 

 


