
  

  

  

平成 19 年第 24 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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）

（概要） 

○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)

（八代議員） 民間議員ペーパー「持続可能な基礎年金制度の構築に向けて」を御説明

する。 

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る。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いる。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た。 
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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

ある。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、

日本も基本的には同じ。 

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る。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いる。 

第１は、これが一番深刻だが、国民皆年金の空洞化、未納問題。現在、若年者を

中心に未納者・未加入者は約 340 万人に及ぶ。今後増える一方の高年齢者を減少す

る若年世代が扶養する今の年金制度において、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る。被用者年金でも多くのパート労働者が未加入であるし、非

正規社員の比率は傾向的に高まっている。このため、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。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る。厚生労働省の資

料によると、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いるので、こ

の無年金者を放置しておけない。保険料を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。 

第２は、給付と負担における世代間格差という問題。給付と負担を比較すると、

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いる。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 

第３は、職業や世帯形態による制度の違い。負担面での一元化が行われていない。

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いる。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。これは不公平であるだけではなく、結果的に専業主婦の

女性が働こうとするときに、その就業意欲を妨げる大きな要因になっている。人口

が減少する時代に、働くと損をするこのような仕組みは残すべきではないのではな

いか。 

第４は、ずさんな運営体制。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いる。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ある。 

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、全額税方式が提起されている。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、すなわち全額税方式に切り替える考え方の２つ

の選択肢を示している。それぞれの長所と課題を十分に検討することが重要。 

   別紙（４ページ）を見ていただきたい。国庫負担を３分の１から２分の１に引き

上げると、約 2.5 兆円が追加的に国庫負担として必要となる。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 12.0 兆円である。この場合、新

聞等には単に税負担が増えると書いてあるが、同時に保険料がなくなる点が大事。

国民の純負担は増えない。国民全体から見れば、同額の保険料負担が不要になり、

損得なしである。 
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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。私どもが考えている

のは、例えば未納の人について、税方式に変わることは、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る。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いる。したがって、完全に税

方式に移行するまでには随分時間がかかるが、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もの。 

５ページ目。２つの方式のメリット、デメリットが整理されている。 

第１に、国庫負担が２分の１に上がる方式。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

人ベースでの拠出に連動した給付が維持される。制度変更に伴う保険料等の負担の

変動は起こらない。 

課題・問題点としては、先ほど既に述べたものと重複するが、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と持続性への不安にどう対応するか、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ことがある。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る。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るが、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、自営業者になったり、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、頻繁にその間を移動する可能性がある。この制度がで

きた当時はそういうことを余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。 

第２に、全額税方式の場合。例えば消費税の場合であるが、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。１号、２号、３号被保険者の負担面での一

元化もなされる。自営業者等の国民年金の保険料徴収事務が不要になる。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。高齢者も税負担を伴うために世

代間格差が縮小する。これは結局、高齢者が負担す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るので、この制度を

導入すると、結果的にその格差が縮まる。同時に、豊かな高齢者がたくさん消費し

て、多くの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する。今、日本で格差が広がって

いると言われることの 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

ることであるから、この問題にも結果的に対応できる。ただし、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。 

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って、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の保険料を払わなければいけ

ない。消費税であれば少なくとも消費に比例した税金を負担するから、むしろ逆進

性が緩和される。 

ただ、税方式にはさまざまな課題があって、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公的扶助ではないか。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
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きている。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

いる。一方、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。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

のだから、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る。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。 

第２も大きな問題であるが、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。６ページを見ていた

だきたい。「ア．移行前に保険料を完納していたケース」。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、消費税の方式になると、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。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る。この問題をどう国民に納得していただ

けるか重要である。しかし、先ほども申し上げたように、世代間の格差が非常に大

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。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から、これ

はむしろ世代間格差の縮小につながることにもなる。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るが、これ以上、若年者層に追加負担になるということでは

ない。 

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。６ページの下に書い

てあるように「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

負担するが、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。

このケースは 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 年の納付要件をどこまで硬直的に考えるかという問題でもある。いずれにしても、

移行期間中の取扱い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

もある。 

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。 

基礎年金の基本方向としての２つの選択肢の選択に当たっては、十分な国民の理

解と協力が不可欠である。年金制度はすべての国民に関わることであるので、年

齢・職業等によって意見が異なる場合も多い。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だから、以下のような取組を

進める必要がある。 

第１は、与野党を通じた超党派の対応の重要性。民間議員の提出した参考資料を

見ていただきたい。３ページ目に各国の年金改革プロセスというものがある。欧米

でも年金改革はこれまで苦労しており、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いる。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いる。米国では、
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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いる。

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ある。

第２は、国庫負担割合の２分の１への引上げの実現。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る。 

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。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る。 

第４は、現在の問題の早期の解決。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。 

未納問題では、 低加入期間の短縮。25 年間という長期の 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。25 年というのは、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る。これは是非見

直す必要があるのではないか。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。 

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。 

世代内・世代間格差問題では、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、 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。また、世界一の長寿国となっているにもかかわらず、年金の支給開始

年齢は、先進国の中では も低いものの一つである。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。 

（舛添臨時議員） 資料「年金制度をめぐる課題」を御説明する。 

１ページ目「平成 16 年改正のフレームワーク」。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ったように、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。そのために

は 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ある。 

２ページ目は税方式についての論点。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。 近、未納・未加入、今、私が取り組んでいる

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われる。税

方式については、八代議員の繰り返しになるが、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

ともある。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うから、二重の負担が発生する。しかも、現行の国
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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だから、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って、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 兆円を、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。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。 

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いる。年金記録問題は、今、

一生懸命取り組んでおり、１か月ぐらい前倒しでプログラムの試行もできたので、

かなり順調にいっているという感じである。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る。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。現在、国民皆年金が成立して 45 年が経過しているので、

そういう意味でも、そろそろ完成期を迎える。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いる。い

ずれにしても、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、 大限の努力をし

てまいりたい。 

（額賀議員） 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、よけいに国民に不安感を与える。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。 

税方式の提案もあったが、どちらがいいかという議論をしていくことは大事なこ

とであるが、八代議員も言われたとおり国民的な理解を得なければできない。広く

議論をしていかなければならない。これにより誰が損をして誰が得するのかという

こともあるし、問題提起された、これまで払った保険料の扱いをどうするか、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。国民に本当に理解して

もらえるかどうか、十分に議論をしていく必要がある。 

（丹羽議員） 民間議員が提示した選択肢は２つある。額賀議員が言われたように、十

分な国民の理解がどうしても必要であるが、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、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。 

国民年金の対象者は 2,140 万人いるようだが、未加入者、未納者、免除者、特例

者・猶予者合わせると 920 万人、約 43％で、実際に全額払っているのは 1,220 万人

にすぎない。未納問題が 大の問題。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、未納対策を早急に講ずる必要がある。その際に、受給資格の 低

加入期間が 25 年で、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、他国の例を見ると、アメリカ 10 年、ドイツ５年、フランス３か月。将

来に希望や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。未納の多くも解決の方

向に転換していくと思う。 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が、実にわかりにくい。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いて、よくわからない。民間

企業と同じく、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、どれぐらい資産として投資し、その上がりはどうなのか（Ｂ／Ｓ）、キャ
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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。これを一度、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り、どのように運用され、どれぐらい利回りがあり、ど

こに投資し、資産をどれぐらい確保しているのかが全く見えない。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るから、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。これは是非、総理の

指示でお願いしたい。 

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

るのかを話したい。 

今の日本の年金制度には２つの側面がある。１つは、長生きリスクに対する保険。

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。例えば、今 20

歳の人が年金保険料を払い始め、40 年間払ったものをプールして、同世代の中だけ

で、早死にされたから長生きされた方にお金が移転される。生涯所得としては一緒

だが、長生きというリスクに対して保険をかけている。同世代の中で保険料をプー

ルしておき、退職してから年金を払い始める。平均余命がわかっているから幾ら払

えばよいかはわかる。これが一番純粋な形での社会保険であり、国庫負担は必要な

い。 

では、なぜ国庫負担が発生しているのかを考えると、年金制度の２つ目の側面、

つまり世代間の所得移転が起きている。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、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少し払って親に渡す、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。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

だから、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 初に

設計したときは高度成長期で、10％で成長すると思って仕組みをつくった。それで

少しうまくいったが、すぐに低成長になり、いまや人口減少の時代になり、うまく

いかなくなった。世代間の格差は、まさに払い損になっているということ。だから

国庫負担が必要になってしまっている。 

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、これから 40 年間払い続ける代わりに、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。保険料の

代わりに自分で貯金し、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。平均余命の人にとっては、積み立ても今の年

金もとんとんになっている。2 分の１を国庫負担してこの計算になるわけだから、

世代間の格差の問題は相当深刻なものになっている。人口がどんどん減少している

わけだから問題になる。制度の根本的なところで無理がある。 

したがって、社会保険か税方式かは、白か黒かという状況ではなく、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だから、社

会保険、税方式のどちらがいいかという議論には、そもそもなっていない。２分の

１の国庫負担が入ったところでまだひずみがあるわけだから、全額税方式にしたと

ころで全面的な転換とはいえない。十分に議論する価値のある問題である。既に純

粋な社会保険方式ではない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。 
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   25  年の 低加入期間について、八代議員、丹羽議員も言われたとおり、短縮すべ

きだと思う。その結果、25 年より短ければ、給付額もそれだけ少なくなる。低年金

が問題だということだが、ゼロよりはましである。25 年という大きなジャンプがあ

るのではなく、階段状にしていくのは当然である。 

八代議員、舛添臨時議員からも問題提起された、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。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、かなり得になっていることを考えれば、世代間格

差の解消はできないが、多少軽減するために、既に保険料を払い終わった方から、

多少消費税の分ぐらいは負担していただくというのは、理にかなったことだと思う。

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

ということだと思う。 

（舛添臨時議員） 伊藤議員が言われた、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つあり得ると思う。 

ただ、年金制度は、長生きリスクへの対応、社会的連帯である。世代間の助け合

いも含め、社会保険であることをもう少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っても、今の年金未納問題は、今日、明日すぐに変えられる

わけではない。そこは強調して、みんなの助け合いだということは言うべきだと思

う。 

   25  年の 低加入期間の短縮については、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。期間を短縮するに

しても、何年にするかにもよるが、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

方式が考えられると思う。そういう社会の流動化についていけない面はあると思う。

しかし、まだ、今の受給者を含め圧倒的多数は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きに、その人たちの納得は得られるか。 

いろいろ議論していかないといけないが、確かに二重払いの問題などが出てくる。

これは、納得させる論理が本当にきちんとできるか。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が、そういうことをもう少し議論したい。 

（大田議員） 民間議員から提出された参考資料の 後に、受給期間による金額が出て

いる。25 年で 4.1 万円、満額だと 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ある。 

（八代議員） 舛添臨時議員が言われたことは非常に大事な点である。私も過去 20 年

間、社会保障学者等と論争してきたが、「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」とさんざん言われてき

た。私も社会保険、特に年金は助け合いのための仕組みだということには賛成して

いる。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。 

また、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。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。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。税の方式によってもいろいろ

ありうるのではないか。 

言われたように、年金制度は終身雇用を前提としてできてきた。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が、40 年後
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の日本で終身雇用がどこまで維持されているか。これからは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。 

25 年の 低加入期間の問題について。厚労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。しかし、これは誤解がある。サ

ラリーマンの場合、厚生年金がある。厚生年金の二階建て部分は、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。基礎年金だけでは低

年金でも、二階建ての上の部分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。 

（伊藤議員） 25 年の 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。問題は、今まで未納だった人が、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

能性があるから、短縮する意味がある。 

社会的な連帯という意味で、八代議員と同じく、消費税こそが連帯の意味に適し

ていると思う。 

高齢者の二重払いの問題だが、資産格差は退職するときが一番大きくなっている。

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

あるが、生涯一生懸命やってきて、ようやく退職したときには、資産格差が広がっ

ている。それは努力したのかもしれないが、運がよかったのかもしれないわけだか

ら、高い資産を持っている人から、資産が少なく働く年齢が終わった人に、多少な

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。そのやり方である。資産

調査は恐らくできないが、大きな消費をしている人が少ない消費の人よりも多分豊

かな人だろう。所得税では再配分できない。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するのか。これは消

費税でやるのが一番わかりやすい、フェアなやり方だと思う。したがって、消費税

でやるのが、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

あると思う。 

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に繰り入れている。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。

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。そのうち年金部分については、年金財政の方に戻すということを御検討

いただきたい。 

（丹羽議員） この問題は、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

に議論して解決していく問題があると思う。 

短期的な問題から言うと、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

という傾向も出てきていると聞いている。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。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、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少し

長期にわたって議論し、解決していくべき問題。長期と短期を並行して議論してい

く必要があると思う。 

（町村議員） 大変よく整理していただき、国民的な議論や超党派の対応が必要である
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というのは、本当にそのとおりだと思っている。 

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。 

どうするのか、特別企業負担分法人税のようなものをつくるのか。そうしないと、

企業負担はなくなり個人にシフトするというのでは、多分、それはおかしいという

議論に耐えられないと思うが、どうか。 

（御手洗議員） 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。この方

式を我々も主張しているわけではない。まして、町村議員のお言葉に伺われるよう

な、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ない。むしろ具体的

な試算や制度の議論がないままに、町村議員が言われるような、企業負担が軽減さ

れるという議論が出てくることに、戸惑いを感じている。 

そもそも、厚生年金で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。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う。 

もし万が一、実際に企業負担が軽減されるようなことがあれば、経営側は、勿論

法律の改正が要るが、例えば確定拠出年金に追加拠出をするなどして、当然、被保

険者である従業員に還元するべきであると考えている。 

（丹羽議員） 企業だけが有利になる、メリットを得ることはフェアではない。したが

って、もし全額税方式ということになれば、企業側としても何らかの対応はしなけ

ればいけないし、国民は見ているから、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。それは絶対にない。 

（甘利議員） 既払者の二重負担の問題について、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か。民間議員の参考資料の４ページ

に、40 年で 6.6 万円、25 年で 4.1 万円、20 年で幾らとあり、機械的に必要な額は

出ると思うが、それを二階に加算して払えば済むだけの話ではないか。 

（大田議員） 年金を裁定するのがいつかということがある。既に 60 歳の場合、ここ

で裁定されるので、そこから後の保険料は乗らない。 

（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か。

それは膨大なお金になってしまう。 

（甘利議員） 給付に乗せられないのか、ということ。 

（八代議員） 民間議員ペーパーにも書いてある。５ページのメリット・デメリットの

ところをもう一度御覧いただきたいが、高齢者も税負担を担うときには、物価スラ

イドを通じて年金額も上昇する。つまり、消費税をかけるとその分が当然、消費者

物価に反映されるので、今の物価スライドのままだと、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が、一部補われる面もある。 

ただ、そうすると、やはりその分年金財源がかかるので、どうするかという問題

がある。私の考え方としては、現在、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うが、 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。いずれにせよ、これから移行措置の中で考えていく必要があ

る。 

（伊藤議員） 消費税というのは付加価値税であり、企業も負担している。付加価値を

生んでいるところは負担しているから、負担は 終消費者だけではない。これが１

点。もう１つは、社会保険料を払わないように、わざわざ時間を短縮して働いてい
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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

ると思う。 

（舛添臨時議員） 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、世代間の受給額で不公平があるが、政治的にこれでもつかど

うか。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んだ

から、今度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。 

（丹羽議員） そこに問題がある。 

（大田議員） 基礎年金について、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、本格的に議論したのはこれが初めてだろう。非常に意義深

い議論であったと思う。年金の基本的な在り方は簡単に結論が出るものではないの

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ことを期待し

たい。 

いろいろな御議論があったが、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う。 

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、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

はおおむね合意があったように思う。 

低加入期間の短縮について、賛成する意見や、これまで積み立ててきた人との

公平といった御議論もあった。これも今後、議論していく必要がある。 

（福田議長） 大田議員から要約いただいたが、それに尽きる。基礎年金の問題から年

金全体の取組について、いろんな角度から御議論いただいて、大変有意義な議論だ

ったと思っている。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いる。 

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が、議論としては、ま

ずは社会保障や少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いる。 

だからといって、直ちに消費税が幾らという話ではなく、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

いと思っている。 

それと同時に、前回の試算でも示されたとおり、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なので、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も議論は継続していただ

きたいと思っているので、よろしくお願いする。 

（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）	 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

だく。このメンバーになってから初めての議論であるので、簡単に地域力再生機構
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の御説明をさせていただく。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。前にあった産業再生機構と類似した機能

を持っているので、そのノウハウは十分に生かすが、３つの点で産業再生機構と異

なる。 

１番目は、産業再生機構は大企業が対象であったが、地域力再生機構は地域の中

規模企業と３セクも対象にする。 

２番目として、企業単体だけでなく、複数の企業を含む、観光地や商店街という

一定の地域を含む再生、面的再生と呼んでいるものである。産業再生機構では制度

上、面的再生は限界があった。しかし、地域の建て直しのためには、観光地や商店

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なので、面的再生も大きい

柱になる。 

３番目として、産業再生機構のときは、民間の事業再生ファンドがほとんどなか

ったが、今、地域にたくさん育ってきている。したがって、資金面では民間ファン

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う。 

このような趣旨で、お手元の紙にあるように、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いた。引き続き議論

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把握を実施してい

る。自治体、金融機関ともに機構の活用に関心を寄せている。 

資料の２枚目。地方自治体からは、次のような意見が寄せられている。 

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。地域金融機関について、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

ている。 

関心ありとした理由としては、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。

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いる。 

今後ともヒアリングを続け、12 月上旬をめどに 終報告の取りまとめを行う予定

である。 

（増田議員） ３セクの話が出てきたが、これは地方の財政問題とも非常に絡む話であ

る。もう一枚「第三セクター改革の取組」という資料を用意しているので、御覧い

ただきたい。 

第３セクターといわれているもので、6,706 法人。大変数が多い。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、この中に入っていな

い。この 6,706 法人のうち、赤字法人が 2,448、３分の１以上であり、更に負債が

資産を上回る債務超過の法人が 368、5.5％ある。 

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、損失補償を付与さ
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れている３セクが 489 法人、その損失補償残高が約２兆 3,000 億円と大変多い額と

なっている。この中には、国の施策と関連したものも相当程度含まれるが、地方公

共団体の自主的判断に基づくものも相当ある。損失補償契約を結んでいるので、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にある。

そうしたこともあり、３セク等への損失補償については、今年６月に財政健全化

法が成立した。その中で貸倒引当金と同様の観点に立ち、公共団体の将来負担の対

象となるなど、公共団体においては３セク改革が一層重要な課題になってきている。

「債務調整等に関する調査研究会」から先般中間報告が出され、３セクに対する

損失補償につき、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

ているが、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

ている。 

これらを踏まえ、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き、

本年度中に新たなガイドラインを通知する予定にしている。その中で、損失補償付

与に係る手続について、今は議会手続だけだが、そこを厳格化する。住民への情報

開示の徹底、リスクに応じた引当金の積立も含め、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。累積債務等により、経営が著しく悪化し、特

に改革が必要と判断される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

いく。 

総務省としても、地域力再生機構について取り組み、連携していきたい。そこも

活用しながら、地方公共団体の存廃を含めた３セク改革の取組をどのように支援で

きるか検討していきたい。一方で、地域力再生機構の検討に当たっては、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ろう

と思うし、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。趣旨は、産業

再生機構はかなり強い力を持っていて、経営者を入れ替えたり、かなり強い力を持

っていた。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

がある。一方で大変敬遠されかねないものでもあるので、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、損失処理するときに議会を通す意味でも有力な

手段であるから、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。 

（八代議員） 地域力再生機構と第３セクターの改革の取組をお話いただいたが、それ

に加えて地域の民間セクターの改革は当然大事だろう。そのとき、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る。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。

日本も、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。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、あくまで地方の自由な提

案から第三者委員会でつくること。要するに補助金方式ではなく、もっと自由な資

金を補助金の方から回していくという考え方。 

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、既存の補助金をうまく活用するような形でできな
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いかというのがイギリスのシティ・チャレンジ。こういうものは、日本についてい

かがか。 

（増田議員） 補助金について、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、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

１つは、メニュー方式のような非常に使い勝手のいい、いろんなものに使える視点

が大事だと思う。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。

今お話があったように、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し、

あるいはいろいろ自由な地域の発想によって使ったものについて、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、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。 

（丹羽議員） 増田議員がおっしゃったのと同じだが、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、予算措置を講じたが、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。 

第３セクターは、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

いう経緯があるから、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。省庁を超

えたバックアップが要る。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、弾力的な使用ができないことがあるので、是

非組織的にバックアップして、第３セクターの改革にも取り組んでいく必要がある。

（御手洗議員） 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が、

やはり、地域経済を活性化するには、「地域の経営権」とも言える、地域の裁量の

幅を拡大することではないか。例えば、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う。 

財源も非常に限られてはいるが、ＰＦＩをもっと活用したり、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た取組が益々

重要となるだろう。もう一つは、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

税が減らされるような罰則的なものではなく、努力が報われるような制度としてほ

しい。 

（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。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。事案ごとに 適に使い分けて使命を果たしてもらいたい。 

（額賀議員） 増田議員などから、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よいと思う。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だから、生き延びさせるというのではいけない。

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。また、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） 増田プランのスケルトンをお出しいただけるか。 

（増田議員） 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向けの処方箋
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をそれぞれ作らないといけない。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うので、今の御議論を踏まえ、こちらに

お示ししたい。 

（大田議員） よろしくお願いする。総理から御指示のあった経済成長戦略については、

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う。 

（以 上） 
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