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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 10月 25日(木) 18:15～19:33 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫    内閣総理大臣 

議員    町 村  信 孝    内閣官房長官 

同     大 田  弘 子    内閣府特命担当大臣(経済財政政策） 

同     増 田   寛 也    総務大臣 

同     額 賀 福志郎    財務大臣 

同     甘 利     明    経済産業大臣 

同     福 井  俊 彦    日本銀行総裁 

同     伊 藤  隆 敏     東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同     丹 羽 宇一郎    伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同     御手洗 冨士夫    キヤノン株式会社代表取締役会長 

同     八 代  尚 宏    国際基督教大学教養学部教授 

       臨時議員  舛 添  要 一     厚生労働大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について（年金） 

（２）地域経済の建て直しについて 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○持続可能な基礎年金制度の構築に向けて（有識者議員提出資料） 

○年金制度をめぐる課題（舛添臨時議員提出資料） 

○地域力再生機構（仮称）の検討状況について（大田議員提出資料） 

○第三セクター改革の取組（増田議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○年金制度について（有識者議員提出資料） 

○年金制度をめぐる課題（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） 

 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19年第 24回） 
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（本文） 

○ 議事の紹介 

 

（大田議員） それでは、ただいまから、今年 24回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。 

 

（報道関係者退室） 

 

○ 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について（年金） 

 

（大田議員） 本日の議題ですが、まず舛添臨時議員に御参加いただき、社会保障と

財源の在り方のうち、今日は年金制度について御審議いただきます。 

   引き続き、前回審議できませんでした、地域経済の建て直しについて審議いた

します。 

   まずは年金制度につきまして、民間議員が御説明をお願いいたします。 

（八代議員） それでは「持続可能な基礎年金制度の構築に向けて」という民間議員

ペーパーを御説明させていただきます。 

   高齢化社会を迎えた先進諸国にとって共通の課題は年金制度であります。さま

ざまな改革を通じて、持続可能な制度の構築を目指してきております。日本も保

険料の上昇を抑制するための上限設定やマクロ経済スライドの導入等が行われて

きております。 

   しかし、欧米に比べて日本の高齢化は急速に進行しており、年金制度を今後の

超高齢化社会でも真に持続可能なものとするためには、さらなる改革が必要不可

欠であります。各国の公的年金改革の主な例は、保険料抑制、給付見直し、国庫

負担強化で、日本と基本的には同じでございます。 

   基礎年金制度の問題点について。年金改革の中心はやはり基礎年金であります。

基礎年金制度には従来から以下のような課題が提起されております。 

   第１は、これが一番深刻ですが、国民皆年金の空洞化、未納問題であります。

現在、若年者を中心に未納者・未加入者が約 340 万人に及びます。今後増える一

方の高年齢者を減尐する若年世代が扶養する今の年金制度におきまして、こうし

た国民年金の未納者の増加は、まじめに支払っている被保険者、特に強制徴収の

サラリーマン等の扶養負担が相対的に高まることになります。被用者年金でも多

くのパート労働者が未加入でありますし、非正規社員の比率は傾向的に高まって

おります。この問題は、未納者の増加と併せて、将来、無年金生活者が増加する

可能性が大きいわけであります。したがって、現行の制度を放置しておけば、将

来、福祉費用、生活保護の費用が膨大となる可能性があります。厚生労働省の資

料によりますと、現在でも無年金者の３分の２が生活保護受給者になっておりま

すので、この無年金者を放置しておけばいいというわけではない。保険料が払わ

なければ給付がもらえないだけだという形で済まされる問題ではないわけであり
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ます。 

 第２は、給付と負担における世代間格差という問題であります。給付と負担を

比較しますと、後の世代ほど負担がより重くなっており、世代間の不公平感が高

まっております。これを放置すれば、年金制度に対する特に若年世代の不信感が

高まり、制度の持続性が危うくなるわけであります。 

   第３は、職業や世帯形態による制度の違いであります。負担面での一元化が行

われておりません。今、国民年金は自営業の１号者、被用者の２号者、被用者の

扶養配偶者という３号者という複雑な関係になっており、一元化が行われていな

いことから、さまざまな不公平な問題が起こっております。例えば第３号の被保

険者は、個人としての保険料負担なしに給付が得られるわけであります。これは

不公平であるだけではなくて、結果的に専業主婦の女性が働こうとするときには、

その就業意欲を妨げる大きな要因になっております。人口が減尐する時代に、こ

のような、働くと損をする仕組みは残すべきではないのではないかということで

あります。 

   第４は、ずさんな運営体制ということ。年金記録問題や非効率的な徴収体制な

ど、現在の年金制度の運営体制に対する国民の信頼感が大きく低下しております。

これは記録の問題だけではなくて、今の申請主義という仕組み自体にも大きな問

題がある。国民が申請しなければ未納になってしまうという制度というのでは、

やはり国民の信頼性を獲得できないのではないだろうかという問題もございます。 

   基礎年金制度の基本的方向について、選択肢の提示が必要になってくる。上記

の課題への処方箋の一つとして、全額税方式というものが提起されております。

そこで年金制度の基本的方向を論議するために、国庫負担を２分の１として現行

の保険料方式を維持する考え方と、国庫負担を２分の２にする、すなわち全額税

方式に切り替える考え方の２つの選択肢を示しております。それぞれの長所と課

題を十分に検討することが重要であります。 

   ここではその要約がありますが、お手元の別紙４ページを見ていただきたいと

思います。別紙には、今、言いました国庫負担を３分の１から２分の１に引き上

げますと、約 2.5 兆円が追加的に国庫負担として必要となっております。これを

全額税方式に切り替えると、追加的に必要とされる国庫負担が 12兆円要るわけで

ございます。新聞等には単に税負担が増えると書いてありますが、同時に保険料

がなくなるということが大事。当然ながら制度全体は変わっていませんから、国

民の純負担というのは増えないわけです。国民全体から見れば、同額の保険料負

担が不要になるわけですから、損得なしであるわけです。 

   参考がございますが、税方式の具体的な内容についてはいろいろな考え方があ

るわけです。私どもが考えておりますのは、例えば未納の人について、この税方

式に変わるということは、実は変わった時点から後は被保険者として保険料を満

額払うという想定であります。それまでの払った人、払っていない人の記録はき

ちんと取った上で接続し、言わば従来の保険料の代わりに税という形で引き続き

拠出を行うという考え方になっております。したがって、完全に税方式に移行す
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るまでには随分時間がかかるわけですけれども、移行した後ではすべての 65歳以

上の人に今の基礎年金満額が一律に給付されるということで、そのときには追加

的に必要とされる国庫負担は 16.3兆円。それは、今、直ちに要るわけではなくて、

ずっと後にそれが必要になってくるということでございます。 

   ５ページ目でありますが、この２つの方式のメリット、デメリットが整理され

ております。 

   第１に、国庫負担が２分の１に上がる方式であります。国庫負担引き上げによ

り年金財政の安定性が増すということは当然のことながら、現行の社会保険方式

の基本である個人ベースでの拠出、それに連動した給付が維持されます。基本的

に制度変更に伴う保険料等の負担の変動は起こりません。 

   課題・問題点としては、先ほど既に述べたものと重複しますが、未納問題によ

る将来の無年金者・低年金者の増加の問題をどう解決するか、後の世代ほど負担

がより重くなる世代間格差の問題、それに伴う持続性への不安にどう対応するか、

先ほども言いました１号、２号、３号被保険者の負担面での一元化がなされてい

ないという問題があります。また、申請手続の漏れが生じやすい基礎年金の事務

について、国民の信頼性や効率性をどう高めるかという問題点もあります。この

個人の給付と負担等の記録がきちんと付くのが社会保険方式の良いところであり

ますが、一生サラリーマンであれば１つの保険にずっと入っているが、今後の女

性の場合は、自営業になったり、サラリーマンになったり、サラリーマンの奥さ

んになったりということで、頻繁にその間を移動する可能性があるわけです。こ

の制度ができた当時は、そういうことをあまり想定していなかった。そういうこ

とがだんだん難しくなってきているということでございます。 

   第２に、全額税方式の場合。例えば消費税の場合でありますけれども、まず未

納問題が完全に解決するというのが大きなポイントであります。１号、２号、３

号被保険者の負担面での一元化がなされる。すべて消費税で賄うわけです。自営

業者等の国民年金の保険料徴収事務が不要になります。これはかなり行政コスト

を改善し、行政の効率化に資するわけです。高齢者も税負担を伴うために、世代

間格差が縮小します。これは結局、高齢者が負担してくれるだけ若年者の負担が

軽減されるため。今、若年者の負担で高齢者の給付が賄えている面がありますの

で、この制度を導入しますと、結果的にその格差が縮まるということであります。

同時に、豊かな高齢者がたくさん消費して、たくさん消費税を払ってくれれば、

その消費税の財源を年金財源に投入することで、結果的に高齢者間の所得格差の

縮小にも貢献いたします。今、日本で格差が広がっていると言われることの最大

の原因は、格差の大きな高齢者世帯の比率が高まってくることでありますから、

この問題にも結果的に対応できるわけであります。ただし、この場合、物価スラ

イドを通じて年金額も上昇するという問題は、留意する必要があることです。 

   何よりも、消費税方式には逆進性があるということがよく言われるわけですが、

今の国民年金の定額保険料の方がもっと逆進性は大きい。これは一種の人頭税で

ありまして、どんなに貧しくても、免除されない限りは金持ちと同額の国民年金
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の保険料を払わなければいけない。消費税であれば尐なくとも消費に応じた、消

費に比例した税金を負担しますから、むしろ逆進性が緩和されるわけです。 

   ただ、税方式にはさまざまな課題があるわけで、第１は、個人の拠出によらず

給付を受け取るという制度は、社会保険というよりもむしろ公的扶助ではないだ

ろうか。そうなれば、所得制限を伴うのが一般的で、生活保護との違いをどう考

えるかという問題が出てきています。現に諸外国でも、全額税の制度というのは

一般に所得制限が設定されております。一方、この消費税という形で、例えば年

金財源を賄うときには、居住期間に比例した負担をしているとも考えられる。１

年日本に住んでいるということは、１年消費税を払っている。それはやはりきち

んと拠出しているとも考えられるわけであります。拠出と給付の対応性というこ

とであれば、医療保険も厳密には対応していない。医療の保険料は、所得の高い

人は高い保険料を払う。しかし、病気のときは平等に給付を受けるわけですから、

給付と拠出が１対１で対応していなければ社会保険でない、というのであれば、

医療保険も社会保険ではないことになります。いわば、税方式では従来の年金保

険が医療保険のような形になると考えることもできるわけであります。 

   第２も大きな問題でありますが、既に保険料を払った者、主に 60歳以上の者に

とっては、税金の追加負担が発生する。これに納得が得られるかということであ

ります。６ページを見ていただきたいと思います。「ア．移行前に保険料を完納し

ていたケース」であります。40年間保険料を払って、これで払い終わったと思っ

ていると、消費税の方式になりますと、更に生きている間ずっと消費税の負担が

かかる。いわば、追加的な負担になるわけであります。また、既に年金を受給し

ている者についても同様の問題が起こります。この問題をどう国民に納得してい

ただけるか重要であります。しかし、先ほども申し上げましたように、世代間の

格差というものが非常に大きく、それが年金制度の根幹を揺るがす問題になって

いる。ですから、消費税による追加負担により、現在の年金制度で有利になって

おり、過去の保険料の拠出に比べて、より多くの給付をもらっている高齢世代ほ

ど多くの負担をするという形になるわけですから、これはむしろ、先ほど言いま

したように、世代間格差の縮小につながることにもなるわけです。一般の国民の

方に、世代間格差の縮小につながるから追加負担をしてくださいと言って、納得

してもらえるかどうかはまた別の話でありますが、これ以上、若年者に追加負担

になるということではないということです。 

   第３に、制度移行前の保険料納付実績と移行後の税負担について公平性を確保

するために、長期にわたって複雑な移行措置を取る必要があるということです。

６ページの下に書いてありますように「イ．移行前に保険料を未納していたケー

ス」の人たちは、消費税は負担するけれども、例えば 25年の年金納付を要件にす

ると、なかなか 25年が過ぎない。このケースですと、50歳まで未納している場合

であるが、その後ずっと消費税を負担していても、機械的に計算して 75歳まで年

金が支給されないことになる。ただ、これは 25年の納付要件というのをどこまで

硬直的に考えるかという問題であります。いずれにしても、移行期間中の取扱い
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というのは非常に複雑で、きちっと考えなければいけない。 

   第４に、企業が負担してきた分（約 3.7 兆円）の取扱いをどうするかという問

題がございます。 

   ３ページ目「３．今後の取組」について。以上のように国庫負担を２分の１に

する場合も２分の２にする場合も、さまざまな問題点があるわけです。 

基礎年金の基本方向として２つの選択肢が提起されております。選択に当たっ

ては、十分な国民の理解と協力が不可欠であります。年金制度はすべての国民に

関わることでありますので、年齢・職業等によって意見が異なる場合も多いわけ

です。また、超長期の制度であるがゆえに、一旦走り出すと簡単には方向転換で

きないという問題ですから、以下のような取組を進める必要があります。 

   第１は、与野党を通じた超党派の対応の重要性ということでありまして、民間

議員の提出した参考資料を見ていただきたい。３ページ目を見ていただきますと、

各国の年金改革プロセスというものがございます。欧米でも年金改革はこれまで

苦労しておりまして、スウェーデンや米国の年金改革は、まさしく超党派で進め

られてきております。例えばスウェーデンでは、超党派の与野党幹部クラスによ

る検討グループで議論を行い、与野党合意を取りまとめております。米国では、

大統領直轄の委員会が設けられ、委員のうち国会議員は超党派から構成されてお

ります。国民生活の基礎となる年金改革については、年金不信、年金不安に対応

するためにも、国民の立場に立った超党派での合意形成が必要であるという問題

提起でございます。 

   第２は、国庫負担割合の２分の１への引上げの実現であります。いずれの選択

肢を取るにしても、年金財政の安定性の強化には、まず国庫負担の引き上げが必

要な措置であるため、既定方針どおり、安定財源を確保する税制の抜本的な改革

を行った上で、2009年度の２分の１への引き上げを実現する必要があります。 

   第３は、制度の基本論に関する国民的論議の推進。今回示した選択肢などの資

料を活用し、広く国民的議論を進めるべきであります。年金制度の議論に当たっ

ては、極めて難解な専門用語による専門家だけの議論にならないよう、豊富かつ

わかりやすい情報を提供する必要があります。 

   第４は、現在の問題の早期の解決ということ。未納問題、年金事務問題、世代

内・世代間の格差問題の解決に向けて、以下のような方策を検討すべきではない

か。 

   未納問題では、最低加入期間の短縮。25年間という長期の最低加入期間を短縮

すれば、現在の未納者も年金加入がしやすくなるわけであります。25年というは、

国際的に見て極めて長い。諸外国の場合は 10年や５年という形で資格が得られま

す。これは是非見直す必要があるのではないかと思います。それから、保険料の

クレジットカード納付や口座振替の推進も重要であります。 

   事務問題では、公的年金に対する国民の信頼が回復されるよう、記録問題の解

決に向けた取組を確実に遂行し、社会保障カードの導入で、より透明性の高い仕

組みにしていくこと。 
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   世代内・世代間格差問題につきましては、高所得者への年金給付に課税し、そ

の税収を年金財源とすること。これにより、最も所得格差の大きな高齢者世代内

の所得再分配が進められるわけです。また、世界一の長寿国となっている日本で

あるにもかかわらず、年金の支給開始年齢は、先進国の中では最も低いものの一

つであります。ですから、高齢者雇用の促進と並行して、年金支給開始年齢を引

き上げる必要があるのではないかということでございます。 

   長くなりましたが、以上でございます。 

（大田議員） ありがとうございます。 

   それでは、舛添臨時議員お願いいたします。 

（舛添臨時議員） お手元に「年金制度をめぐる課題」という資料がございますので、

これを基に御説明申し上げます。 

   １ページ目「平成 16年改正のフレームワーク」でございます。負担の上限を固

定して、その範囲内で給付水準を自動調整する仕組みを導入するなどの枠組みに

よって、長期的な給付と負担の均衡を確保して持続可能なものとした。加えて、

現在、厚生年金の被保険者数が想定より160万人程度上回っていることなどから、

年金財政はこの３年間で 12兆円程度好転している。 

   問題は、八代議員のお話にもありましたように、国庫負担を２分の１に引き上

げないといけないということ。所要の安定した財源を確保するために、税制の抜

本的な改革を行った上で、平成 21年までに２分の１に引き上げる必要がある。黄

色い囲みにありますように、そのために 2.5 兆円が必要。したがって、消費税を

含む税体系の抜本的な改革を目指して議論することが必要でございます。 

   ２ページ目は、今、八代議員がお述べになりましたように、税方式についての

論点でございます。そもそも我々の制度は、すべての国民が老後生活の安定を図

るため、現役のうちに保険料を拠出し合う社会保険方式ということで、国民皆年

金を実現しているところでございます。最近、未納・未加入、今、私が取り組ん

でいます年金記録問題を契機として、税方式に移った方がいいのではないかとい

うことがございます。税方式については、先ほどの八代議員の繰り返しになりま

すが、未納・未加入が発生せず、無年金・低年金問題を回避できるというメリッ

トがある。運用コストを低くできるということもあります。しかし、税方式へ移

行しても、低年金の問題は長期間にわたって残るとともに、受給後にも税負担を

伴いますから、二重の負担が発生するということでございます。しかも、現行の

国庫負担に加え 15 兆円の追加財源が必要になる。この財源の確保をどうするか。

資力に応じた給付制限は避けられないわけですから、そのときどきの財政事情や

景気変動の影響を受けやすくなるおそれがありまして、給付削減について国民的

合意が得られるのか。国の基幹税たる消費税に匹敵する金額 11兆円に当たるわけ

ですけれども、現に年金保険料で負担している構造を大きく変化させることが可

能なのかどうなのか。そういう課題があります。厚生労働省としては、現行の社

会保険方式を基本として、更に諸問題を解決していって、公的年金制度に対する

信頼を勝ち取りたい。 
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   ３ページ目「年金制度をめぐる諸課題への対応」。これまで「未納・未加入対策」

をしっかりやってきました。負担能力に応じたきめ細かな免除制度の導入、強制

徴収の実施、納付方法はコンビニでもいいということもやっております。年金記

録問題は、今、一生懸命取り組んでおりまして、１か月ぐらい前倒しでプログラ

ムの試行もできましたので、私も火曜日に見てきましたけれども、かなり順調に

いっているという感じでございます。何とか７月５日に示した工程どおりにやり

たいと思っています。あとは社会保険庁改革をやることによって、この面でも国

民の信頼を勝ち取りたいと思います。現在、国民皆年金が成立して 45年が経過し

ているので、そういう意味においても、そろそろ完成期を迎えるという感じがい

たしております。社会保障カードという１枚のカードで、年金、介護、病院がで

きるように、今、23年を目途に入れようとしております。いずれにしましても、

こういう諸課題を一つ一つ解決していって、年金制度を持続可能な制度にすると

いうことで、国民に信頼される制度となるように、最大限の努力をしてまいりた

い。これが今の私どもの考え方でございます。 

（大田議員） ありがとうございました。 

   それでは、自由討議をお願いしたいと思います。まず額賀議員から御発言があ

ると伺っていますが、いかがですか。 

（額賀議員） 年金問題ですか。 

（大田議員） はい。よろしいですか。 

（額賀議員） とりあえず、先ほど来お話がありますように、2009年度に国庫負担を

２分の１にすることについては、現実的にしっかりと対応しないと、よけいに国

民の皆さん方に不安感を与えるということでありますから、安定した財源をつく

るということで、しっかりとやっていただきたいと思っております。 

   税方式の提案もあったわけですけれども、どちらがいいかという議論をしてい

くことは大事なことであると思いますが、これは八代議員もおっしゃったとおり、

国民的な理解を得なければできない。それは広く議論をしていかなければならな

いと思います。これにより、誰が損をして、誰が得をするのかということもあり

ますし、問題提起された、これまで支払った保険料の扱いをどうするのか、それ

から、厚生年金の二階部分をどうするかなど、いろいろな問題がある。国民の皆

さん方に本当に理解してもらえるかどうか、これはやはり十分に議論をしていく

必要があると思います。 

（大田議員）  まず、丹羽議員、伊藤議員、お願いします。 

（丹羽議員） 民間議員からお出しした選択肢は２つあります。やはり今、額賀議員

がおっしゃったように、十分な国民の理解がどうしても必要であるが、私もいろ

いろ勉強すればするほどややこしくてわかりにくい。百年の大計として、やはり

すべての国民が理解できるように、きちんと説明しておく必要があるのではない

かと思います。 

   今回もいろいろ調べてみますと、国民保険の対象者が 2,140 万人いるようです

が、未加入者、未納者、免除者、特例者・猶予者を合わせますと、920 万人、約
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43％の人がその対象になっている。実際に全額払っているのは、1,220万人にすぎ

ないということであります。今の未納問題が最大の問題ではないか。これまでの

保険料の納付実績は年金に反映させるべきであり、やはり未納対策を早急に講じ

る必要がある。その際、特に受給資格期間が 25年というのが最低ですが、24年間

支払っても 25年に達しなければ給付はゼロということになるが、他の国の例を見

ると、先ほど出ました、アメリカ 10年、ドイツ５年、フランス３か月、将来に希

望とか安心が持てない若い世代を中心に、納付しようという意欲を削いでしまう。

この点をやはり大胆に解決していく必要があるのではないか。未納の多くの問題

も解決方向に転換していくと思います。是非これを最初に取り組んでいく必要が

ある。 

   また、公的年金制度収支報告を見てみたのですけれども、実にわかりにくい。

本当に専門家でないと、なかなか解きほぐせないように矢印がいっぱい付いてお

りまして、よくわからない。民間の企業と同じように、収支はどうなっているの

か（Ｐ／Ｌ）、集まったお金をどのように運営して、どれぐらい資産として投資を

して、その上がりはどうなっているのか（Ｂ／Ｓ）、それから、キャッシュフロー

はどうなっているのか。企業会計の場合は、Ｐ／Ｌ、Ｂ／Ｓ、キャッシュフロー

が３点セットなのです。これを是非一度、経済財政諮問会議に提出していただけ

ないか。一体幾らのお金が集まって、どのように運用されていて、どれぐらいの

利回りがあって、どこに投資して、資産をどれぐらい確保しているのだというよ

うなことが全く見えない。これから時間をかけて国民的な議論をしていただくわ

けでありますから、そういう基礎的なデータを、まず国民にわかりやすく説明を

していただく必要があるのではないかと思います。これは是非、総理の指示でお

願いしたいと思います。 

（大田議員）  では、伊藤議員、お願いします。 

（伊藤議員） 問題に入る前に、年金制度というのは、どういう意味を持っているの

かということを話したい。 

今の日本の年金制度というのは、２つの側面があるのです。１つは、長生きリ

スクに対する保険。これは早く亡くなった方は、そこで年金が終わり、長生きし

た人が年金をもらい続けるわけですから、早死にされた方から長生きされた方へ

所得移転が起きている。これが年金の第一の特徴なのです。ただ、これはまさに

社会保険の一番の目的でありまして、例えば今、20歳の人が年金保険料を払い始

めて、ずっと 40年間払ったものをプールして、同じ世代の人たちだけの間で、今、

言ったような形で早死にされたから、長生きされた方にお金を移転する。生涯所

得としては一緒なのだけれども、長生きというリスクに対して保険をかけている。

これがまさに社会保険の意味なのです。同世代の中で保険料をプールしておいて、

退職してから年金を払い始める。平均余命がわかっていますから、幾ら払えばよ

いというのはわかります。これが一番純粋な形での社会保険というものであり、

この場合、国庫負担は必要ない。 

   では、なぜ今、国庫負担が発生しているのかということを考えると、年金制度
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の２つ目の側面、つまり世代間の所得移転が起きているということです。これは、

現在払ったお金が、実際に今、退職している人に使われているということから発

生して、いわゆる積立方式ではなく賦課方式であることに関連して起きているこ

となのです。これが一番うまくいくのは、次の子世代の方が人口が大きく所得も

高いという場合。自分が働いているときに尐し払って親に渡す、自分が退職した

ときには、子世代からもらうといった、次々に所得を渡していくという方式で、

払った額よりもらう額が大きくなるわけです。子世代の方が人口ピラミッドの底

辺が広くなっているわけですから、小額を払うことで退職したときに大きな額を

もらえる。年金制度を最初に設計したときは高度成長期ですから、10％で成長す

ると思って仕組みをつくった。それで尐しうまくいったわけですけれども、すぐ

に低成長になり、いまや人口減尐の時代になっているわけですから、これはうま

くいかなくなった。つまり、世代間の格差は、まさに払い損になっているという

こと。ですから国庫負担が必要になってしまっているということであります。 

ためしに計算して、例えば、今 20 歳の人がこれから 40 年間年金に加入して、

その後、満額の保険給付を受けるときに、今、これから 40年払い続けるというこ

との代わりに、国債を買い続け、複利運用していったら幾らになるかというと、

退職時に大体 1,100 万円になるのです。保険料の代わりに自分で貯金をし、それ

を今度は退職してから取り崩して何年もつかというと、大体 60歳のときの平均余

命の分ぐらいはもつのです。つまり、平均余命の人にとっては、積み立ても今の

国民年金もとんとんの世界になっている。これは、２分の１を国庫負担していて、

この計算になるわけですから、世代間の格差の問題というのは相当深刻なものに

なっている。人口がどんどん減尐しているわけですから問題になる。そもそも制

度の根本的なところで無理があるということです。 

   したがいまして、社会保険か税方式かというのは、今、白か黒かというような

状況ではなくて、完全な社会保険方式では既になくなっている。３分の１は既に

税が入っているわけですから、社会保険、税方式どちらがいいですかという議論

には、そもそもなっていないのです。ですから、２分の１の国庫負担が入ってい

るところで、まだひずみがあるわけですから、全額税方式にしたところで全面的

な転換とはいえない。メリット、デメリットというのはそれぞれありますけれど

も、十分に議論をする価値のある問題である。つまり、既に純粋な社会保険方式

ではないのだということを理解していただきたい。社会保険方式がいいか、税方

式がいいかという問題の立て方では既にないと思います。 

   先ほどの 25年の最低加入期間について、八代議員、それから丹羽議員からお話

しがありましたが、私も短縮すべきだと思います。その結果、25年より短いわけ

ですから、給付額もそれだけ尐なくなる。低年金が問題だということですが、低

年金でも、やはりゼロよりはましなわけです。是非 25年という、大きなジャンプ

があるのではなくて、やはり階段状にいくというのは当然であると思います。 

   八代議員、舛添臨時議員からも問題提起された、いわゆる、既に保険料を払い

終わった人の二重払いの問題をどう考えるかについて。これも先ほど私が言った、
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既に世代間の格差が生じており、今、退職されている人の方が、これから 20年後、

40年後に退職する人よりも、損得計算、世代間の所得のやりとりとして、現在退

職している人の方がかなり得になっていることを考えれば、世代間格差の解消は

できませんけれども、多尐軽減するために、既に保険料を払い終わった方から、

多尐消費税の分ぐらいは負担していただくというのは、私は理にかなったことだ

と思います。40年前に間違った高度成長の下でつくった仕組みのひずみが、今、

ここに来ているということだと思います。 

   以上です。 

（大田議員）  ほかに、御議論はありますでしょうか。 

   それでは、舛添臨時議員、今までのことで何かございますか。 

（舛添臨時議員） 今、伊藤議員がおっしゃった、社会保険か税金か、エントベーダ

ーオーダー（あれかこれか）ではないという議論は、１つあり得るだろうと思い

ます。 

   ただ、年金制度は、やはり長生きリスクへの対応というか、社会的連帯なので

す。世代間の助け合いも含めて、私も社会保険であることを、もう尐し強調する

必要がある。それをしないで、ただ簡単に税方式ということだと、今の年金未納

問題は、今日、明日すぐ変えられるわけではない。そこはかなり強調して、みん

なの助け合いですということは言うべきだろうと思います。 

   25年の最低加入期間の短縮ですけれども、今まで 20歳ぐらいで就職して 60歳

までこつこつ 40年間払う形で、45年間、積み上げてきた実績があるわけです。そ

のときに、期間を短縮するにしても、何年にするかにもよるけれども、やはり今

まで一生懸命、こつこつやってきているのは、１つは、大企業は終身雇用制度が

前提になっているからで、確かに非常に流動化した社会であれば、ポータブルに

やった方がいいという面があるから、いわゆる積立方式が考えられるのだと思う

のです。そういう社会の流動化についていけていない面はあると思います。しか

し、それでもまだ今の受給者を含めて、圧倒的多数はそういう終身雇用という形

でこつこつ積み立てて払い続けていくことが前提であるというときに、その人た

ちの納得は得られるのかと、気分としては若干あります。 

   またいろいろ議論していかないといけないと思いますが、確かに二重払いの問

題などが出てくる。これはやはり納得させる論理が本当にきちんとできるのか。

論理的整合性だけではいかない問題がある。ムードと言ったら悪いのですけれど

も、そういうことをもう尐し議論したいと思っています。 

（大田議員） 民間議員から提出されました参考資料の最後の紙に、受給期間による

金額が出ております。25年で 4.1万円、満額ですと 6.6万円、24年以下が受け取

れない。金額の相場は大体こんな感じです。どうぞ。 

（八代議員） 今、舛添臨時議員がおっしゃったことは非常に大事な点である。これ

は私も過去 20 年間、社会保障学者等と論争しておりまして、「社会保険というの

は社会的連帯のための仕組みだ。経済学者はすぐ損得勘定を持ち出すのは誤りだ」

ということをさんざん言われてきました。私も社会保険、特に年金というのは助
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け合いのための仕組みだということには賛成しております。ただ、それは「公平

な助け合い」でなければいけない。後の世代ほど一方的に不利となる仕組みは、

果たして「助け合い」と言えるのかどうかです。 

 もう一つは、社会保険なら連帯ができて、税ならできないという論拠について

はどうか。消費税こそ、すべての国民が幅広く負担するもので、これも社会的連

帯の一つ。消費税にした場合、それから、所得税でも同じ可能性がありますけれ

ども、例えばアメリカでは、年金の財源を目的所得税で賄っているわけです。そ

れは税の方式によってもいろいろありうるのではないかということです。 

おっしゃったように、年金制度は終身雇用を前提としてできてきたわけです。

しかし、これからの時代を考えれば、今、20 歳の人は 40年後に給付をもらうこと

となるわけですから、40年後の日本というのは終身雇用がどこまで維持されてい

るか。やはり、これから考えたらもっと流動的な雇用形態というものを全体的に

考えなければいけないのではないかということです。 

先ほどの 25年の最低加入期間の問題について。厚生労働省の方がよく言われる

のは、加入期間を短くすると低年金者が増えるだけだということなのです。しか

し、これは誤解がある。サラリーマンの場合、厚生年金があります。厚生年金の

二階建て部分というのは、基礎年金の受給資格ができれば、１か月の加入期間で

も上乗せ分はもらえるわけです。だから、基礎年金だけでは低年金であっても、

二階建ての上と組み合わせればそれなりの額になる。基礎年金の受給資格が 25年

だから、それ以下であれば報酬比例部分がもらえないという問題があるので、期

間を短くすれば単に低年金者が増えるだけの問題とは言えないのではないかとい

うことでございます。 

（大田議員） それでは、伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） 25年の最低加入期間の問題は、こつこつ貯めている人には全然損には

ならないわけです。問題なのは、今までは未納だった人が、これから払い始めて

25年に届くか。もう届かないかもしれないなら、それではもう未納のままでいい

という人が出てくる。それを防ぐ可能性がありますから、これは是非、短縮する

意味があると思います。 

社会的な連帯という意味で、これは八代議員と全く同じ意見で、消費税こそが

やはり連帯の意味に適していると思います。 

高齢者の二重払いの問題なのですが、資産格差というのは退職するときが一番

大きくなっているわけです。これは一生懸命働いたか、運がよかったか、たまた

ま遺産が入ったか、いろいろな理由がありますけれども、やはり生涯一生懸命や

ってきて、ようやく退職したというときには、やはり資産格差が広がっているわ

けです。それは努力したかもしれないが、運がよかったかもしれないわけだから、

高い資産を持っている人から、資産が尐なく、働く年齢が終わってしまったとい

う人に、多尐なりとも同世代の中でも所得の移転があってもいいと思うわけです。

ただ、そのやり方であるわけです。資産調査は恐らくできないでしょうから、や

はり大きな消費をしている人が尐ない消費の人よりも多分豊かな人だろう。これ
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は所得税では再分配できないわけです。所得がなくて、資産を食いつぶしている、

年金で食べている人たちの間で、どうやって所得再配分をしようかというわけで

す。これはやはり消費税でやるというのが一番わかりやすい、フェアなやり方だ

と思うのです。したがって、消費税でやるということが、高齢者の中の、ある意

味での所得移転を実質的に行う、一つの方法であるということだと思います。 

それに関連して１つお願いしたいのは、例えばアメリカの場合には、高額の年

金所得がある高齢者から徴収した税を年金保険基金の方に繰り入れるということ

をしています。一般財源ではなく、年金の方にもう一回戻している。これは実質

上、世代間の公平を図る手段になるということがあります。年金にかかる税につ

いて、高額所得者は年金控除をしても、その後で課税されることがあるわけです。

そのうちの年金部分については、年金財政の方に戻すということを是非御検討い

ただきたいと思います。 

（大田議員） それでは、丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） この問題は、非常に短期的に解決しなければいけない現在の諸問題と、

長期的に議論をして解決していく問題があると思うのです。 

短期的な問題から言いますと、やはり未納問題は非常に大きい。例えば、今の

若い人は保険料を払わないで、国民保険の未納者になったままで民間の保険会社

に積み立てていくという傾向も今、出てきていると聞いているのです。やはり 45％

近くの人が完全には保険料を払っていないという問題を解決しないと、保険制度

そのものが崩壊していると思うのです。この問題はできるだけ早期に解決しなけ

ればいけない。 

一方において、今あるように税方式でやるか、２分の１を国庫負担にするか、

そういう問題はもう尐し長期にわたって議論して、解決していくべき問題だと思

うのです。長期と短期を並行して議論をしていく必要があると思います。 

（大田議員） よろしいでしょうか。舛添臨時議員、最後に何かございますか。 

それでは、町村議員、お願いします。 

（町村議員） 大変よく整理していただいて、国民的な議論や超党派の対応が必要で

あるというのは、本当にそのとおりだと思っております。 

企業が負担していた分がなくなるわけで、これは消費税で個人の負担となる。

企業負担の方がすとんと抜けてしまう。 

どうするのでしょうか。特別企業負担分法人税のようなものをつくるのでしょ

うか。そうしないと、企業負担はなくなり個人にシフトしますというのでは、多

分、それはおかしいという議論に耐えられないと思うのですが、どうでしょうか。 

（大田議員） それでは、御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） その点にお答えしますと、全額税方式については、議論されている

とおり、国民が安心できる年金制度を構築するための一つの選択肢として検討す

ることを提案しているわけです。この方式を我々も主張しているわけではないの

です。まして、我々も、今、町村議員のお言葉に伺われるような、別に企業の保

険料の負担を軽減しようという意図がある訳ではありません。むしろ具体的な試
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算や制度の議論がないままに、今、町村議員が言われるような、企業負担が軽減

されるというような議論が出てくることに、実は我々は戸惑いを感じているので

す。これで聞いたのは２回目ですけれども、そういう戸惑いを感じているぐらい

です。 

そもそも、厚生年金というのは将来給付のための財源の手当ができていない部

分が、現に 100 兆円の単位で存在しているわけです。こうした状況の中で保険料

の負担を軽減することが果たしてできるのかということから検証しておくべきだ

と思います。 

もし、万が一、実際に企業負担が軽減されるというようなことがあれば、それ

は経営側というのは、勿論、法律の改正が要りますけれども、例えば確定拠出年

金に追加拠出をするなどをして、当然、我々は被保険者である従業員に還元すべ

きであると考えています。 

（丹羽議員） 企業だけが有利になるとか、メリットを取るというようなことはフェ

アではないと思います。したがって、もし、全額税方式というようなことになれ

ば、そのときに、企業側としても何らかの対応はしなければいけないし、国民は

見ていますから、企業だけ焼け太りみたいなことになっては当然いけないと思い

ます。それは絶対ないと思います。 

（大田議員） 甘利議員、お待たせしました。 

（甘利議員） 既払者の二重負担の問題についてですが、全額税方式にした場合、単

純に考えて、給付に上乗せすればいいだけの話ではないのですか。参考資料の４

ページに 40年で 6.6万円、25年で 4.1万円、それで 20年で幾らとあり、機械的

に必要な額は出ると思うのですけれども、それを二階に加算して払えば済むだけ

の話ではないのですか。素朴に感じるのです。 

（大田議員） 年金を裁定するのがいつかということがありますね。つまり、民間議

員の提案の中に図がありましたが、既に 60 歳の場合、ここで裁定されますので、

そこから後の保険料は乗らないのです。これは舛添臨時議員にお教えいただいた

方がいいのですけれども、ここで年金額を裁定してしまいますから、それで乗ら

ないわけです。 

（丹羽議員） 甘利議員がおっしゃるのは、積み立てたものを返しなさいということ

なのですか。それは膨大なお金になってしまいます。 

（大田議員） すみません、そうですね。積立金を既に１回返してしまう。それで税

方式にということですか。 

（八代議員） そういうことではないのです。 

（甘利議員） 給付に乗せられないのか、いうことです。 

（大田議員） どうぞ。 

（八代議員） そこは民間議員ペーパーでも考えているわけであります。先ほど御説

明しました資料の５ページ目のメリット・デメリットのところをもう一度御覧い

ただきたいのですが、高齢者も税負担を担うためどうするかということなのです

が、物価スライドを通じて年金額も上昇する。つまり、消費税をかけますとその



 
平成 19年第 24回 議事録 

 

 15 

分が当然、消費者物価に反映されますから、今の物価スライドのままですと、そ

の分だけ年金額が増えるという効果もある。それで完全ではないですけれども、

一部補われる面もあります。 

ただ、そうしますと、やはりその分年金財源がかかりますから、どうするかと

いう問題がある。ですから、私の考え方としては、現在やはり世代間格差の面で

有利な高齢者の方にそのまま負担していただくのがベストだと思いますけれども、

最低限、例えば物価スライドをそのまま適用すると、追加負担となる高齢者世代

にはある程度年金額の増加で返ってくるという考え方もある。いずれにしても、

これはこれから移行措置の中で考えていく必要があると思います。 

（大田議員） 時間がありませんので、一言でお願いします。 

（伊藤議員） 消費税というのは付加価値税ですから、企業も負担しているわけです。

付加価値を生んでいるところは負担していますから、最終消費者だけではない。

これが１点です。 

もう一つは、社会保険料を払わないようにという、わざわざ時間を短縮して働

いている人がいる。あるいは社会保険料を負担しなくてはならない人たちを雇お

うとしない企業もいる。このような労働者・企業のインセンティブがなくなるか

ら、もっと働く人が増えてくる。そこでまた税収も上がってくる。そういうプラ

スの効果があると思います。 

（大田議員） 舛添臨時議員、最後に何かございますか。 

（舛添臨時議員） 要するに、高齢者がこれから増えてくる。確かに、若かったとき

に払った額は大したことではなくて、世代間の受給額で不公平があるのだけれど

も、政治的にこれでもつかどうかと。今までもらっていて、１％か２％かの追加

負担を、あなたは有利だったのだから、今は償いなさいというのが政治的にもつ

かというのは、私は厳しいかなと感じているだけです。 

（丹羽議員） そこに問題がありますね。 

（大田議員） ありがとうございました。 

基礎年金につきまして、現行の保険料方式と、その処方箋として出されている

全額税方式について、本格的に議論したというのはこれが初めてだろうと思いま

す。非常に意義深い議論であったと思います。年金の基本的な在り方というのは、

簡単に結論が出るものではありませんので、こうした選択肢の提示がこれからの

国民の議論のいい材料になるということを期待したいと思います。 

いろいろな御議論がありまして、それぞれの選択肢の抱える大きい問題として

は、現行の保険料方式では未納の問題、税方式の場合は移行に伴う問題が難しい

という点に集約できると思います。 

民間議員から提起された今後の取組について、与野党を含めてしっかり議論を

行うべきだ、国民の幅広い議論をすべきだ、まずは２分の１への引上げを確実に

やるべきだ、それから、未納など短期的にも取り組んでいくものは着実にやるべ

きだ、という点については、おおむね合意があったように思います。 

最低加入期間の短縮につきましては、賛成する意見、それから、これまで積み



 
平成 19年第 24回 議事録 

 

 16 

立ててきた人との公平といったような御議論もありました。これも今後、議論し

ていく必要があると思います。 

総理から、何かございますか。 

（福田議長） 今、大田議員の方から要約してくださいましたけれども、それに尽き

ることであります。基礎年金の問題から年金全体の取組について、いろいろな角

度から御議論いただいて、大変有意義な議論だったと思っております。私の方か

らは、やはり国民が理解していただけるような議論を是非続けていただきたいと

思っております。 

前回からは、社会保障の負担と給付の在り方を論じているわけでありますけれ

ども、議論としては、まずは社会保障や尐子化などについて今後の在るべき姿を

描いて、国民にわかりやすくお示ししていただいた上で、それに必要な安定財源

をどのように確保して将来世代への先送りをしないということが、極めて大事な

ことであると認識しております。 

だからといって、直ちに消費税が幾らという話ではなくて、社会保障と、これ

を支える税体系の在り方全体について、国民の視点に立って御議論を進めていた

だきたいと思っております。 

それと同時に、前回試算でも示されたとおりに、安定した成長と歳出改革の両

方を進めていくということは極めて大事でございますので、そういう観点から随

意契約の見直し、入札制度の改善といったような予算の無駄を徹底して排除して

いくということ、また、もう一方の経済成長戦略を着実に進めていくといったこ

とについても議論は継続していただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

（大田議員） ありがとうございました。 

舛添臨時議員はここで退席されます。どうもありがとうございました。 

 

（舛添臨時議員退室） 

 

○ 地域経済の建て直しについて 

（大田議員） それでは、残りの時間は地域経済建て直しについて、尐しだけ議論さ

せていただきます。 

まず、私の方から地域力再生機構の検討状況について御報告させていただきま

す。お手元に「地域力再生機構（仮称）の検討状況について」というＡ４縦長の

紙がございます。このメンバーになりましてから初めての議論ですので、簡単に

地域力再生機構の御説明をさせていただきます。これは、地方自治体や金融機関

と連携して、中規模企業や３セクの事業再生を行っていくものです。前にありま

した産業再生機構と類似した機能を持っておりますので、そのノウハウは十分に

生かしますけれども、３つの点で産業再生機構と異なります。 

１番目は、産業再生機構は大企業が対象でしたけれども、この地域力再生機構

は地域の中規模企業と３セクも対象にいたします。 
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更に２番目の点としまして、企業単体だけではなくて、複数の企業を含む、観

光地ですとか商店街という一定の地域を含む再生、これを面的再生と呼んでおり

ます。産業再生機構では制度上、この面的再生は限界がありました。しかし、地

域の建て直しのためには、観光地ですとか商店街のあるエリアを全体として再生

することが非常に重要ですので、この面的再生というのも大きい柱になります。 

違いの３番目としまして、産業再生機構のときは、民間の事業再生ファンドと

いうのはほとんどありませんでしたけれども、今、地域にたくさん育ってきてお

ります。したがいまして、資金面ではこの民間ファンドを存分に活用する。地域

力再生機構の非常に重要な役割は、資金よりもむしろ人材を派遣していく、人材

を提供するところにあろうかと思います。 

このような趣旨で、お手元の紙にありますように、これまで研究会をつくって

専門家の方々に御議論いただき、８月７日に中間報告を行っていただきました。

引き続き議論をしながら、地方自治体や地域金融機関との間で意見交換やニーズ

を把握しております。自治体、金融機関ともに機構の活用に関心を寄せておられ

ます。 

１枚おめくりいただきまして資料の２枚目です。地方自治体の方からは、次の

ような意見が寄せられております。２つ目の○に①～④まで書いてございます。 

①３セクの再生・処理には地方公共団体の負担が発生する場合があるが、地方

議会等の理解を得るのに困難を要することが多い。機構が中立・公平な立場から

事業再生プランを策定・実施することで、関係者の理解の促進につながる。 

②３セクへ貸付を行っている金融機関との調整が進む。 

③地方の枠を超えた全国レベルでの経営人材の確保、金融・事業の専門家によ

る事業再生の処方箋の提示になる。 

④政府系金融機関の債権調整になる。 

３枚目。地域金融機関につきましては、金融庁が地銀と第二地銀の会員行（合

計109行）に対してアンケートを行ったところ、全体の８割強の金融機関が関心が

あると答えております。 

次の○で、関心ありとした理由としては、２つ目の矢印にありますように、機

構が中立的かつ公平なデュー・デリジェンスや再生確度の高い計画策定を行うこ

とで、国や地方公共団体の協力が得やすくなる。４つ目の矢印で、地方には人材

が不足しており、経営人材を地方に還流させる機能への関心は高い。また、第３

セクターは経営のリーダーシップの所在が不明確な面があり、外部人材による抜

本的な再生が必要である。そのような関心が寄せられております。 

今後とも、ヒアリングを引き続き続けまして、12月上旪をめどに最終報告の取

りまとめを行う予定です。 

私からは以上です。 

増田議員、どうぞ。 

（増田議員） それでは、今との関連で、３セクの話が出てきておりますが、これは

地方の財政問題とも非常に絡む話であります。もう一枚「第三セクター改革の取
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組」という資料を用意してございますので、こちらを御覧いただきたいと思いま

す。横長の資料でございます。 

一番上の枠に書いてございますが、現在、第３セクターと言われておりますも

ので、6,706法人、大変数が多いのですが、その数だけございます。これは、民法・

商法法人ですから、いわゆる道路公社や住宅供給公社などは、この中に入ってお

りません。それはまた別でございます。この6,706法人のうち、赤字法人が2,448、

３分の１以上でございまして、更に負債が資産を上回る債務超過の法人が368、

5.5％ということでございます。 

こうした３セクには、自治体が損失補償している場合が多くございまして、損

失補償を付与されております３セクが489法人、その損失補償残高が約２兆3,000

億円と大変多い額でございます。この中には、国の施策と関連したものも相当程

度含まれますけれども、地方公共団体の自主的判断に基づくものも相当あるとい

うことでございます。損失補償契約を結んでおりますので、これが倒れそうにな

ると債務として自治体財政に顕在化していくという関係でございます。 

次の枠に書いてございますが、そうしたこともございますので、３セク等への

損失補償につきましては、今年６月に財政健全化法が成立いたしました。その中

で貸倒引当金と同様の観点に立ちまして、公共団体の将来負担の対象となるなど、

公共団体におきましては３セク改革が一層重要な課題になってきているというこ

とであります。 

右側の枠に書いてありますが、「債務調整等に関する調査研究会」というものを

立ち上げておりまして、先般そこから中間報告が出されております。３セクに対

する損失補償につきまして、規律の強化を図るための新たな仕組みの必要性が指

摘されている。これは、議会の承認さえ得られれば、今、損失補償は自由にやれ

るような形になっておりますが、もっとそこを情報公開してきちんと見ていこう

という仕組みが提案されております。 

これらを踏まえて、総務省では３セクに対する公共団体の損失補償の在り方に

ついて、本年度中に新たなガイドラインを通知する予定にしております。その中

で、今、言いました損失補償付与に係る手続について、今は議会手続だけであり

ますが、そこを厳格化する。次の○に書いてありますが、住民への情報開示の徹

底について、リスクに応じた引当金の積立も含めて、公共団体によって自らルー

ルを作成していただくように要請したいということであります。あと累積債務等

によりまして、経営が著しく悪化し、特に改革が必要と判断する３セクを対象に、

年限を区切って、存廃も含めた改革に集中的に取り組むように、これは個別に各

自治体に対し、名指しで具体的に促してまいります。 

総務省としても、今、大田議員からございました地域力再生機構につきまして

取り組み、連携していきたいと思います。そこも活用しながら、地方公共団体の

存廃を含めた３セク改革の取組みをどのように支援できるか検討していきたいと

思っております。一方で、この地域力再生機構の検討に当たりましては、いわゆ

る地方分権の観点から、公共団体の自主性を尊重する仕組みとすることが必要だ
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ろうと思いますし、その理解と協力を得ながら進められることが重要である。こ

の言わんとする趣旨は、産業再生機構はかなり強い力を持っておりまして、経営

者を入れ替えたり、かなり強い力を持っておりました。３セクの場合には地元の

いろいろな有力者が入ったり、いろいろなことがございます。したがいまして、

一方で大変敬遠されかねないものでもありますので、この公共団体の自主性を尊

重する仕組みを入れながら、しかし、損失処理するとき議会を通す意味でも有力

な手段でありますから、その活用を促していくということで取り組んでいきたい

と思っております。 

以上です。 

（大田議員） 八代議員、お願いします。 

（八代議員） 今、地域力再生機構と第３セクターの改革の取組を、増田議員からお

話いただいたわけですが、それに加えて地域の民間セクターの改革というのは当

然大事だろうと思います。 

そのときに、例えば国が何を助けられるのかというときに、ある程度予算措置

も必要ではないか。この点、イギリスにシティ・チャレンジ制度というのがあり

ます。これはばらまき的な補助制度の反省に立って導入された助成制度で、官民

セクターの自由な提案を踏まえたコンペ方式によって必要な事業を選定する。例

えば５年間にわたる自由度の高い補助金をつくるという形で、目標達成度の数値

目標の設定と毎年のチェックが行われているわけです。日本についても、いわゆ

るばらまきではない新たな予算措置の仕組みを、イギリスのシティ・チャレンジ

制度をベースに考えていただくことができないだろうかということであります。

このときのポイントは、国のお仕着せの補助金メニューから選ぶのではなくて、

あくまで地方の自由な提案から第三者委員会でつくるということ。要するに補助

金方式ではなくて、もっと自由な資金を補助金の方から回していくというような

考え方です。 

これで、例えば先ほど問題になった人材派遣なども、そこの予算で必要な人を

雇えるような仕組みなどが考えられる。さまざまな形で地方が自由に使えるよう

な財源を、新たに増やすのではなくて、既存の補助金をうまく活用するような形

でできないかというようなやり方が、イギリスのシティ・チャレンジです。こう

いうものは日本について、いかがでしょうか。 

（大田議員） 増田議員、どうぞ。 

（増田議員） 今、八代議員からお話がございましたが、補助金につきまして、今後、

地方で本当に生かされた使い方になるためには、１つはやはり省庁横断、あるい

は施策横断の視点に立つことが大事だろうということ。もう一つは、メニュー方

式というような非常に使い勝手のいい、いろいろなものに使える視点が大事だと

思うのです。その際にばらまき的な意味合いで取られることは大変いけないこと

であります。今お話ありましたように、第三者の目を入れる。プロジェクトの採

択段階で、１つはコンペ方式により対象プロジェクトを決めていくことも選択肢

としてあり得ると思いますし、あるいはいろいろ自由な地域の発想によって使っ
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たものについて、その計画終了後、あるいはある程度の時間経過後、途中段階で

も第三者委員会等でその実績を評価して、その後支援を継続していくかどうかと

いうことを決めるといった、今のお話の趣旨とかなり似ているかと思いますが、

第三者の目を入れた客観的な評価手法を大胆に取り入れていくことも必要であろ

うと思っております。 

（大田議員） 丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 私も今、増田議員がおっしゃったのと同じなのですが、今年の２月に

地域再生本部が地域再生総合プログラムを取りまとめ、予算措置を講じたわけで

すけれども、やはり各府省の予算になっているために、一元化が非常に難しくな

っている。 

今回の第３セクターというのは、特に地方議会との関係が非常に入り組んだも

のになっているという経緯がありますから、単独で、都市から、あるいは中央か

ら乗り込んでも、成果を上げるのは非常に難しい。そういう意味で組織的なバッ

クアップが必要。これは省庁を超えたバックアップが要る。つまり総務省と金融

庁と財務省が協力してバックアップを組織的にしてあげないと、実際なかなか機

能しないのではないか。しかも省庁間の壁で、予算措置が省庁ごとにできたので

は、今おっしゃったような弾力的な使用ができないということがありますので、

是非組織的にバックアップして、この第３セクターの改革に取り組んでいく必要

があると思います。 

（大田議員） 御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） 私もこのところ地方を回って、いろいろな地方の経済人と話をして

いるのですけれども、やはり、地域経済を活性化するのに、一番大きなものは、「地

域の経営権」とも言うような、地域の裁量の幅を拡大することではないかと思い

ます。例えば予算一つにしましても、地方への補助金を複数年度化したり、地方

が本当に必要な制度だけを選べるようにするなど、地方の自主性がマキシマム発

揮できるような補助金、予算制度にすることが大事だと思います。 

また、その財源も非常に限られてはいますけれども、ＰＦＩをもっと活用した

り、またイギリスのように民間やＮＰＯの地方組織や行政など、地域のプレイヤ

ーが一体となって取組が益々重要となるだろう。もう一つは、そういった知恵を

絞り、必死に努力した自治体が報いられるような制度に是非してほしい。例えば、

地方の努力によって税収が伸びると、交付税が減らせるような罰則的なものでは

なくて、努力したところが報われるというような制度としてほしいというお願い

です。 

（大田議員） 甘利議員、どうぞ。 

（甘利議員） 今回、再生機構ができて、従来からある中小企業再生支援協議会と合

わせて２つの仕組みができたわけです。これで３セクを含めた地方の企業再生、

地域再生に対するツールが揃ったわけであります。事案ごとに最適に使い分けて

使命を果たしてもらいたいと思います。 

（大田議員） 額賀議員、どうぞ。 
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（額賀議員） それぞれ増田議員からも、第３セクターの改革や地域のことに対して

積極的に、前向きに意見が出されていることは非常にいいと思います。私が心配

するのは、例えば中小企業でも、やはり改革というのですから、生き延びさせる

というのではいけないと思うのです。やはりそこのところはきちっとしていただ

きたいということ。第３セクターも然り。結果的に地域再生機構がすべて負担を

かぶるような後ろ向きなものではなく、前に進んでもらうような形を是非つくっ

てもらいたい。それから、おっしゃるように、ばらまき的な印象を与えると失敗

をする。 

（大田議員） よろしいでしょうか。また次回、増田プランのスケルトンをお出しい

ただけるのでしょうか。 

（増田議員） 次回になると思いますが、今の点については、やはり地方を、本当に

経済を引っ張っていくような地方都市向けの処方箋、農山漁村向けの処方箋、中

産間地域等の集落に向けての処方箋をそれぞれ作らないといけない。おっしゃる

ように、そういう中で、やはり引っ張っていくところ向けの施策をきちんと示さ

ないといけないと思いますので、今の御議論を踏まえて、こちらにお示ししたい

と思います。 

（大田議員） 次回、よろしくお願いいたします。 

総理から御指示のありました経済成長戦略につきましては、また甘利議員に中

小企業の生産性向上のプランなどをお出しいただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

（福田議長） 結構です。 

（大田議員） それでは、これをもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたし

ます。どうもありがとうございました。お疲れのところ、ありがとうございます。 

 

（以 上） 


