
154-参-決算委員会-1号 平成 14年 08月 08日 

※財政運営、予算編成、税制改革等について質問 

 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 関係大臣お集まりいただいておりますので、まず最初に財政運営、予算編成、税制改革につい

て、そこから質問を始めさせていただきたいと思っております。 

 本委員会での審議の対象でございます十一年度におきましても十二年度におきましても、国債

発行は決算ベースで三十兆を超えるという大変厳しいものになっているわけでございまして、財

政運営、大変大きな試練のときでございますけれども、それに関連しまして、昨日閣議決定がな

されております来年度予算の概算要求基準についてお伺いしたいと思います。 

 まず、その文書、昨日の閣議了解の文書を拝見いたしますと、「一般歳出及び一般会計歳出全体

について実質的に平成十四年度の水準以下に抑制することを目標に、」ということが書いてござい

ます。この実質的にということの意味についてでございます。このことの意味は、十五年度の特

殊要因は除外するということと理解すべきでございますか。そのことについてお伺いしたいと思

います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） 実質的にといいますことは、これを簡単に御説明させていただき

ますと、枠の総額は前年度と変えないということでございますので、したがってその枠内におい

て多少のめり張りを付ける。そのめり張りを付ける中において、きちっとした数字に整合性を保

てないものもあるかも分かりませんけれども、各予算の項目ごとにつきましてはそれぞれ精査を

して、総体としては枠内に収めていく、こういうことでございます。 

 

○辻泰弘君 実質的にという意味は、額としては横ばいであると、こういうことでございますね。 

 

○副大臣（尾辻秀久君） 大臣からお答えしたとおりでございますけれども、誤解があるといけ

ないと思いまして答えさせていただきます。 

 実質的という意味はこういうことだと御理解いただきたいと存じます。例えば、一般歳出にお

ける実質的な、一般会計においても実質的という言葉を使っておりますので、今御指摘になりま

したのは昨日の閣議決定でございますから、これはもう一般歳出にかかわる分でございますので

このことで申し上げますと、例えばでございます。私ども財務省でいいますと、印刷局だとか造

幣局だとか、独立行政法人化します。これに伴いまして、今まではこれは特別会計で全部やって

おりました。しかし、独立行政法人化することによって、今まで特別会計でやっておったものの

一部が、一部でありますけれども、歳入歳出ともに一般歳出に移行してきます。そうすると、一

般歳出の方が当然その分だけ歳入歳出膨れるわけでございますが、これは従来は特別会計でやっ

てきたものが単純に一般歳出に入り込んでいきます。ここの部分の歳出が実質的な増にはならな

いというふうに判断いたしておるわけでありまして、実質的という言葉を使っておりますのはそ

ういう意味だということを御理解いただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 要は、私が申し上げました十五年度の特殊要因は除外してということだと思います。 

 それと、もう一つお聞きしたいんですけれども、ここで国債発行額、かねてからおっしゃって

おられましたけれども、三十兆円からの乖離をできるだけ小さくするよう努めるという御指摘が

ございます。これ私、本会議でもお聞きしましたけれども、財務大臣も去年から十四年度予算編

成に向けて三十兆円枠を何としても守るんだということをおっしゃっておられた。国内的な重要

な問題で、国債発行三十兆円枠を変更したら小泉政権の崩壊につながるとまでおっしゃっておら

れたわけでございます。一部報道では、奥様は、いつまでそんなことを言っているのと言われて



いるというようなエピソードも紹介されておりましたけれども。 

 要は、財政というのはやはり常に弾力的でなければならないと私は思っておりますけれども、

やはり三十兆円枠というのもそれなりのめどとしてはいいと思うんですが、今回のことがある意

味で常識的であって、去年の対応というのは非常にかたくなであり過ぎたのじゃないかと、この

ように思っているわけでございます。そんなことについて評価を、総括を一言、財務大臣からお

願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） 私は、小泉総理就任以来、一貫しまして、十三年度、十四年度予

算については国債枠を三十兆円を厳守すると言ってまいりました。それは、一言で言いまして、

財政の秩序をその三十兆円枠の倫理観の中に押し込んでいくということであったと思うことでご

ざいまして、これによりまして財政の秩序は私は維持できたと思っております。 

 ですから、十三年度の予算並びに十四年度で三十兆の枠組みができてまいりましたので、十五

年度の予算につきましては、非常にベースがこれ三十兆円ベースになって固まっておりますので、

多少の乱高下がございますけれども、全体として対前年度の予算の枠を厳守していくことは可能

であるという見通しを立てておるということでございますので、したがって、十三年、十四年度

でやってまいりました努力がやっと十五年度予算の編成に報いが、その効果が出てきたというこ

とで評価しております。 

 

○辻泰弘君 もう一つ、税制改革についてお伺いしたいと思います。 

 昨日の記者会見で、塩川大臣が一兆円超の減税だということをおっしゃった。そして、三年減

税先行、そしてその後の五年間で穴埋めといいますか、そういうようなお考えを披瀝されている

と伝えられておりますが、その辺について御説明をいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） 私はかねてから減税と増税とのかみ合わせということが今後の経

済政策の最重点項目になると思っておりました。予算の面におきまして需要を新しく創出するた

めの追加的な財政資金はございませんので、非常に枯渇しておりますので、それじゃ経済を刺激

するとするならば税制による改革を、税制改革によらざるを得ないと、こう思っておりました。

そうすると、まず取りあえずは減税を実施することによって経済の活性化を図っていく。けれど

も、ずっと以前からの長い経験から見まして、減税は容易で実施されるんですけれども、それを

財政上補てんするためには、いわゆるバランスを取っていくための増税ということになりました

ら、なかなか難しい状況でございます。 

 したがいまして、今回は増税減税、割合にセットした一つのものとして考えていくべきだと。

ただし、それを同時進行で同時同額ということになりましたならば、経済刺激に対する効果とい

うものも薄れてくると思いますので、まずは減税が先行するような形にして、それを増税によっ

て穴埋めしていくと。そして、セットにいたしまして何年かにわたってそれを行うことによって

収支を均衡すると、そういう方式を取りました。それが、減税を三年間先行させて、それと同時

に緩やかな増税をしまして、増税というよりも税の広く薄くの見直しをするということによりま

して増収を図っていこうと、その増収は五年間を掛けて図っていく。その間に見ましたならば、

初年度、二年度におきましては減税の方がうんと先行しておるという形になってくると思ってお

ります。 

 

○辻泰弘君 そうしますと、一兆円超の減税ということと、先行期間三年、後の五年で穴埋めと

いうお考えは一つの決定事項と考えていいでしょうか。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） これは私が一つの案として提案しておるのでございまして、この

税の、財務省としての決定は政府税制調査会を経なけりゃなりませんので、そこに私らの方から

一つの意見として提案して審議をしていただきたい、できればそのような決定をしていただきた

いと思っております。 



○辻泰弘君 私案ということで理解いたしますけれども、そういたしますと、一兆円超の減税と

いう場合に、例えば三兆円減税で二兆円は増税で取るとか、そういう意味での増税もセットとい

うこともあり得るということでございますか。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） それは程度の問題だと思うんです。それはもう三兆、五兆減税し

て、四兆、五兆をそれを穴埋めしたらいいじゃないかと、こういうことになりますけれども、た

だ、差額を一兆円だけ取れば上限はどうでもというわけにいかないと思います。それは経済の実

勢とファンダメンタルズを崩すようなことになってはいかぬと思っておりまして、取りあえずの

試算としては増減税の差を一兆円の程度に収めたいと、こういうことです。 

 

○辻泰弘君 その場合、一兆円超の減税の、減税のある部分、中身は、大宗は法人関係とお考え

でしょうか。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） 法人だけではございません。法人は、要するに法人といいますよ

りは経済の活性化のためにということでございますので、もちろん法人税もございますし、それ

からまた遺産の、いや、財産の世代間贈与を促進して、それが若い世代の方々がより一層活発な

経済活動をやってくれる、こういうことも考えたらいいだろうと思いますし、また不動産が、あ

るいは株がやっぱりもっと活発化するために、そういう方面に対する配慮というものも必要だろ

うと思っております。 

 

○辻泰弘君 かねてより所得税、法人税、法人課税における課税ベースの拡大ということを言わ

れ、所得税の各種控除の見直し、また法人税における、法人課税における租税特別措置の見直し

等々が言われてきて、今日もそのこと自体テーマになっているわけでございますけれども、来年

度においてそれらの措置、結果としての増税になりますけれども、そのことをなさるお考えはお

ありかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） これは私はまだ額とかそういうようなことは全然分かりませんし、

もちろんこれは政府税制調査会で議論され決定されるものでございますけれども、私は、なだら

かな薄い言わば程度で幅広く負担してもらうということ、税率の薄さということは、薄く広くの

薄い方は相当にもう先行しておりますけれども、その負担の範囲を広くということが、これが今

後の課題でございますので、これは今度の改正には広くの方に重点を置いて考えたいと思ってお

ります。 

 

○辻泰弘君 法人課税の実効税率といいますか、国際的比較についてお伺いしたいと思います。 

 経済財政諮問会議においてもこのことが議論になっておるわけでございますが、まず、平沼大

臣にも来ていただいておりますけれども、日本の法人課税というものが国際的に見て高いという

御主張だと思いますけれども、そのことについて御見解をお示しいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（平沼赳夫君） 辻先生にお答えさせていただきます。 

 法人税に関しましては、累次の法人税改革によりまして相当日本の法人税も引き下がってきた

ことは事実でございまして、ある意味では欧米に比べて遜色のないところまで来ていることも事

実だと思っています。 

 しかし、例えばアジアですとかあるいはヨーロッパでは経済を活性化させるためにやはりこの

法人税率の引下げということも最近、例えばシンガポールでございますとかドイツでございます

とか、そういったところで行ってきているわけでありまして、私どもとしてはやっぱり法人税率

というのは今までの努力で相当程度国際水準並みになってきたと思っておりますけれども、やは

り今後の経済動向等を考えながら、私は、国際的な視野に立ってこういった問題もしっかりと検

討していかなければならない問題だと、このように認識しております。 



○辻泰弘君 そういたしますと、経済産業大臣のお立場からごらんになったときに、今次、今の

お話のように、一兆円超の差引きの減税ということがほぼ決定になっていると思うんですが、そ

の場合、一兆が法人税とは限りませんけれども、どのような形の法人減税があるべきか。すなわ

ち、法人税本体の税率引下げもございましょうし、また投資減税的な租税特別措置になるんでし

ょうか、そういうこともあるでしょうし、あるいは外形標準課税の、これは地方税になりますけ

れども、それも税収中立であっても率を下げるならば実効税率に掛かってくるわけでございます

が、どういう内容の法人課税減税が好ましいといいますか、あるべきだとお考えか、お伺いした

いと思います。 

 

○国務大臣（平沼赳夫君） 現下の経済状況を考えますと、やはり法人のいわゆる活力を生み出

すということは必要だと思っています。そういう意味では、試験研究のいわゆる税制というもの

を拡充することは私は必要だと思っておりますし、あるいはＩＴというのは今一とんざしており

ますけれども、しかしこれは第二ステージに向かって大きな発展、飛躍が期待できる分野でござ

いますから、ＩＴの投資促進でございますとか、あるいは日本の経済の活力を生み出して雇用を

獲得するためには新規創業でございますとか、あるいはベンチャー企業の支援税制、こういった

ところも私は大幅に拡充をする必要があると思っておりますし、さらに、産業再編という面で、

やはり産業を再編するということ、そういうことがやっぱり日本の経済の活性化につながります

ので、そういった形で私どもはその産業再編のためのそういうインセンティブを与える税制とい

うものをやはりこの減税の中で考えていくべきじゃないか。また、法人税の減税も一つのテーマ

でございますけれども、やはりこれは中長期的に私は考えていくべきではないかと、こういうふ

うに思っております。 

 それから、外形標準課税に関しましては、これは地方税と、こういうふうにおっしゃいました

けれども、やはり今の企業の活力、こういうことを考えた場合に、外形標準で、非常に今厳しい、

特に中小企業等が厳しい状況にありますから、これはそういう観点でやっぱり幅広い御意見をい

ただきながら外形標準というものは考えていかなければならない問題じゃないか、このように認

識しております。 

 

○辻泰弘君 ただいまの御説明でございますと、法人税本体の税率引下げというものは中長期的

課題であると、そして前半でおっしゃっていただいたような投資減税等の政策減税をということ

でございますが、それをそのまま受け止めますと、平沼大臣のお考えとしては、来年度における

法人課税の減税については投資減税等の政策減税が主体であるといいますか、それしかないとい

うことでございますか。すなわち法人課税本体の引下げは中長期的課題であるかどうか、ちょっ

ともう一度確認したいと思います。 

 

○国務大臣（平沼赳夫君） 政府税調で最終的には御議論いただいて決定をしていただくことだ

と思っておりますけれども、やはり今の厳しい経済状況の中で、しかも一兆円程度という限られ

たそういう財源を考えますと、私は、法人税減税も、そして今言いましたいわゆるインセンティ

ブを与える政策減税、こういったものも同時進行でやるということが非常に大切ですけれども、

こういう限られた状況の中では私どもはどちらかといえば今申し上げたようなそういう形で進め

ていくことが望ましいと。 

 しかし、これはあくまでも政府税調等、そこで、経済財政諮問会議等で決定していく問題でご

ざいまして、私どもはそういう基本的なスタンスを持っている、こういうことでございます。 

 

○辻泰弘君 今度は竹中経済財政担当大臣にお伺いしたいと思います。 

 いろいろな御発言がございますけれども、竹中大臣として日本の法人課税というものの水準が

現在高いという御認識かどうか、お伺いしたいと思います。 

 

 



○国務大臣（竹中平蔵君） これは委員御承知のように、高い低いというのはどういう指標に基

づいて判断するかによって異なった意見があるというふうに思います。経済財政諮問会議の中で

も異なった意見がございます。 

 利益に対する課税、表面的な実効税率という観点からすると、日本とアメリカと大体同じぐら

い、しかし日本はヨーロッパより大体五％とか、そのぐらい高いということになります。それと

は別に、結果としてどれだけの税を負担しているかという実効税負担で見ますと、やはり日本は

世界的に見て先進工業国に比べて高いというような意見も根強くあると、専門家の間にあると思

います。 

 したがって、どういう判断をするかということに基づくわけでありますけれども、総じて言う

ならば、日本の競争力が低下しているということを考えるならば、日本の国際的な競争という環

境の中では日本の法人の実効税負担はやはり高いと、それを是正するということが必要であると

いうふうには認識をしております。 

 

○辻泰弘君 実効税負担が高いという御指摘であれば、それを低くするということになりますと、

それは法人税本体の税率引下げということに帰結するかと思うんですが、そういうことになりま

しょうか。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 法人の税負担が高いということであるならば、これは法人税率だけ

ではなくて様々な控除、税額控除等々含めて負担を調整していくという考え方になるのだと思い

ます。 

 しかし、同時に考えなければいけないのは、活性化をする場合に二つの視点があるということ

だと思います。一つは、いわゆる企業の競争力を高めるためのもの、競争力を高める、つまり経

済の供給サイドを強くするという観点からは、私はやはり法人税の税率そのものを低くしていく

ということが本道だと思います。しかし、同時に、需要サイドを刺激するという観点からは、い

わゆる政策減税の方が即効性があるということも事実であると。その需要サイドと供給サイドを

どのようにバランスさせるかということが重要だと思います。 

 しかし、基本は、やはり競争力を強化して、それが経済の活性化につながるということである

というふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 そういたしますと、法人課税本体の引下げが主であって、政策減税的なものは従と

いうふうな位置付けだとお考えでしょうか。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 主か従かというのは、金額で御判断なされるのか、それとも、例え

ばアメリカの場合はどういう八〇年代改革をしたかといいますと、どちらかというと先に政策減

税をやったわけですね。八六年の改革でその政策減税した分をどちらかというと法人税の引下げ

に変えていったという側面があったというふうに認識をしています。 

 したがって、先ほどから御質問になっておられる規模、それと中立の期間、税目、その中身、

それを単に来年度だけではなくて中期的にどのように設計するかと。非常に総合的な観点からの

議論がこれから政府税調、諮問会議等々で行われていくというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 竹中大臣に重ねてお伺いしたいと思うんですが、減税財源についての幾つかの御発

言がございます。歳出削減ということ、国有財産の売却ということ、自然増収を見込むというこ

とをおっしゃっているわけですが、やはりその歳出削減というのを、概算要求基準以上に締めて

いくということになると、やはりデフレ効果は当然あるだろうと、同額の減税との差引きであれ

ば、やはり歳出のデフレ効果が大きいんじゃないかというふうにも思うわけでございます。 

 また、国有財産の売却は、一時的な単年度の収入であって、恒常的な恒久的な財源措置にはな

らないわけでございます。 

 



 また、自然増収というものを今の、今日のこのようなデフレ下の下で一兆円程度の、程度と言

ってはあれですが、一兆円の減税によって短期的に自然増収が得られるとは必ずしも思えないわ

けでございますが、その辺について、ちょっと短め、簡単にコメントいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 御質問項目がちょっとたくさんあったと思うんですけれども、基本

的には、減税、小泉内閣が目指す基本的なところは国民の信頼に値する小さな政府を作ると、も

うその点が私はやっぱり大変重要なことだと思います。 

 小さな政府を作る、そのためには政府自らが身を削ると、歳出の無駄を排しつつ歳出改革をし

っかりとやる、売却できる国有財産は売る、それを国民に還元する、やっぱりこの姿勢が基本に

あるということであると認識しています。 

 幾つかの問題は当然のことながら生じます。需要の効果が、歳出の削減と減税の効果が若干タ

イムラグがあるのではないか、これはもうそのとおりだと思います。しかし、これまた基本は経

済の競争力を強くする、サプライサイドを強くするということでありますから、そこはうまく、

大変それを組み合わせることによってしのいでいくということなのではないかと思います。 

 基本的には小さな政府を作るということが重要だというふうに思います。 

 

○辻泰弘君 マクロ経済をお預かりになっていらっしゃる経済担当大臣のお立場で、例えば一兆

円の減税によって来年度経済成長率にどのような寄与があるかということは御判断ありますでし

ょうか。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 委員よく御承知のように、一兆円の減税の中身が、これはもちろん

仮のシミュレーションの話でありますけれども、それが所得として消費者に返るのか、企業に返

るのか、企業に返る場合でも法人税の引下げとして返るのか、いわゆる投資税額控除のような形

で返るか、これによって効果は全く違ってまいります。したがって、この制度の設計とともに、

そういったシミュレーションも含めた議論をしていきたいというふうに思っているところであり

ます。 

 

○辻泰弘君 塩川財務大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今回の、昨日おっしゃっておら

れる一兆円超の減税ですが、これは減税としては恒久的なものなのか時限的なものなのか、その

ことをどうお考えか、お聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） 私たちは中長期的な観点に立って改革を進めていきたいと思って

おりますけれども、しかし、今、経済が非常に激動のときでございますので、そのような長期的

な展望はいたしましても、実際にその効果と実施がどのようになるかということは多少疑問があ

ると思っております。 

 したがいまして、当面の間、準中期的な考え方に立っているということでございまして、短期

ではございませんが中期的な観点、したがって三年ないし四年ぐらいで一度見直さなければなら

ぬ時期もあるだろうと。それは、経済が動いてまいりますから、その点については定かなことは

申し上げられませんけれども、一応私たちは三年ぐらいはもつような態勢でいきたいと、それ以

上のことについては見直さなければならぬ時期もあるのではないかと思っております。 

 

○辻泰弘君 そうすると、恒久的なものとは必ずしも決めていないといいますか、そういう理解

でよろしいですか。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） これは、恒久的なものと言ったら、これは非常にそれは難しいこ

とになりまして、あえてそういうことを断言することは私はちょっとはばかりたいと思っており

ます。 

 



○辻泰弘君 減税財源につきまして財務事務次官が、つなぎ国債ということがはっきりしている

と、言わばつなぎ国債でやるんだということがはっきりしているんだということを御発言されて

いる、記者会見でおっしゃっていますけれども、この財源をつなぎ国債で賄うということを一つ

財務省としては方針として決められたのかということと、それからかつて、平成六年度から八年

度までの公債発行の特例に関する法律というのがございましたけれども、こういうことをイメー

ジされているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） これは、先ほども申しましたように、政府税制調査会との税制の

問題がございます。そして、その政府税制調査会の基本的な方針と実施的な要綱が決まってまい

りましたら、政府の、内閣府にございます経済財政諮問会議にこれを諮って、そこの、その場で

税と予算との関係、あるいは資金、現実的な資金の国債の問題、総合的に考えなきゃならぬと思

っておりまして、その場におきまして国債の扱い方等も決定してもらいたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 年金課税について一つ聞いておきたいと思います。 

 現在、公的年金等控除引下げの議論があるわけでございますけれども、片や厚生労働省のサイ

ドでは十六年の財政再計算に向けての年金改革をお取り組みだということでございまして、私と

しては、その税制改正、十五年度のがあり得るわけですけれども、やはり年金改革の一環として

位置付けて税制改革もその中でこなしていくべきだと思っておるんでございますけれども、塩川

財務大臣、年金課税についてどういう方針か、お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（塩川正十郎君） これはいずれ抜本的な改正が行われることで議論が始まっており

ますけれども、当面、十五年度につきましてはいろんな要件がございますので、概算要求の基準

は一応決めましたけれども、これから中身につきましては厚生労働省と十分に詰めて、国民の納

得を得るような措置をいたしたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 歳出のことではなくて年金課税の問題でございますので、要は、十六年度の財政再

計算ということが具体的にその後にあるわけでございますから、その中でこなしていくことなの

か、十五年度はその年金改革とは別に税制の論理でやっていくのかという、そのことについてで

す。 

 

○副大臣（尾辻秀久君） 年金の控除を始めとする課税のお話でございますけれども、今まで度々

お話ございました政府税調でも御議論いただいておるところでございまして、先日出された基本

方針では、公的年金等について拠出、給付、両段階で実質的に非課税に近いものになっているこ

とを踏まえた上で、公的年金等控除について、社会保険料控除がある以上、本来不要とも考えら

れるが、当面、少なくとも世代間の公平を図る観点から大幅に縮減する方向で検討する必要があ

ると、こういうふうな指摘がされておるところでございます。 

 したがいまして、政府税調の基本方針は中長期的な視点からあるべき税制の全体像について検

討を行ったものでございまして、個別事項に関する見直しの具体的な内容や実施等時期につきま

しては、今後、政府税調における議論等を踏まえつつ、更に検討していく必要があると考えてお

ります。 

 

○辻泰弘君 まあ、状況は分かりますけれども、十六年の財政再計算ということが、年金改革が

近くにあるわけでございますので、税制の改革もその中で総合的な見地からやっていただくよう

に御要望しておきたいと思います。 

 それで、一つ、無年金障害者の問題について申し上げたいと思います。 

 実は私、厚生労働委員会に所属させていただいておりまして、坂口大臣にいろいろとお骨折り

をいただきまして、七月末から八月初めに掛けまして無年金障害者に対する坂口私案というもの

を出していただきまして、大変敬意を表し、また感謝も申し上げておるわけでございます。ある



意味では、大臣が一生懸命お取り組みになられてもなかなか役所がたらい回しにして結論が出な

いんだということをおっしゃっておられまして、ある意味では坂口大臣がこれほど御自身で私案

も作られて初めて動く部分があるのかなということを勉強させていただいたように思いますけれ

ども。 

 それで、つきましてはこの部分、総額といたしますと四百億とか、そういうことにつながるわ

けでございます。そういう意味で、坂口大臣が非常に熱を込めてお取り組みいただいたことでご

ざいますので、財政状況厳しき折からではございますけれども、かつての年金制度の中での足ら

ざる部分のある意味での保障といいますか、事後的な対応ということでございますので、予算措

置も十分配慮していただきたいと財務大臣にお願いしておきたいと思いますけれども、財務副大

臣から一言お願いしたいと思います。 

 

○副大臣（尾辻秀久君） 今御指摘のとおりに、財政上といいますか、金のことも大変大きな問

題ではございますけれども、それ以前に、この問題につきましては、未納者や未加入者に対して

何らかの給付を行うことと、こういうことになりますので、そうなりますと納付された人との間

で不公平が生じます。そうした拠出性という年金制度の基本的な面を否定することになりますの

で、私どもとしては実現は困難な問題と考えております。 

 

○辻泰弘君 そういうすげなく言われますと、やはり立つ瀬がないといいますか、坂口大臣もお

見えでございます。坂口大臣もちょっと一言このことについての御方針、お考えをお示しいただ

きたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） これは無年金障害者という名前が付いておりますが、一応年金とかか

わりのないところでこれは結論を出さなければならない問題だというふうに思っております。 

 ただ、日本におきます年金制度が成熟をいたしますまでの間のいわゆる移行期に起こった問題

であるということも我々は認識をしなければなりませんし、ただ年金というのは掛金をして初め

てその人に給付が行われるわけでありますから、掛金のなかったところに給付を行うということ

は、これは年金制度としては私はできないんだろうというふうに思っております。しかし、そう

は申しますものの、この人たちの問題が現実問題としてあることは事実でございまして、政治の

場におきましては、いずれの原因であれ掛金をする暇なく障害者になった人たちをそのままに捨

てておくということは許し難いことだというふうに私は思っている次第でございます。 

 したがいまして、この問題につきましてはあらゆる角度から検討をしていかなければならない

というふうに思っておりますが、財政上誠に厳しいときではございますけれども、厳しいときで

あればこそ、やはり分かち合うという精神が必要でございまして、そうした皆さん方に対しまし

ても、やはり手を差し伸べる、やはりその人たちの方向もしっかりと見据えてすべてを決着をし

ていくということが私は必要ではないかというふうに考えている次第でございます。 

 

○辻泰弘君 坂口大臣の御尽力に改めて敬意を表しますとともに、財務省におかれましても、今

おっしゃっていただきました坂口大臣の思いも十分お酌み取りいただきまして、できる限り御対

処賜りますようにお願いしておきたいと思います。 

 それでは、予算、財政、税制の問題は一応ここで区切りにさせていただきまして、次に、順番

でございますけれども、倒産時の労働債権のことについてお伺いしておきたいと思います。 

 この委員会で審議対象になっておりますけれども、平成十一年十二月には民事再生法が成立し、

また十二年四月から民事再生法が施行された、新たな倒産法制がスタートしたということがあっ

たわけでございます。そして、かねてより議論になってきたところでございますが、現在、労働

者の給与の支払に充てられる労働債権の優先順位が未納の税金に充てられる租税債権よりも低位

に設定されていると、こういうのが現行の日本の法体系でございまして、非常に冷たいものだと

いうふうに言わざるを得ないと思っております。 

 「改革と展望」では、構造改革を目指すのは人を何よりも重視する国であると高らかに宣言さ



れておりますし、また小泉総理、努力が報われる社会を目指すことを公約されているわけでござ

いまして、そういう意味で、この租税債権が労働債権より優先する、このことについての見直し、

かねてより主張してまいりましたけれども、法制審議会での御検討をしていただいていると聞い

ておりますが、そのことについて大臣から御説明いただきたいと思います。 

 

○国務大臣（森山眞弓君） 破産手続におきましては、租税債権は破産債権に優先して随時に弁

済を受けられる財団債権とされておりまして、労働債権はそれに次ぐ順位である優先破産債権と

されております。 

 破産手続におきます各種の債権の取扱いにつきましては現在法制審議会において審議が行われ

ておりまして、先生御指摘のように、いろいろ検討がなされておりますが、そこでは、租税債権

の優先順位を一定の場合に引き下げるとともに、労働債権の優先順位を一部引き上げるという考

え方についても検討がなされていると聞いております。 

 法務省におきましては、この問題を含め、今年の秋に破産法等の見直しに関する中間的試案を

取りまとめる予定でございまして、その後、パブリックコメントに付しまして、平成十五年中に

は破産法等の改正法案を提出したいということを考えて検討を進めているところでございます。 

 

○辻泰弘君 十五年中に法案提出ということは、現実問題としては臨時国会ということを想定さ

れているということになるんでしょうか。 

 

○国務大臣（森山眞弓君） 十五年中に法案を提出したいということでございますので、十五年

というのは来年でございますから、来年はどのようになりますか、そこはちょっと私も何とも申

し上げかねますが、できるだけ来年中にという意味でございます。 

 

○辻泰弘君 法制審でのお取組は一歩前進と評価させていただくわけでございますけれども、お

聞きするところによりますと、労働債権の取扱い、アメリカでは租税債権より優先されている、

あるいはフランスでも租税債権よりも手厚く保護されているという状況も聞いておりまして、そ

ういう意味では、今御検討、御対応の域をある意味ではもう少し抜本的に大きく見直して、労働

債権の位置付けというものの議論も進めていくべきじゃないかと思っているんですけれども、租

税債権をあずかられる財務省のお立場で、そういう租税債権について、まあ突き詰めていくなら

ば国税徴収法における国税優先の原則というものをどう考えるかということにも突き当たるかも

しれませんけれども、そのことについて今後御検討されるかどうか、そのことについてお伺いし

たいと思います。 

 

○副大臣（尾辻秀久君） ただいま法務大臣からお答えがございましたとおりに法制審議会で審

議されておるところでございますので、私どももこの議論の状況を見守りたい、こういうふうに

考えております。 

 

○辻泰弘君 それでは次に、雇用対策基本計画についてお伺いしたいと思います。 

 平成十一年七月には経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針ということで経済計画が閣議

決定されております。また、それを受けた形で雇用対策基本計画が平成十一年八月十三日にこれ

また閣議決定されているということでございます。 

 雇用対策法は、第八条において、国は雇用対策基本計画を策定しなければならないと、そして

雇用対策基本計画は政府の策定する経済全般に関する計画と調和するものでなければならないと

定めているところでございます。 

 そこで、第九次の雇用対策基本計画を拝見しますときに、かなりもう時代状況に合わなくなっ

ているんじゃないかと、このように思うところがございます。 

 まず、こういうコメント、こういう指摘がございます。「同和関係住民の雇用対策としては、「地

域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づき、」と、そして措置を講



ずるという、こういうのが文章として残っているわけでございます。 

 総務省にお伺いしたいんですが、この法律は既に失効しているんじゃないでしょうか。 

 

○副大臣（若松謙維君） 先生御指摘のとおり、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別

措置に関する法律、この法律は平成十四年三月三十一日をもって失効しております。 

 

○辻泰弘君 厚生労働大臣、既に失効した法律に基づきということがある計画でございまして、

その一事をもっても、実はあと幾つか申し上げたいと思っていますけれども、そのことをもって

も、やはり計画がもう今や政府の計画と言えないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

 

○国務大臣（坂口力君） 御指摘をいただきましたように、この特別措置法は本年の三月で失効

をいたしております。特別対策というのは終了したわけでございます。 

 しかし、この第九次雇用対策基本計画というのは、これは平成十一年の八月にできたわけであ

りますから、これができますときには本年の三月に失効することはよく分かっていたわけでござ

いますし、それを前提にした上でこの基本計画はできているというふうに私は理解をいたしてお

ります。 

 したがいまして、残されました課題につきましては、一般的な対策の中で解決をし、決定して

いくということに私はなっていると理解をいたしております。 

 

○辻泰弘君 この雇用対策基本計画の中にワークシェアリングのことも出ているわけですけれど

も、「ワークシェアリングも視野に入れ、」というようなことで、位置付けが今日的な位置付けよ

りは非常に低くなっている。まあある意味で当然のことなんですが、そういう意味で時代に合わ

なくなっているんじゃないかと私は思うわけです。 

 例えば、厚生労働省の職安局の雇用政策課の書いた「都道府県展望」という雑誌の書類がある

んですが、ワークシェアリングは、我が国においても、以前から議論され、ここ数年労使の間で

話題になっていたが、時間短縮に伴う賃金の取扱いについて意見が対立し、目立った成果は上げ

ていなかったと。しかし、最近、厳しい雇用失業情勢に対応して、政労使で考え方を取りまとめ

たところだと。そして、この中で労使が合意形成に取り組むなどについて合意したことから、こ

れを契機としてワークシェアリングに対する関心が急速に高まってきたと。こんなような指摘が

あるわけでございまして、この時点で考えられていたワークシェアリングの位置付けというもの

が大きく変わってきている。とりわけここの雇用対策基本計画の中では雇用創出と労働時間短縮

という見地でのワークシェアリングというとらえ方だったと思うんですが、今議論になっており

ますのは、先ほどの審議でもございましたように、多様就業型のワークシェアリングということ

で、これは視点が違ってきているというふうに思うわけでございます。 

 また、雇用対策基本計画においては、労使の取組ということであるわけですが、三月に政労使

ということで政府の財政措置もあったし、これから均等待遇に向けての法改正というものもなし

ていこうと、こういう方向。また社会保険の、パートなんかに対する、短時間労働者に対しての

保険適用の拡大等も議論されるわけでございまして、そういう意味でこの雇用対策基本計画にお

いて想定されたワークシェアリング、考えられたワークシェアリングというもののとらえ方が、

このことも変わってきているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（坂口力君） 御指摘のワークシェアリングにつきましては、去る三月に合意を得ま

して、取りあえずの緊急対策のものにつきましてはスタートをさせていただきまして、今お話の

ございます多様就労型のワークシェアリングにつきましては今鋭意また検討をしていただいてい

るところでございます。 

 この基本計画に書いてあります、ここでいわゆる労使というふうに書いてもございますし、現

在も労使が中心になっておやりをいただかなければならないことは間違いがないわけでございま



すが、その中に政府の方も入れていただいて、そして労使でうまくお話がいかない場合にはその

中で仲裁の役を取らせていただいているというのが現実だというふうに思っております。 

 また、ワークシェアリングの中身におきましても、緊急性のものだけではなくて中長期的なこ

ともやっていこうということになっているわけでございますが、これは方向が変わったというわ

けではなくて、ベクトルの方向性は同じでございますけれども、更に今後、今までの合意を進め

ていこうということになっている、そういう意味で議論が深化してきているというふうには理解

をいたしております。 

 そうした意味で、大きく方向性を異にするわけでは決してございませんで、この基本計画の中

に盛り込まれましたものを更に深めていこうということに現在なっているというふうに御理解を

いただければ大変有り難いというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 現在の雇用対策基本計画の中には、「二〇〇一年度末までの臨時応急の措置である緊

急地域雇用特別交付金を活用し」と、こういう指摘もございます。これは、昨年、坂口大臣の下

での審議の中で緊急地域雇用創出特別交付金三千五百億、十六年度末までというのができたわけ

で、このことももう既に古くなっているわけでございます。 

 また、この雇用対策基本計画の中に、高年齢層、括弧五十五歳以上層と、こういう指摘もあり

まして、今の常識でいえばいろいろ、高年齢者雇用環境整備奨励金なども六十歳以上を高年齢層

と指している、また雇用開発協会なんかのものでも平均年齢六十歳以上の高年齢者というふうな

ことがございまして、このとらえ方も既に時代に合わないというふうに思うわけでございます。 

 それで、過去を振り返りますと、経済計画と雇用対策基本計画、これは、先ほど申しましたよ

うに、経済計画と雇用対策基本計画は整合性を持ったものでなければならないというふうに決ま

っているわけでございまして、それを反映しまして、昭和四十二年の経済社会発展計画、このと

きにも同時期に雇用対策基本計画が第一次で策定されて以降、ほぼ、一回だけされていないのが

ございますけれども、直近においても十一年の七月に、経済社会のあるべき姿と経済新生の政策

方針が十一年七月に閣議決定された後、八月に雇用対策基本計画というのが今出てきているわけ

でございます。 

 今の政府の経済計画は、今年一月の「改革と展望」、これがそれになるわけで、そのことによっ

てこの十一年の閣議決定の計画が終了すると、こういうことになっているわけでございまして、

そういう過去の経緯から見ても、何ゆえこの経済計画が変えられたのに雇用対策基本計画が連動

しないのか、この十年を見詰めるということでとらえられているわけですが、これだけ、この「改

革と展望」でもこういうフレーズがございます。「経済の変動等に適切に対応するため、「改革と

展望」は毎年度改定する」と、こう書いてある。 

 竹中大臣がおっしゃっているように、正にローリングシステムになっていると。私はこれは常

識的なことだと思うんですけれども、雇用対策基本計画もこれになぜ連動しないのかということ

で大変不思議でございまして、このことを非常にかたくなに厚生労働省は今のでいいんだとおっ

しゃるわけですが、余りにも時代状況がずれていると。この中で何ゆえかたくなに拒否されるの

かよく分からないわけでございます。やはり、経済計画と整合性を持ったものということは、す

なわち経済計画がローリングシステムになったわけですから、それに伴って雇用対策基本計画も

変動が著しいわけですから毎年見直しをすることもあっていい、その基本方針を持って雇用対策

を行うべきだと私は思っているわけでございます。その意味において何か非常にかたくなになっ

ているという、私はそのこと自体よく分からないんですが、どうか柔軟に考えていただきまして、

雇用対策基本計画見直しを進めていただきたいと思うんです。 

 それで、竹中大臣に一つお伺いしたいと思うんですけれども、経済計画を所管されるお立場で、

やはり雇用対策基本計画は十年間のスパンでとらえるという形になっていまして、非常に固定的

でございまして、このことをどう見ておられるか、一言御所見をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 基本的にそういう総合的な判断は坂口大臣の下でなされるというふ

うに思っておりますが、我々はマクロのフレームワークを示します。そのマクロのフレームワー



クと整合的な形での労働政策、基本計画でなければいけない、これも法律で決められているとこ

ろでございます。 

 ただ、このマクロのフレームワークという観点からしますと、もちろんこれ、経済は日進月歩

でありますからいろんな変化はありますが、マクロのフレームワークの観点からしますと、例え

ば、今の雇用創出に対する考え方、需給のミスマッチに対する考え方ないしは失業率の長期的な

見方に対する考え方、そういったところで「改革と展望」と今の基本計画がそんなに大きく外れ

ているわけじゃないと私は認識しております。したがって、直ちにこれを変えなければいけない、

それほどマクロ的なそごがあるというふうには認識をしておりません。 

 極めて総合的な観点から厚生労働省におきまして判断がなされるというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 厚生労働大臣、最後にお伺いしますけれども、かつて見ますと、経済計画の後すぐ

に雇用対策基本計画できているわけです。何ゆえ今回の局面でそれだけ連動させようとされない

のか、お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） 決してかたくなに私たち考えているわけではございませんが、平成十

一年の八月にスタートいたしまして、これは雇用対策に対する骨格、方向性というものを決めた

ものだというふうに私は認識をいたしております。今、竹中大臣からもお話のございましたとお

り、その方向性が現在の経済政策と間違ってきているとは私は今思っておりません。 

 その方向性におきまして、これがそごを来すようなことになってくれば、それは当然のことな

がら雇用対策というものに対する考え方も変えていかなければならないというふうに思っており

ますが、現状におきましては、大きな方向性はそのまま現在もこれは重要視される内容になって

おりますし、現在の経済政策とそごを来すような状況にはなっていないというふうに思っている

次第でございます。 

 

○辻泰弘君 時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。 


