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山下芳生君及び吉田忠智君が選任されました︒

子君︑亀井亜紀子君︑川崎稔君︑岡崎トミ子君︑

の補欠として西田実仁君︑松浦大悟君︑植松恵美

上哲士君及び福島みずほ君が委員を辞任され︑そ

君︑藤谷光信君︑林久美子君︑大河原雅子君︑井

本日までに︑渡辺孝男君︑西村まさみ君︑舫

委員の異動について御報告いたします︒

ます︒

│││││││││││││

と税の一体改革に関する特別委員会を開会いたし

○委員長︵高橋千秋君︶ ただいまから社会保障

│││││││││││││

法律案︑以上八案を一括して議題といたします︒

めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定

図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等

に関する法律案︑社会保障の安定財源の確保等を

び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等

一部を改正する法律案︑子ども・子育て支援法及

育︑保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

も・子育て支援法案︑就学前の子どもに関する教

正する法律案︑社会保障制度改革推進法案︑子ど

元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

え手となる若年層の雇用問題に焦点を当て︑後半

そこで今回は︑前半は社会保障の観点から︑支

は一貫して取組を進めてきました︒

持っていますことから︑若年者雇用問題について

を経験した上で会社員になって社会に出た経験を

も︑自身が超就職氷河期を経験して︑就職氷河期

私はこれまでずっと取り上げてきましたけれど

ことが必要不可欠であると思います︒

てその支え手をいかにして増やしていくかという

の負担をいかにして軽減するかということ︑そし

いかと思います︒つまり︑支え手となる現役世代

の持続性があるとは言えない状態になるのではな

代︑特に若年層の雇用が安定しなければ社会保障

ここ十年程度にわたりまして︑高卒︑大卒共に

は税の観点から質疑を行いたいと思います︒

本日は︑社会保障と税の一体改革についての集
質疑のある方は順次御発言願います︒

中審議を行います︒

○委員長︵高橋千秋君︶ 参考人の出席要求に関
する件についてお諮りいたします︒
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強

して日本銀行副総裁山口秀君の出席を求め︑そ

して忘れてはならない視点として社会保障制度の

財政の持続性はもちろん大事でございますが︑決

社会保障と税の一体改革において︑財政再建︑

め置かれた若者にとってはその傾向がもっと顕著

大卒正社員の場合ですから︑非正規の雇用にとど

うな状況にあります︒
︵資料提示︶このデータは

ていますので︑可処分所得は減っているというよ

初任給にはほとんど変化がない状態です︒その一

の意見を聴取することに御異議ございませんか︒

持続性というものもあると思います︒分かりやす

になると思います︒正規︑非正規を問わず若年層

○吉川沙織君 民主党の吉川沙織でございます︒

○委員長︵高橋千秋君︶ 御異議ないと認め︑さ

い例えといたしまして︑現在は高齢者お一人を現

の活力が失われているということは︑つまり消費

化等のための国民年金法等の一部を改正する法律

よう決定いたします︒

役世代二・四人で支える騎馬戦型でありますが︑

行動に影響があり︑経済活動にも影響があるとい

方で︑社会保険料︑所得税︑住民税は若干上がっ

│││││││││││││

二〇五〇年には現役世代一・二人で一人を支えな

うことになります︒よって︑社会保障の持続性に

どうぞよろしくお願いいたします︒

○委員長︵高橋千秋君︶ 公的年金制度の財政基

ければいけない肩車型になると予想されています︒

も問題があると思いますが︑総理の御見解︑お伺

案外七案の審査のため︑本日の委員会に参考人と

盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法

よって︑社会保障制度の支え手であります現役世

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

等の一部を改正する法律案︑被用者年金制度の一
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者の完全失業率は︑二十四歳以下では八・二％と︑

状況にあるというふうに認識をしています︒若年

若者の雇用環境はやはり依然として大変厳しい

ます︒

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ おはようござい

いしたいと思います︒

の変化ということにもありますので︑そこの点に

っている︑不安定な状況に置かれているのは構造

ませんし︑そもそも若者の雇用がこんなに低くな

くまで雇用の質の改善を図っていかなければなり

アアップ支援であったりと就労支援であって︑あ

雇用のミスマッチの解消であったり︑あとキャリ

や行政に対する不信感から未納という状態に陥っ

しながら︑これを知らない方も多いですし︑制度

以上の給付を受けることができる制度です︒しか

なりますし︑平均余命まで生きれば納めた保険料

分で国庫負担分を二分の一まで引き上げることに

国民年金は︑今回の一体改革でも︑消費税増税

況は︑長期給付である年金制度においては望まし

ている若者も多いと考えられます︒ただ︑この状

さて︑今月の七月五日に厚生労働省が発表いた

くないと思います︒ですから︑一刻も早く年金制

ついては少し後で触れたいと思います︒

政府としては︑労働界︑経済界︑教育界とも若者

しました平成二十三年度の国民年金の納付状況に

全年齢に比べても高い水準で推移をしています︒
を取り巻く切実な危機感を共有し︑一体となって

度に対する信頼を取り戻していかなければなりま

すごい表現ががさつになりますけれども︑若い

よれば︑若年層の二十五から二十九歳で四六・
状況でしかありません︒もちろん︑公的年金制度

世代は︑年金制度なんかに対して元が取れないと

社会保障制度の担い手となる若者の雇用の安定を
このため︑私が座長を務めます雇用戦略対話で

全体の財政状況からすれば︑それが余りにも大き

嘆いています︒世代間扶養や相互扶助の仕組みで

せん︒

は︑現場の方の知恵も借りて︑若者の雇用に関す

な影響であると喧伝するのはどうかという観点は

ある年金制度に元を取るとか取らないといった考

一％︑三十から三十四歳で四九・六％という納付

る既存施策や取組を総点検をさせていただきまし

ありますが︑ただ︑この納められない若者の中に

図ることが必要と考えております︒

た︒その上で︑在学中に就業体験をするインター

そこで︑お伺いしますが︑端的に表現すれば︑

え方はなじまないとは思いますが︑そういうとこ

もちろん︑免除等の制度を知らないから未納に

年金制度は︑平均余命近くまで︑つまり長生きす

は︑非正規雇用によって賃金が非常に低く︑納め

支援策を若者雇用戦略として取りまとめたところ

なっているという若者もいると考えられますが︑

ればするほど元が取れる制度だと思いますが︑副

ンシップの充実︑若者への中小企業の情報提供の

でございます︒これは六月の十二日でございまし

若者が置かれた就労環境がこの事態を招いている

大臣︑いかがでしょうか︒

ろが気になってしまう若者の気持ちも理解はでき

た︒

のであれば︑非正規から正規へ︑未納から納付へ

○副大臣︵泰弘君︶ 吉川委員御承知のとおり︑

たくとも納められない状況が多く含まれるという

今後︑産学官が一層連携してこの支援策の実行

という状況に転換する施策を取らなければ︑これ

我が国の公的年金制度におきましては︑基礎年金

拡充︑キャリア教育に関して地域の労使︑学校関

に鋭意取り組み︑若者の雇用環境の改善に全力を

ら若年層︑このまま年取っていけば︑結果︑年金

の国庫負担をさせていただいております︒それら

ます︒

尽くしていきたいと考えております︒

の受給資格が得られないということになりますの

の制度設計によりまして︑我が国の公的年金制度

考え方は妥当だと思います︒

○吉川沙織君 雇用戦略対話の方でもおまとめに

で︑国民全体の負担が大きくなります︒

係者が協議する場の設置などを柱とする具体的な

なられたものは︑キャリア教育の充実であったり︑
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ら年金制度に対する正しい理解がないから未納に

の予算委員会でも取り上げましたけれども︑これ

○吉川沙織君 この問題については昨年三月七日

たいと考えております︒

制度に対する不信感を払拭するように努めていき

て若い世代の方々にもしっかりと周知をし︑年金

るわけでございまして︑こうした事実につきまし

金という万一のリスクに備えた備えにもなってい

ものとなっております︒また︑障害年金や遺族年

て受け取れる年金額は払い込んだ保険料を上回る

におきましては︑どの世代においても生涯におい

思いますし︑大事なことだと思っています︒

○副大臣︵高井美穂君︶ 御指摘ごもっともだと

解を伺います︒

た観点が必要だと思いますが︑文科副大臣の御見

的な知識を付けていただいて将来に備えるといっ

に教育をする︑そして理解をしてもらって︑実践

で思いが至らないと思います︒ですから︑体系的

うなるか︑雇用環境がどうなるかというところま

自分自身の人生に置き換えて︑将来キャリアがど

たして十五歳までの年齢でそういう教育を受けて︑

解をさせるということは当然だと思いますが︑果

五歳までにこのような基本的な知識を教育して理

います︒

っぱりもっと力を入れてやっていただければと思

障は国民全体の負担にかかわることですので︑や

けれども︑ダンスは必修化をされました︒社会保

ら︑ダンスを決して否定するわけではありません

したように︑知識を体系的に理解できる︒今年か

○吉川沙織君 今文科副大臣が御答弁くださいま

取り組みたいと思います︒

大事だと思いますので︑御指摘踏まえてしっかり

うな知識を体系立てて教えるということは極めて

いずれにしても︑社会に出たときに役に立つよ

ろであります︒

陥っている︑それがひいては国民全体の負担を高

去年の文部科学大臣の答弁においては︑
﹁社会

います︒

な知識を教育段階から深めていく必要があると思

が全員加入し保険料を支払うという仕組みになっ

校段階で︑公的年金は原則として二十歳以上の人

学習をすることとしておりますが︑例えば︑各学

発達段階に応じて社会保障に関する内容について

かれている若者の数は右肩上がりに上がってしま

ますけれども︑大卒で社会に出て非正規に留め置

一方で︑これ大卒の若年層でデータを取っており

年から二十三年まで見てもかなり減っています︒

を見てみますと︑若年層の人口は︑実は平成十四

若年層の人口と大卒若年層の非正規雇用の推移

保障制度については︑例えば中学校の社会科にお

ていることとか︑若い世代と高齢者世代の助け合

っているというような状況があります︒

それで︑小中高等学校の学習指導要領において︑

いては︑年金を始め社会保障制度の基本的な内容

いの仕組みであることと︑今御指摘あったような

めるということであれば︑社会保障制度の体系的

を理解させる︑
﹂と︑事項としては扱っている旨

ことをしっかり学習するようにしております︒

受けて︑受け身で対応しているという側面がある

りますが︑文科省は︑どちらかといえば︑それを

を設置して検討を進めていただいているようであ

を受けて︑社会保障の教育の推進に関する検討会

なども大変有用ですので︑関係者と協力しながら

労省が作られた高校生向けの社会保障教育の教材

ろであります︒加えて︑先ほど来指摘があった厚

直接話を聞いたりする機会も推進をしているとこ

また︑社会保険労務士などの外部関係者からも

も︑当時の野田財務大臣は﹁正規より非正規が増

と思います︒さらに︑昨年の予算委員会において

おり︑税収に与える影響というのは看過できない

ことは十分予想される﹂と答弁がございましたと

りも給与が低いために税収が下がっているという

からは﹁フリーター等によって正社員の皆さんよ

一昨年の予算委員会において︑当時の財務大臣

の答弁がありました︒厚生労働省は︑去年の質疑

ような気がしています︒

全国の教育委員会に周知を図ったりしているとこ

義務教育が中学校までの我が国においては︑十
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○国務大臣︵安住淳君︶ 御指摘のとおりだと思

響について財務大臣に伺います︒

一つであると考えますが︑まずは国税に与える影

し︑的確な対応を取ることが国の取るべき方策の

なれなかったことによる経済的損失を正しく把握

す︒

性はあり得ると思います︒
﹂と御答弁されていま

とによって所得税収が落ち込むということの可能

ことになれば︑雇用者報酬の総額が減り︑そのこ

えていくと︑あるいは失業者が増えていくという

収入に対する影響の額を︑総務副大臣︑お願いし

税においても影響するものでありますが︑地方税

になれないことによる税収の損失というのは地方

御答弁いただきましたけれども︑若年層が正社員

○吉川沙織君 今︑国税の観点から財務大臣から

思います︒

り政府は特段力を入れていかなければならないと

りだと思っておりますので︑雇用についてやっぱ

ぼしていくということは吉川委員の御指摘のとお

とによって︑かなりやはり税収にはいい結果を及

る方にそういう場を提供できるかどうかというこ

いと思っている方︑正社員になりたいと思ってい

があることが理解できると思います︒

働力確保の観点からも対策をしっかり講じる必要

る方を増やしていく︑労働力の確保︑我が国の労

齢者でも労働力でしっかり支え手になってくださ

産年齢人口にある人間︑そして︑それ以上で︑高

ん最悪のケースの場合ですけれども︑我が国の生

万人も減る試算を公表しています︒これはもちろ

くない場合︑二〇三〇年の労働力人口が九百五十

けれども︑若者の就労支援などの施策の効果が全

究会は︑今財務大臣からも御答弁いただきました

今週︑七月二十三日に厚生労働省の雇用政策研

な影響があると思います︒

のみならず︑労働力の確保という側面からも大き

就職氷河期世代を中心とする若年層が正社員に

います︒
ます︒

所得課税︑法人課税︑消費課税などいろんな意

さて︑今回︑社会保障制度改革推進法案の附則

同じ年収を得ていないことによる所得税収への減

それだと︑やはり︑非正規雇用者が正規雇用者と

いて︑これは一定の仮定を用いてでございますが︑

中で︑労働力調査や賃金構造基本統計調査等を用

にどう影響するかということですが︑実は政府の

○吉川沙織君 それぞれ︑ほかにも加味する状況

います︒

ると︑大体一千億円程度になるということでござ

ないことによる個人住民税への減収影響を試算す

年非正規雇用者が正規雇用者と同じ年収を得てい

一定の仮定を置いてではありますけれども︑若

〇とした場合の推移を見ますと︑それぞれ年齢階

これ︑現況を見ますと︑平成元年の水準を一〇

較をお示しさせていただきました︒

階層別における人口構造と被保護人員の変化の比

必要な見直しが行われることになりますが︑年齢

とがあります︒生活保護制度はこれによって今後

措置その他必要な見直しを行うものとする︒
﹂こ

○副大臣︵大島敦君︶ 御答弁させていただきま

収影響を試算するとマイナス五百億円程度になる

は︑要素はあるという御答弁でしたけれども︑国

層別にお示ししてありますが︑二十代と六十代に

味でかかわっていますけれども︑その中で︑今御

と︒ただし︑これがそれ以外にもいろんな影響は

税でマイナス五百︑地方税でマイナス一千億︑ま

おいて特に伸びが大きいことを確認できると思い

に︑﹁政府は︑生活保護制度に関し︑次に掲げる

及ぼすと思います︒ただ︑民間の調査機関等では︑

た︑それ以外にもいろんなところで影響があると

ます︒六十代に関しては︑人口も上がっていて被

す︒

いや︑そんなものではないと︑もっと大変な影響

思いますし︑また︑若年層における雇用問題は︑

保護人員も増えていますので比例をしている関係

指摘があった若い方の非正規雇用者の増加が税収

があるんだという統計もあるんですね︒

今申し上げた税収や社会保障制度の支え手の側面

ですから︑本当に働く意欲︑それから就職した
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用していますけれども︑シンクタンクの試算によ

平成二十年の質疑で取り上げて以降︑何回か引

うものを拡充していく必要があると思います︒

危機感をみんなで共有して︑若年者雇用対策とい

こそ︑現実を直視して将来推計を行うことでこの

いてこの現状は放置できないと思います︒だから

なか抜け出せない現状もありますが︑若年層にお

活保護を一旦受給してしまいますとそこからなか

あるということは言うまでもないと思います︒生

国民全体の負担の観点からすれば︑大きな影響が

考えられますが︑社会保障制度の持続性︑そして

様々な理由でもちろん被保護者となっていると

るというような状況があります︒

るにもかかわらず被保護人員が増えてしまってい

いただきましたとおり︑若年層の人口は減ってい

にありますが︑二十代は︑先ほどもお示しさせて

政府としても対策を講じていただきたいと思いま

すし︑やはりこの影響は甚大ですので︑しっかり

んので︑これは今後も注視していきたいと思いま

河期世代の人間は年金受給の世代になっていませ

と思いますけれども︑それではまだ私たち就職氷

算で二〇二五年まで引っ張っていったその数字だ

会保障に係る費用の将来推計に基づいて機械的試

○吉川沙織君 今御答弁いただきましたのは︑社

二兆円と︑こういう数値になってございます︒

二〇二〇年には四・六兆円︑二〇二五年には五・

兆でございますが︑二〇一五年には四・一兆円︑

械的に試算しますと︑足下の二〇一二年が三・七

社会保障費の将来推計︑この考え方をベースに機

の上で︑今年の三月に厚生労働省が公表しました

見通すことは困難だと考えております︒ただ︑そ

経済情勢の影響を受けますので︑なかなか正確に

会の報告書というのは︑将来の我が国の姿を展望

法改正案を提出をしています︒フロンティア分科

雇用と年金の接続を図るための高年齢者雇用安定

した希望者全員の六十五歳までの雇用確保により︑

政府としては︑今国会に︑六十歳定年を基盤と

きたいと思います︒

なるものではないということは是非御理解いただ

論をいただきました︒これが直ちに政府の方針に

を見据えて︑若手有識者を中心に自由闊達に御議

ロンティア分科会では︑二〇五〇年のあるべき姿

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 国家戦略会議フ

いします︒

れをどうとらえてよいのか︑総理の御見解をお願

まで見てきましたとおりの若年者の雇用状況でこ

を提言したものとは理解はしておりますが︑これ

〇年の日本の姿を描き︑二〇二五年までの方向性

年には届きませんけれども︑この報告書︑二〇五

する際に︑高齢者を始め全員参加を促す仕組みや

す︒
さて︑今後の雇用の在り方について少し総理に

れば︑私世代︑つまり就職氷河期世代の若者が年
金受給世代になったとき︑生活保護試算の額︑累

をすべきと考えますが︑厚生労働省︑いかがでし

定を置いた上で構いませんので︑国としても試算

契約を正規とするのではなく︑有期を基本とした

分科会は︑
﹁これからは︑期限の定めのない雇用

今月︑七月六日に国家戦略会議のフロンティア

○吉川沙織君 雇用の流動化という御答弁ござい

うに思っております︒

で御議論をいただくことを期待をしたいというふ

で︑これを一つの契機として労使や国民各界の間

雇用の流動化についての問題提起でございますの

ょうか︒

雇用契約とすべきである︒
﹂
︑また︑皆が七十五歳

ましたけれども︑今が実際に正規と非正規で同一

お伺いしたいと思います︒

○政府参考人︵山崎史郎君︶ お答え申し上げま

まで働くための四十歳定年制とする報告書を公表

計で約十九兆円に上るという試算があります︒仮

す︒

じようにできるのであればこれもいいとは思うん

価値労働︑同一賃金が実現されていて行き来が同
私は三十五歳ですから︑まだこれによっても定

しています︒

生活保護の将来推計でございますが︑生活保護
受給者は︑制度を取り巻く失業率等の様々な社会
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詰めていきたいとおっしゃって︑今は任せるとい

えております︒
﹂と︒別の項目については議論を

政府内での議論も詰めていきたいというふうに考

ざいますけれども︑そういう提言も踏まえながら

目については︑
﹁さまざまいろいろな御提言がご

事業所割合は︑平成二十年の調査で三三％︑平成

を見てみますと︑既卒者が応募可能だったとする

業が正社員を募集する際︑既卒者の応募受付状況

厚生労働省の労働経済動向調査によりますと︑企

という観点でお伺いいたしたいんですけれども︑

さて︑次は︑確実に雇用に結び付く施策の必要

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ リーマン・ショ

すが︑総理︑いかがでしょうか︒

するなど︑そういう方策は取るに値すると考えま

料の事業主負担分を国が少しでも︑まあ一部免除

既卒者を積極的に雇用した企業に対して社会保険

重複しているような事業を見直すことによって︑

ます︒例えば︑今いろんな事業ありますけれども︑

これは︑指針の改正や要請では企業に強制力を

うような形かなと思ったんですけど︑そこはいか

二十一年で二七％︑平成二十二年で二五％︑平成

ック後︑若者雇用が厳しさを増し︑とりわけ既卒

○吉川沙織君 是非︑その点踏まえて御議論を詰

がでしょうか︒

二十三年で二七％にとどまってしまっています︒

者を募集する企業が大幅に減少したことを受けま

ですけれども︑今︑御議論いただきたいというお

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ この分科会︑四

平成二十二年十一月に︑雇用対策法に基づく青

して︑吉川委員御指摘のように︑雇用対策法に基

持たせることが限界があるという証左であると思

つの部会がありまして︑今御指摘のような部会も

少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に

づく青少年雇用機会確保指針を平成二十二年十一

めていただければと思います︒これが独り歩きし

含めて︑叡智と平和と繁栄と幸福という部会でや

対処するための指針︑これが一部改正され︑事業

月に改正し︑卒業後三年以内の既卒者の新卒枠で

話もありました︒

りました︒平均年齢四十三歳で男女が三対二とい

主は学校等の新卒者の採用枠に卒業後少なくとも

の応募受付を事業主に要請をさせていただきまし

います︒ですから︑社会保障制度の支え手を増や

う︑大変今までにない自由闊達な場だったんです︒

三年間は応募できるようにすべきものとするとい

た︒指針改正後︑新卒枠で正社員を募集した事業

て変な方向に走っていくと余計若者の不安をあお

自由闊達な場ですから︑我々が何か統制をしたり

うことが新たに盛り込まれました︒また︑厚生労

所のうち既卒者の応募を受け付けるものの割合で

ただ︑総理︑七月九日の衆議院の予算委員会に

規制をしている話じゃありません︒あくまで自由

働大臣を始めとして主要経済団体に対しても︑卒

見ますと︑平成二十二年︑五三％から︑二十三年︑

すためにも︑若年層の雇用を促進する方策として

な発想で二〇五〇年を展望したお話なので︑やや

業後三年以内︑新卒枠で受付可能だということを

五九％に上昇をしています︒また︑ジョブサポー

ることになると思いますので︑是非お願いいたし

ちょっとやんちゃな提言があることも事実なんで

是非お願いしますと要請行動を何度もしていただ

ターの支援により︑二十三年度には約九万人の既

おいて︑同じ国家戦略会議のフロンティア分科会

すけれども︑でも︑そういうことも含めて様々な

いていますが︑今申し上げたデータのとおり︑既

卒者の就職が決定をしています︒

国はしっかりそれを取らなければならないと思い

議論を喚起していきたいという︑そういう趣旨で

卒者が応募可能な企業というのは微減して︑ちょ

ます︒

ございますので︑先ほど来申し上げたとおり︑そ

っとだけ増えているというような状況ですので︑

の︑部会は別になりますけれども︑別の記載の項

のまま政府の方針ということではないということ

やっぱり少ない現状があると思います︒

然若年者雇用は厳しく︑若者雇用戦略においても

しかしながら︑御指摘がありましたように︑依

であります︒
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是非お願いしたいと思います︒

たので︑是非そこは︑もう一歩踏み込んだ対策を

や要請では限界があるということを申し上げまし

っぱりそれでも増えていませんので︑指針の改正

ーマン・ショックの影響もありますけれども︑や

○吉川沙織君 今問題提起いたしましたのは︑リ

就職促進に努めてまいりたいと考えております︒

アル雇用奨励金などの周知を徹底して︑既卒者の

公平な社会保障制度や税制の基盤となるものであ

な稼働や定着が前提になるものであるなど︑より

給付付き税額控除を導入する場合にはその本格的

号制度につきましては︑総合合算制度であるとか

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 社会保障・税番

解︑お伺いします︒

かなうことではないかと考えますが︑総理の御見

にも︑この法案を審議し︑採決をすることが理に

今後検討される給付付き税額控除の導入のため

で申し上げているところです︒

かりやらなければいけないという︑そういう前提

うことを申し上げたわけで︑私はそのことをしっ

い方が特定できるかどうかということにあるとい

は︑きちんと本当に必要な方︑つまり所得が少な

げたところです︒給付付き税額控除の最大の問題

それぞれのメリット︑デメリットについて申し上

言は軽減税率との比較の中で申し上げたことで︑

○国務大臣︵岡田克也君︶ 記者会見での私の発

れることによって所得が正確に捕捉でき︑真に手

さて︑次︑マイナンバー法案の扱いについてこ

り︑マイナンバー関連法案は一体改革とも密接に

これからの社会保障政策の一つの大きな柱は︑

と併せて︑このことについて理事会協議をお求め

の委員会の中でも何度も取り上げられていますけ

結び付いた重要な法案であると考えております︒

やはり所得が非常に少ない方に対してどういう対

既卒三年以内新卒扱いの標準化を盛り込まさせて

れども︑このマイナンバーについては︑若い世代

マイナンバー関連法案の早期成立に向けて︑与

策を講じていくかということであって︑その前提

を差し伸べる必要がある人に対して差し伸べるこ

から見ましても将来の安心にもつながる言わば新

野党双方に衆議院での同法案の審議促進をお願い

はそのことが特定できるということですから︑非

になられましたので︑一昨日から理事会で協議に

しい情報化時代の社会インフラであるだけでなく︑

を申し上げたいというふうに思います︒

常に私は重要なことだと思っております︒そして︑

いただきました︒引き続き事業主へ要請をすると

社会保障の仕組みを大きく変え︑真に手を差し伸

○吉川沙織君 通告しておりませんけれども︑岡

そのためにもマイナンバー制度の導入が必要不可

とができるのがこのマイナンバーだと思いますが︑

べることが必要な人に必要な社会保障給付を行う

田副総理︑七月二十四日の記者会見で給付付き税

欠であるということは論をまたないところであり

入っています︒

ためのものであり︑今回の社会保障と税の一体改

額控除について︑少ない予算で手当てできる︑し

ます︒

ともに︑併せて事業主負担の軽減策であるトライ

革の議論において必要不可欠であると考えます︒

かし︑本当に所得が少ないかをどこまで正確に把

○吉川沙織君 是非何とか協議をして︑衆議院で

岡田副総理︑いかがでしょうか︒

今回の特別委員会の審議とは別建てになってし

握できるかという問題は残るという趣旨のことを

さて︑税法の方についてお伺いしたいと思いま

あると思います︒

環境を整えていくことは与野党共に大事なことで

まっているマイナンバー法案について︑七月二十

所得が本当に少ないかをどこまで正確に把握で

審議をしていただいて︑参議院でも採決ができる

マイナンバー法案について︑
﹁全く審議がされて

きるか︑もちろんマイナンバーでも限界があるこ

御発言されています︒

いない法律があるのに︑この法律の採決はできな

とは分かりますけれども︑でも︑やはりこれを入

日の当委員会においても自民党委員の質疑の中で︑

いと思いますが︑いかがでしょうか︒
﹂との発言
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今回︑三党合意に基づく修正により附則第十八
経済成長が促されるよう戦略に基づいて歳出の質

て悪玉扱いするつもりはもちろんございませんし︑

を持つことになってしまいます︒公共事業を決し

かといえば︑その部分の余裕は︑消費税を充てる

いう考え方とおっしゃったわけですけど︑どちら

差が出た部分を全部今度はまた借金減額に回すと

に伴う経費増とでいえば多少差があります︒その

す︒
条に第二項が加えられています︒この条文につい

の向上を図ることの重要性ももちろん理解してい

やりで︑言わば︑どういうんでしょうかね︑財政

て︑衆議院における議論を議事録で読み返してみ

問題は︑社会保障の充実︑安定のために消費税

的に財政規律という名において削減ということに

わけじゃないんだけれども︑今まで緊縮財政一本

があるような感じを私は受けました︒本院におい

の増税を国民の皆さんにお願いするという大前提

今まで傾きを︑傾斜し過ぎていたのではないか︒

ます︒

ても既に多くの議論がなされていますが︑消費税

がこれで崩壊することになりますので︑国民の皆

ると︑民主︑自民︑公明の各党の理解に若干ずれ

収を社会保障四経費に充てることは法律上明確に

したがって︑私は前者の立場しか取り得ないと

むしろ︑これから日本のデフレ脱却への思いも込

今から二つ考え方を申し上げます︒この二つに

考えますが︑まず自民党の野田先生︑よろしくお

さんに対する重大な背信行為であると︑言葉はち

ついて前者か後者か︑いずれかをそれぞれ三党の

願いします︒

ことによって︑この消費税を含む財政の構造改革︑

規定することになりますので︑この点は全く異論

修正案発議者の先生方にお答えいただければと思

○衆議院議員︵野田毅君︶ 今回の消費税の引上

歳入構造︑歳出構造︑この構造改革を︑単年度ご

めて︑例えば研究開発なり人材育成なり︑それは

いますが︑一つ目︑消費税収の増加分はそのまま

げに伴う財政健全化への一歩前進という姿は︑単

とに帳じり合わせをするんじゃなくて︑何年間か

ょっと過ぎるかもしれませんが︑言わざるを得ま

国債発行額の減少とし︑歳出総額を膨脹させない

年度ごとの帳じり合わせということに意味がある

をパッケージにして頭に置いた上で︑弾力的な︑

はございません︒問題は︑消費税収の増加分をど

で︑歳出の内訳として防災対策を含む経済成長分

とは思いません︒というのは︑毎年︑高齢化が進

機動的な展開をしていきたいという意味で︑機動

減税を含めていいと思います︒別途︑歳出増を含

野へ資金を重点化するという立場︒二つ目︑消費

んでいくことによって当然増的に一兆三千億から

的な対応が可能となる中でという表現を取ってお

せん︒

税収の増加分だけこれまで社会保障分野に充てて

五千億これから増えていくわけですね︒だけど︑

ると︑そういうことです︒

のように取り扱うかということになると思います︒

いた赤字国債等の財源が浮くことになり︑この分

毎年その分だけ消費税率を上げるという仕組みで

○吉川沙織君 次に︑公明党の竹内先生︑お願い

めてもいいと思います︒あるいは︑減災︑防災等

を防災対策を含む経済成長分野に活用することと

はありません︒ある程度︑何年かに一遍という形

します︒

に充てられることになっても︑それと同等の財源

が出ます︒ただ︑それを全部︑消費税の収入が増

当然︑単年度ごとに見れば︑帳じり的には凸凹

ます︒

私どもは︑基本的に一の立場を基本と考えており

○衆議院議員︵竹内譲君︶ 端的に申し上げます︒

そういう攻めの財政という形にむしろ展開する

に使ってもいいと思います︒

し︑したがって歳出総額は増加するという立場︒

でやります︒

がほかの歳出分野に回りますから︑結果として消

えた分だけ︑同時に︑その分の社会保障の高齢化

後者の立場の場合は︑消費税収は社会保障分野

費税の増税で公共事業などを行うのと同様の効果
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ただ︑多少の防災︑減災のためには建設国債も

うことを申し上げているところでございます︒

公共事業をやるという発想も必要ではないかとい

うな民間手法をもって︑民間の資金と知恵と力で

また︑そのほかにも民間手法︑レベニュー債のよ

っておりますが︑そういうものも必要でしょう︒

担保した上での︑私どもはニューディール債と言

そのための財源はどこから来るかというのは別途

する分野への投資ということもあると思います︒

あります︒当然に防災︑減災もあれば︑成長に資

のが附則の十八条︑御指摘の中に記載したわけで

ためにはどういったことがあるんだろうかという

ならない︒つまり経済です︒景気を良くしていく

ただ︑消費税を上げる環境にはしていかなきゃ

に強い地域をつくるということになると考えてい

ト事業を両輪で進めることが危機に強い国︑災害

つまり︑社会資本整備のようなハード事業とソフ

いかなければならないとずっと申し上げています︒

た嫌いがありますが︑ソフト事業にも目を向けて

て︑これまでどちらかといえばハードに偏ってき

は︑防災や減災の視点の中で有するべき視点とし

ずっと国会の質疑の中で訴え続けてきましたの

て歳出が大幅に増加するということはやっぱり避

○吉川沙織君 民主党の古本先生︑お願いします︒

の予算編成になると思いますので︑そのときの内

るからです︒自治体の防災体制の充実や避難勧告

三党の合意ではそこまでは合意に至っていないと

○衆議院議員︵古本伸一郎君︶ お答えいたしま

閣の考えを縛るつもりは毛頭ございません︒

の具体的な発令基準の策定︑ハザードマップの策

けなければいけないと思います︒

す︒

○吉川沙織君 それぞれ︑自民党︑公明党︑民主

定や避難訓練の実施︑業務継続計画の策定など︑

いうのがポイントなんです︒

一か二かというお尋ねでありましたので︑私は

党の修正案提出者の議員の方から御答弁をいただ

必要でしょうし︑また︑復興債のように︑財源を

一の方だと考えています︒すなわち︑この度御負

基本的に一︑歳出総額は増額させないで︑その

また︑若年層としての観点から世代間格差をこ

ソフト面においてもやるべきことはまだまだ山積

法律の一条にも明記してございますけれども︑社

中で歳出の質の向上︑研究開発やそれ以外の防災︑

の場で殊更取り上げるつもりもありませんし︑経

きました︒

会保障の関係四経費︑年金︑医療︑介護及び子ど

減災に充てていくということでしたけれども︑ま

済成長は必要不可欠という立場でもあります︒た

担をお願いして消費税を引き上げた分は︑これは

も・子育てに限定して使わせていただくというこ

だそこまで決め切れていないという︑そういうお

だ︑将来世代に対する我々の責任としては︑国債

ですから︑それから︑出は今まで我慢してきた分

レーム︑予算編成をする際に︑入りが増えるわけ

なんです︒その以降の話として︑確かに財政のフ

使うかということに関しては今申し上げたとおり

からお話がございましたけれども︑消費税を何に

うような︑そういうお話もありましたけれども︑

付けた上で︑防災︑減災にがばっと使うんだとい

した︒今までの審議の中で︑プライオリティーを

も︑複数回にわたって継続的に質疑を重ねてきま

発生前より防災行政︑消防行政について年に何回

実は私︑現職の国会議員の中で︑東日本大震災

いく︑そしてその消費税の引上げ分は全て社会保

体改革によって社会保障を充実化︑安定化させて

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ まず︑今回の一

います︒

かと思いますが︑総理の見解をお伺いしたいと思

た借金を減らしていくことにこそあるのではない

発行額を減らして︑これまで積もりに積もってき

しています︒私自身はその立場です︒

とでございます︒

話でもありました︒

を使えるものがあったら使いたいというのが今︑

それに例えば︑表現悪いですけれども︑名を借り

今︑一だと言ったその論拠は︑今︑野田毅先生

野田先生のお話だったと思うんですが︑この度の
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障財源化すると︑消費税による税収はばらまきに

ここからは︑今次税制の抜本改革に対するスタ

得の原則︑今回の消費税について満たしていると

その上で︑附則十八条第二項では︑財政による

まりどんな人にも消費をするたびにひとしく課税

も︑被災地で懸命に生活再建をする人々にも︑つ

買物をする子供にも︑年金暮らしの高齢者の方に

消費税は︑小銭を握り締めてお小遣いを持って

の際︑納得の原則については︑公平で分かりやす

納得の三原則を掲げているところであります︒そ

として︑御指摘がありましたとおり︑公平︑透明︑

以降の税制改正大綱においては︑税制改革の視点

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 平成二十二年度

お考えか︑総理の見解を伺います︒

機動的な対応は可能となるとされておりますけれ

されるものであり︑もちろんそれが消費税の特徴

い制度に基づいて︑納税することについて納得で

ンスについて少しお伺いしたいと思います︒

ども︑これは︑財政規律を堅持しつつ︑その中で

でありメリットにもつながるのですが︑金銭的に

きるものである必要があるとの観点から掲げてい

充てることは一切しない︑これはもう全ての党と

財政の機動性を可能にする必要があるということ

余裕がある人だけが課税されるものとは根本的に

るということでございます︒

いうか︑皆さんが共通理解であるというふうに思

であり︑そのためにも日本再生戦略︑今まとめて

性質が異なるため︑より丁寧に国民の皆様の納得

て︑消費課税︑個人所得課税︑法人課税︑資産課

います︒

いる途中でありますけれども︑これをまとめ上げ

を得る必要があると思います︒
民主党政権となって新しく設置された税制調査

税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的

今回の法案には︑消費税率の引上げに加えまし

て力強い経済成長を実現をさせていくということ︑
さらには︑予算全体の重点化︑効率化︑そのこと

会は︑租税原則について︑従来は公平︑中立︑簡

において基本的方向性が盛り込まれ︑それらの具

によって真に必要な防災であるとか減災等の施策

改めました︒平成二十一年十二月二十二日の税制

体化に向けてそれぞれ検討することとされました︒

な改革及び関連する諸施策について︑法の第七条

調査会答申では︑この租税原則について︑
﹁制度

法附則二十条及び二十一条において︑例えば︑所

素でしたけれども︑これを公平︑透明︑納得へと

なお︑これは条文にも書いてありますけれども︑

が公平で︑かつ︑制度の内容が透明で分かりやす

得税については︑最高税率の引上げなど累進性の

に優先順位を付けていくと︑こういった取組が必

﹁資金を重点的に配分する﹂とあります︒これは︑

く︑その制度に基づいて納税することについて納

強化に係る具体的な措置︑資産税については︑相

要であるというふうに思います︒

必ずしも税財源に限らず︑財投資金であるとか︑

得できるものである必要があります︒
﹂と説明を

税の見直しについて検討を加え︑その結果に基づ

公明党の竹内さんがおっしゃったような民間資金︑

税は国民︑住民が広く負担するものであり︑最

き︑平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講

続税の課税ベース︑税率構造等の見直し及び贈与
も重要なことは︑国民︑住民が納得して税を払え

ずる旨の規定が設けられているところでございま

しています︒

○吉川沙織君 これまでずっと委員会に配属され

るかどうかにありますから︑改めて納得という原

す︒

こういう活用も含めて対応していくものと考えて

ておりますので︑この議論︑深められてはきまし

則を打ち出したのは︑国民に寄り添った重要な視

おります︒

たけれども︑今総理がおっしゃったような内容で︑

化を図っていくことで︑今御指摘いただいたよう

こうした基本的方向性を踏まえ︑速やかに具体

点であると思います︒
現政権が新たに掲げた租税原則の一つである納

是非ちゃんと規律を守ってやっていただければと
思っています︒
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今回︑そういうことから言いますと︑実は政府

課税︑消費課税︑資産課税等のそれぞれの税制の

を踏まえた上で急務だと思います︒その際︑所得

民に御負担をお願いせざるを得ません︒

は︑最初に提案をさせていただいたときには︑こ

バランスをどのように考えるのか︑直接税︑間接

とき地方の均等割がどうなるかとか︑そういうふ

○吉川沙織君 私︑今の答弁ちょっと納得ができ

の消費税と︑それから所得税と資産課税について

税の割合はどうあるべきか︑そして国と地方の税

な税体系の理念や姿を更に一層明らかにしていく

なかったんですけれども︑次︑行きたいと思いま

それぞれ提案をさせていただきました︒三党協議

源配分をどう構成していくのか︑そして︑若い世

また︑今︑御答弁︑触れられましたけれども︑

す︒

の中で︑そのうち消費税以外については︑方向性

代から見てもそうですけれども︑将来の税負担や

うに複数にやっぱり関係してくるとそれはある意

税制改正について︑法案名からも明らかですけ

は一致をいたしましたが︑年度改正でしっかりこ

不公平感の解消などといったことも含めて︑全体

ことによって︑国民の皆様が納税することについ

れども︑政府としては税制の抜本改革と位置付け

れは成案を出していきましょうということでござ

としてどのような税体系を構築していくのかとい

その他各分野の税制についても︑検討は三党合意

ています︒これまでも抜本改革と呼ばれる税制改

いますので︑特に所得税と相続税等については︑

うことが分かりやすく国民に提示される必要があ

味では抜本ということになるんだと思います︒

革は行われていますが︑抜本改革とそうでない税

三党で話し合って︑方向性としてはやはり累進率

ると思います︒

て納得できる税制となるように全力で取り組んで

制改革を分け隔てるメルクマールってあるんでし

を少し高めて︑お金持ちの方に対しても少し御負

○国務大臣︵安住淳君︶ なかなか難しい質問だ

○吉川沙織君 今までの経過をずっと見ています

いと思っております︒

強調して行うのか︑それとも単に消費税増税に伴

控除については︑手当から控除へという考え方を

したけれども︑今後検討課題となる給付付き税額

いきたいと考えております︒

ょうか︒すなわち︑何をもって抜本改革としてい

担をさせていただくというふうな方向で検討した

と思います︒

と︑法案名で今回明記したんですけれども︑抜本

う逆進性対策の一手段として行うのかでは︑趣旨︑

例えば︑先ほど岡田副総理が御答弁いただきま

るのか︑財務大臣の御見解をお願いします︒

実は︑年度改正で例えば少し税率を︑例えば租

改革というのは要は消費税の創設や税率の引上げ

税調専門家委員会の助言を得るなどして︑我が

特なんかもそうですけれども︑根本の原理原則は

過去の抜本改革においては︑今御答弁の中でも

国の税制を広く見渡す包括的かつトータルな視点

意味合いや税制全体での位置付けが変わってくる

改正であって︑抜本改正というのは︑例えば水平

触れられましたけれども︑過去のときは併せて所

からの理念や理想︑目指そうとする税体系の姿を

を行うときに結構通称も含めて使っていたような

的税率とそれから累進性の高い所得税なんかを併

得課税の減税が実施されているが︑今回はそれも

分かりやすく国民の皆さんに提示する必要がある

動かさないで︑そのときの状況に応じて年度改正

せて改正をすること︑また︑そのことによって国

なくて︑税収中立でもないということになります︒

と考えますが︑総理︑いかがでしょう︒

ことになると思います︒

民の皆さんお一人お一人の税負担が例えば根本的

しかしながら︑消費税の引上げは少子高齢社会に

○国務大臣︵安住淳君︶ おっしゃるとおりだと

気がします︒

に変わってくると︒なおかつ︑例えばこれを地方

対応するためにはどうしても必要なこととして国

ってやるんですけれども︑そういうのはやっぱり

に移譲したときなんかありましたけれども︑この
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思います︒

いう中で︑広く薄くやっぱり国民の皆さん全体に

一方で︑地方税法を見てみますと︑普通税と目

なぜかというと︑これ目的税化しているからです︒

あるわけです︒社会保障だけ︑今回大改革なのは

また社会資本整備に使います︑様々それは選択が

お預かりしたその税金について︑防衛に使います︑

のお金を︑時の政権や政府というものは国民から

これは︑一般税収で基幹税でやれば︑国家はそ

先ほどの原則ですよ︑透明︑公平︑そうですね︒

だなと︑そんなことをきちっと分かってもらって︑

は払っていただくたびに︑ああ︑お父さんの薬代

に︑ああ︑これはおばあちゃんの年金だな︑これ

にも御負担いただくと︒ただ︑払ってもらうたび

ないといけないし︑おじいちゃん︑おばあちゃん

うに言いますけど︑それは小さなお子さんも払わ

吉川さんの最初の話に戻ると︑私もしつこいよ

あるが目的税ではないということになります︒

て方からすると︑地方消費税は社会保障財源では

設けることとされています︒このような法律の立

とする規定を新たに︑分かりづらいですけれども︑

て社会保障施策に要する経費に充てるものである

税のままであり︑ただし︑地方消費税の使途とし

改正法案においても地方消費税は依然として普通

方消費税は普通税に属しています︒この地方税法

なのか目的税なのかが明確に区分されており︑地

的税とが章を分けて規定され︑どの税目が普通税

もう既に予算総則ではこれは高齢者三経費に使う

そういう分かりやすさというものを︑やはりその

御負担をいただくと︒

ということにはなっていますけれども︑よりこれ

原則に立った今回大きな改革になったというふう

う︒

そこで︑もう一つの視点として考えないといけ

を踏み込んだ形にしたというところが私は実は大

に御理解いただければと思います︒

○国務大臣︵安住淳君︶ 今日はちょっと総務大

臣がいませんので私の方から答弁させていただき

ないのは︑やはりなぜ目的税化をするかと︒

改革だと思っているんですね︒税収に占める中で︑

○吉川沙織君 今︑納得の原則だけ触れられませ
んでしたけれども︑今︑消費税の答弁にちょっと

国税と地方税のこの整合性をどうお考えでしょ

一〇％にすれば二十四兆を超えるような大きな税
収になりますから︒しかし︑これを社会目的税化

ますけれども︑今回の社会保障・税一体改革では︑

定する経費その他社会保障施策に要する経費に充

偏っていたかなと思いますが︑税制︑税体系の在

今︑財務大臣触れられましたけれども︑衆議院

てるものとする旨︑地方税法に明記をさせていた

しないといけない今我が国の構造的な問題という

これから先も少子高齢化社会の中でクオリティ

の特別委員会︑六月六日の答弁で︑目的税につい

だくことになっております︒地方分については︑

この引上げ分の地方消費税収︑これ一・二％分で

ーの高い年金︑医療︑介護︑様々なサービスを続

て明確な定義があるわけではないが︑従来から︑

一般論として︑今委員御指摘のように︑使途を限

り方というのはやっぱりしっかり国民に提示する

けていくためには︑ここに税金投入しないといけ

特定の経費に充てることを目的として課税される

定しない形で地方税の充実強化を図る方が望まし

ことが一つやっぱりあるんではないかと思ってお

ない︒このお金をどうやって賄うかとなったとき

税であって︑税法上︑その使い道︑使途が特定さ

いという意見があるということは私も重々承知を

すね︑これについては︑消費税法第一条二項に規

に︑法人税や︑何といいますか︑所得税で補えと

れているものを目的税と整理しているとされ︑こ

しております︒

必要があると思います︒

いう人もいるかもしれません︒保険料をもっと増

の法案によって消費税は確実に目的税化されると

ります︒

やせという人もいるかもしれません︒ただ︑それ

しています︒

ただ︑今回︑社会保障・税一体改革の趣旨とい

もなかなかバランスからいったら難しいと︒そう
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への対応であるということに関しては地方にも理

させていただきましたが︑社会保障四経費の増加

うのは︑主として︑これは国と地方でよく協議を
と︑四％相当は財政健全化であって︑社会保障の

ることが本筋でありましょうから︑こう考えます

る中︑消費税収が増える分は赤字国債を縮減させ

だけであって︑違うことを言っているわけではな

つながると︑それは同じことを裏表で言っている

ります︒結果として︑それは赤字国債の縮小にも

我が国の財政は︑毎年度の赤字国債の発行額に

ます︒

いんですね︒だから︑私は︑五％上げて︑一％を

に膨らんでいるわけですね︒ですから︑そういう

しても︑これまで増嵩してきた負債の残高にして

○吉川沙織君 財政健全化にも一定の寄与とする

安定化にも一定に寄与とするのが正しい表現では

点ではそういう事情は国も地方も変わりませんの

も︑極めて深刻な状況であり︑財政健全化が急務

か︑社会保障の安定化にも一定に寄与とするか︑

解を私はいただいております︒地方での予算も実

で︑引上げ分の地方消費税収については︑地方団

でもあると思います︒我が国の財政運営は︑これ

それはそれぞれの見方の違いだと思いますけれど

充実︑四％を安定︑そのことは結果的に財政の健

体の御理解をいただいた上で︑社会保障の財源化

まで何とかやってきていますが綱渡りであり︑消

も︑やはりお願いをして︑現状がどうであるかと

ないかと私自身は思っています︒

をさせていただくということにしているところで

費税を増税してもなお社会保障の充実に回すこと

いうのを明確に国民に示していくのはやはり避け

は非常に国と一緒で︑この社会保障四経費が非常

ございます︒

ができるのはほんの一％分しかないということを︑

ては通れないことだと思います︒

全化にも資すると︑こういうことだと思っており

○吉川沙織君 国と地方の税源配分︑また︑一方

逃げずに真摯に国民の皆さんへ訴えかけなければ

税制抜本改革法案第七条では今後の税制改革の

お伺いしたいと思います︒

最後に︑地方税の法人課税の問題について少し

は目的税で︑一方は普通税のままで︑でも使い道

担を求める我々が取るべき立場︑姿勢であると思

ならないと思います︒それが広く国民に対して負

造になっていますので︑引き続きしっかり見てい

いますが︑総理︑いかがでしょうか︒

はそれぞれ限定するという非常に分かりづらい構
きたいと思っています︒

方向性等が打ち出されていて︑その中には地方税

を行うこと︑そして地方法人課税の在り方を見直

○国務大臣︵岡田克也君︶ 委員の言われること

確かに︑我々︑制度の充実に一％︑安定に四％

すことにより税源の偏在性︑今ばらつきがありま

さて︑消費税を増税することの理由についてに

に充てられるのは︑今回五％の引上げをお願いし

という言い方をしているわけであります︒その安

すので︑それを是正する方策を講じることとされ

制に係る規定もあります︒これによれば︑地方法

て︑そのうちのおよそ一％分だけということにな

定ということは︑これは社会保障制度もいつまで

ています︒

は私も同意いたしますが︑若干申し上げたいと思

ります︒

も赤字国債で賄うことはできないわけで︑きちん

現状を見てみますと︑地方の仕事量に見合った

関しては社会保障を充実させるためであると説明

今年一月二十日に開かれた関係五大臣会合の一

とした財源の裏打ちがあって初めて社会保障制度

地方税源が確保されておらず︑つまりこれは︑受

人特別税及び地方法人特別譲与税の抜本的見直し

体改革・広報に関する基本方針では︑四％部分は

は持続可能なわけで︑そういう意味で社会保障制

益と負担の一致といった地方税による財源調達の

います︒

社会保障の安定化であり︑財政健全化にも一定の

度の安定のために四％ということを申し上げてお

されることが多うございますが︑社会保障の充実

寄与とされています︒ただ︑大幅な財政赤字があ
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ことはありませんけれども︑併せてタックスミッ

その際には︑税源の偏在性は全てなくなるという

た地方税源の拡充を目指すことが必要であります︒

メリットを生かすためにも地方の仕事量に見合っ

の偏在が小さく︑しかも税収が安定的な地方税体

くためには︑地方税を充実をさせて︑そして税源

推進する中で地方がその役割を十分に果たしてい

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 地域主権改革を

苦肉の策としてこの法律が立てられたと思います

います︒創設当時の状況を振り返ってみますと︑

としてはかなりゆがんでいるものではないかと思

則やいろんな税制の観点からすると︑やはり税制

与税として配分するというこの制度は︑租税の原

たものであり︑無原則な課税と言わざるを得ない

系を構築することが重要であるというふうに思い
今御指摘があった地方法人特別税及び地方法人

んじゃないかと思っています︒地方税の持つ負担

クスの内容を検討し︑税源の偏在が少ない税目の

特別譲与税は︑税制の抜本的な改革において偏在

分任性や応益性の観点からはできる限り全ての団

が︑これは単に税制の格差の是正のみを目的とし

税源の偏在性については︑一般的には人口一人

性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間

体に均衡に所在する税源によることが望ましいと

ます︒

当たりの税収額の格差をもって表されます︒人口

の措置であることを踏まえまして︑今回の消費税

思いますし︑これは︑可能な限り普遍的な税源か

割合を高めること等により地方団体間の収入格差

に応じて財政需要が決定されるととらえれば︑財

法改正法案における地方消費税の引上げの時期を

を小さくしていくことは可能だと思います︒

政需要のないところにも税収をもたらすのは好ま

ら生み出される税収が各地方団体に与えられるよ

うにすべきものと考えます︒

目途に見直しを行うこととしております︒
今後︑各種審議会からの御提言なども参考にし

しくないという帰結となり︑人口一人当たりの税
収に基づく税収格差を是正すべきと考えられるこ

法人二税の格差は東京と奈良で五・四倍となって

税全体で東京と沖縄で二・六倍となる一方︑地方

ただ︑平成二十二年の決算額を見ますと︑地方

○吉川沙織君 租税本来の機能は公共サービスを

構築に努めてまいりたいと考えております︒

の偏在が小さく税収が安定的な地方税財政体系の

地方の税制全体を通じた幅広い検討を行い︑税源

上げましたけれども︑言わば交付税原資交換論を

する︒当時も︑私︑平成二十年の質疑の際に取り

人課税を国の法人税の地方交付税へそれぞれ移換

の地方交付税分を地方消費税へ︑必要額の地方法

て税源の偏在性を是正する方策としては︑消費税

よって︑この地方法人課税を見直すことによっ

おり︑この考え方に基づけば︑地方法人二税の方

提供するための必要な資金を調達することであり

基本に検討するのが地方税財政制度に最も適合す

ながら︑地方団体の意見なども踏まえつつ︑国︑

の格差が大きいのでこれを見直すべきとなると思

ますから︑各地方団体における税収がそれぞれの

る制度だと思いますが︑総理︑ちょっと一言いた

とになるかもしれません︒

います︒ただ︑全体的な偏在度の推移を見ますと︑

団体における必要な財政需要を賄えるよう配分さ

○内閣総理大臣︵野田佳彦君︶ 一つの御見識だ

地方税全体としては縮小傾向にありますし︑今回︑

今︑地方法人税の課税の見直しについて御答弁

と思いますので︑そういうことを踏まえながらの

だけませんでしょうか︒
いただきましたけれども︑これは平成二十年に法

これからの検討になると思います︒

れるということは大変大事なことだと思います︒

よって︑今回取り立てて地方法人課税の偏在性

律が作られました︒どういった法律だったかとい

○吉川沙織君 この地方税制の在り方︑税源配分︑

地方消費税拡充されることになりますので︑更に

のみ取り出してこれを行おうとすることの意義に

いますと︑地方税の一部を国税化してそのまま譲

偏在度が緩和されることになると思います︒

ついて︑総理にお伺いします︒
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に議論をするという大変重要な︑国と地方の在り

し︑この法律が通ったならば消費税の引上げまで

委員会では実はほぼ議論をされていませんでした

国と地方の税源の配分については︑参議院の特別

今日は︑副総裁の御発言が︑一昨日︑気になるこ

日銀の山口副総裁においでをいただいております︒

から質問をさせていただきたいんですが︑今日は

本題に入る前に︑ちょっと財政規律という観点

歩一歩前進していく覚悟が必要だというふうに思

ぎ止めていくためにもやはり財政再建に向けて一

いものであります︒したがって︑この信頼をつな

しかし︑この信頼というのはやはり揺らぎやす

じて国債の金利は上昇する︑そのようなことも起

いますし︑逆に言うと︑そういった前進が見られ

副総裁は︑一昨日の広島市内での講演で︑日本

きかねないというふうに認識したと︑そういう趣

とがちょっとありまして︑お招きをいたしており

の財政問題について︑何らかのきっかけで財政規

旨で広島での講演でお話ししたということでござ

方︑地方分権を大事にする我々としてはしっかり

前半は︑若年層︑社会保障の持続性という観点

律に疑問符が付けば長期金利が上昇する可能性が

います︒

ないとなるとマーケットは信頼を裏切られたと感

から︑若い世代の雇用が安定をしなければ国民全

あるという見方を示されております︒この発言に

○川崎稔君 実は︑なぜそういったことをお聞き

ます︒

体の負担が増えてしまう︑だからこそ若者の雇用

ついては事実でしょうか︒

したかといいますと︑まさに消費税増税をめぐる

議論をしていかなければならない課題だと認識し

を拡充していかなければならないという観点で質

○参考人︵山口秀君︶ 事実でございます︒そ

賛成︑反対︑いろんな議論があるんですが︑消費

ております︒

疑をさせていただきましたし︑後半は︑税の在り

の上で︑どういう趣旨で申し上げたのか︑それを

欧州のような危機は起きないというふうな御主張

方︑税源配分の在り方︑そして今回の消費税の在

御承知のとおり︑我が国では大幅な財政赤字が

がございます︒それは︑日本には分厚い個人金融

税増税に反対をされる方々の根拠として︑日本は

続き︑それから政府債務残高のＧＤＰ比率もかな

資産がある︑その金融資産の範囲内で国債を発行

お答えしておきたいと思います︒

様々な議論がございますし︑物の見方もたくさ

り高いということであります︒にもかかわらず︑

する限りにおいては国債の価格というのはある程

り方をどう国民の皆さんに訴えかけていくかとい

んございます︒ただ︑我々として将来世代に対し

これまでのところ国債発行は円滑に行われており

う観点で質疑をさせていただきました︒

て責任を持つ︑そういう意思決定をしていかなけ

度安定的に推移するということで︑そういう御主

日本の国債というのは約九割を国内で保有して

ます︒それから︑国債の金利も低くなっていると
そして︑それはなぜなんだろうかということで

いるということになるわけなんですが︑そういう

ればならないということを申し上げまして︑質問

ありますが︑それはやはり︑日本が財政再建に向

中で︑今副総裁︑長期金利︑急上昇する可能性は

張があるんだと思うんですね︒

けてしっかりと取り組む意思がある︑それからそ

ないわけじゃないという御趣旨だと思うんですが︑

いう状況であります︒

先日︑二十四日に予算委員会で所得税等の質問

れを実現していく能力があると︑このことについ

具体的にそういうケースというのはどういうとき

を終わらせていただきます︒

をさせていただきまして︑その関連で︑また引き

てマーケットがしっかりと信頼してくれていると

に起こり得るんでしょうか︒やや具体的な想定が

ありがとうございました︒

続き︑野田総理︑安住大臣︑よろしくお願いをい

いうところに由来するんじゃないかと思います︒

○川崎稔君 民主党の川崎稔でございます︒

たしたいというふうに思っております︒
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