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経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 4回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年２月 20 日(木) 18：18～19:24 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣・金融担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)社会保障制度改革について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○中小企業金融について（平沼議員提出資料） 

○速水議員提出資料 

○倒産件数減少の背景（内閣府「今週の指標 No.406」より） 

○坂口臨時議員提出資料 

○抜本的な社会保障制度改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○構造改革の進展に関する広報推進について 

（本文) 
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○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年４回目の諮問会議を開催いたします。 

本日はお忙しいところありがとうございます。長い委員会の後で大臣、お疲れ

だと思います。今日は１時間の会議でありますので、効率的にお願い申し上げま

す。社会保障制度についての論議でございます。坂口大臣に御出席をいだいてお

ります。議題に入ります前に、現下の重要課題の１つであります中小企業金融に

つきまして平沼大臣と速水総裁から資料が提出されております。平沼大臣お願い

いたします。 

（平沼議員） お手元に資料がございます。私は中小企業金融は現下の極めて重要な

政策課題と認識しておりまして、地域の実態を十分把握した上でニーズに合った

対策を講じてきております。 

資料の１でございますけれども、セーフティネット保証・貸付の件数をここに

書いております。制度創設以来、貸付の方が11万5,000件、保証の方が６万4,000

件で約18万件、４兆3,000億円を実施させていただきました。また、金融機関の経

営合理化に伴う保証もさせていただきまして、2,000件、400億円に相成っており

ます。ＢＳＥ関係については9,000件、1,000億の実績がございました。 

それから新しく、２番目ですけれども、資金繰り円滑化借換保証制度。これは

具体的に申し上げますと、年間600万円ぐらい、まだ１年間で返さなきゃいかんと

いうような、非常に真面目で一生懸命やっている中小企業があります。しかし、

月に50万ずつ返さなきゃいけないわけですけれども、これを５年に借換えで延長

してあげますと、月10万円の返済で済む。こういうことで、真面目にやる気と能

力のある中小企業は大変歓迎してくれておりまして、データとしては、開始から

４日目で既に900件、120億の実績がありました。これはどんどん増えてくると思

いますので、こういう形でやっていこうと思っています。 それから、補正予

算により、セーフティネット保証、そして今申し上げました借換保証制度を創設

いたしまして、両方で約10兆円程度のセーフティネット、これを構築したところ

でございます。 

あわせて、一昨年12月に売掛債権担保融資保証制度を創設いたしまして、これ

について一生懸命やってきたわけですけれども、最初はなかなか馴染まなかった

わけですけれども、だんだんＰＲ等、それからいろいろ制度を緩めまして、２ペ

ージを見ていただきますと、保証承諾件数は5,000件に相成りまして、融資実行額

も2,400億円、こういうことになっております。この制度は、中小企業の資金繰り

支援や、過度の不動産担保主義からの脱却に加えて、今後の債権の流動化に向け

て金融市場の多様なフロンティアを開く契機となることを、私どもは期待をして

いるところでございまして、この後、日銀の速水総裁からも話があるかもしれま

せんけれども、民間金融機関が中小企業のこういった売掛債権を証券化をしまし

て、商工中金が証券の一部を引き受ける形で、これを支援するスキーム、こうい

うものをやってまいりますと、これは非常にいいことになると思います。 

これに関しては資料２にその方法を書いてございますので参考にしていただき
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たい。こういうふうに思っております。中小企業の売掛債権というのは、今、土

地の資産が下がりましたので、実は大変大きな総額に相成っておりまして、この

売掛債権というのは、２ページ目の「参考」のところに書いてございますけれど

も、約85兆円、売掛金が65.2兆円で手形が20兆円でございまして、現金預金、土

地を越える非常に大きな固まりになっておりますので、こういった形で積極的に

やっていくべきだと思っております。こうした形で中小企業の金融の多様化が図

られるのは、まさに私が期待していることでございまして、こうした金融機構の

更に多様化が今後も進むように努力をしていきたい、こう思っております。以上

でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。速水総裁お願いします。 

（速水議員） それではお手元の資料で、一番最初は「マネーサプライの概念図」と

いって、これは皆さん御承知でしょうが、今、Ｍ２＋ＣＤが余り増えず676兆円、

前年比＋２％ということで、これは要するに短期的になかなか伸ばし得ないとい

うことなんですが、それはごらんのように、銀行部門の資産を見合いで増やす必

要があるということで、貸出が伸びない以上、Ｍ２＋ＣＤというのがまさに日本

の現状では伸びない。伸びないのはやはり企業は財務リストラの継続で過剰債務

を圧縮しようとしていて借り増さない。貸す方の銀行もバランスシートを大幅に

拡大する状況にはないといったようなことで、銀行のバランスシートが大きくな

らない。それをそのまま受けてマネーサプライは増えないということでございま

すので、マネーサプライが増えるには、ちょっと時間がかかるんじゃないかとい

うふうに思います。そのことだけをつけ加えます。 

次に、貸出・資本市場は日本ではどうなのかということですが、２ページ目で

ご覧のように、これは有利子負債という民間部門（金融法人を除く）の債務の実

態をアメリカと比較して、総額が日本は482兆円、アメリカは595兆円。日本の場

合は、そのうち306兆円、薄紫の部分が銀行からの借入れであります。その左の「そ

の他貸出」95兆円というのが「保険その他」です。いわゆる市場からの調達、直

接の借入れとして社債が61兆円、ＣＰ（コマーシャルペーパー）が18兆円、その

他が３兆円、これが非常に少ない。80兆円そこそこということで、アメリカの場

合はご覧のように銀行からの借入れは158兆円である一方、社債が325兆円あって、

その他にＣＰ、その他モーゲージが加わって、市場からの調達、いわゆる直接金

融というのがかなり多い。こういうふうに日本も銀行依存をもう少し移していく。

特に、市場を通じて、間接金融でも市場型の間接金融というものを上げていかな

きゃだめなんだということで、いろいろ今、私どももやれることで企業金融の市

場化、証券化のサポートということを検討し、やり始めておるわけでございます。 

２ページの下は発行残高ですが、これは日米で比較してこんなに大きく違って、

日本は国債と株式がかなり出ていますけれども、アメリカでかなりのウェイトが

ある社債・ＣＰ、あるいはエージェンシー債、これはモーゲージですけれども、

こういうものは極めて少ないというところに大きな違いがあります。 

３ページ目の「中小企業向け証券化市場の育成」ということですが、かねてか
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ら中小企業庁、あるいは平沼大臣のところと話し合いを進めております。銀行経

由の資金仲介機能が低下する中で、仲介チャネルを複線化していく必要がある。

銀行借入比率の高い中小企業が市場からのチャネルを活用できる環境を整えてい

くことがセーフティネットとして重要である。中小企業の売掛金は65兆円

（13.3％）という数字になっていますが、これを市場化していくことができれば、

中小企業はもっと楽になるんじゃないかということでございます。 

４ページをご覧ください。中小企業の資金調達に役立つ証券化市場を整備する

ことは、企業、それから投資家、金融機関、それぞれにとってメリットがある。

ここに①、②、③と書いてありますが、中小企業にとっては資金調達手段の多様

化が図られる。金融機関にとっては自らのバランスシートに負担をかけずに手数

料収入を得ることで収益性を高めることが可能である。投資家にとっても、それ

ぞれのリスク許容度に応じたリターンが期待できる投資対象が拡大する。こうい

う三者三様のメリットがあるわけなんで、これをぜひ実現していきたい。 

その下の「市場の健全な育成のために取り組むべき課題」で３つ書いてござい

ますが、ここでは一番下の３番目、公的金融機関の新たな役割として、従来は入

口、いわゆる直接貸出での関与が主体でありましたけれども、出口いわゆる証券

化商品に対する保証ないし一部引受で信用補完機能を発揮することができるよう

になっていければいいと思っております。これには一部法律改正が必要かと思い

ますが、そういうことを実現していただきたいと思います。 

日本銀行では、これまで関係者による市場育成に向けた取り組みをサポートし

てまいりました。また、自らでも昨年の２月以降ＡＢＣＰ（アセットバック・コ

マーシャルペーパー）を現先オペの対象、担保適格資産として受け入れておりま

す。12月にも担保拡充措置を決定しております。 

次の５ページを開けていただきたいと思いますが、ここに書いてございますの

が、先ほど平沼さんがちょっとおっしゃいましたが、大企業と関係中小企業との

間の取引の裏付けとして、売掛債権を使った証券化スキームが近く立ち上がる予

定であります。ここでは説明をいたしませんけれども、スキームはこの表をご覧

いただければ分かっていただけるかと思います。

健全な証券化市場を育成していくための課題は幾つかあります。そのうち公的

金融機関による信用補完機能を上手く活用していくことがポイントでありますし、

また、金融機関が関与した案件というのは、中小企業に対する実質的な信用供与

であると認識することも重要ではないかと思います。日本銀行としましては、関

係省庁や市場参加者とも連携をしながら証券化市場の早期発展に向けて努力して

まいりたいというふうに思っております。以上でございます。 

（竹中議員） 	 ありがとうございました。私の方からも一言だけ申し上げます。お手

元にこういう１枚紙のグラフがあると思います。これは何を書いてあるかといい

ますと、３段ありますが、一番上は倒産件数の推移。過去半年ぐらいについてみ

ますと、僅かではありますけれども、倒産件数が少し減少傾向にあると見てとれ

る。３段目のところを見ていただきたいのですが、これはセーフティネット保証
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第５号、平沼大臣がおっしゃったセーフティネットの中の不況業種関係でありま

す。これがぐっと増加するにつれて倒産が下がりつつあるというふうにも読める。

こうした意味では、今、御説明いただいたような取組の積み重ねが、やはり大変

重要であるということではないかと思います。経済再生に向けて政府・日銀一体

となった取組の一つのとして、今、御報告がありました大臣、総裁の取組につい

て是非積極的に評価をして、諮問会議としても更に後押しをしていくべきではな

いかというふうに思っております。 

○社会保障制度改革について

（竹中議員） 時間の関係もございますので、今日の社会保障の問題を取り上げたい

と思います。今年度のテーマについて御議論をいただきましたときに、何名かの

大臣から、この問題については早く議論を始めるべきだという御指摘がございま

した。坂口大臣からまず資料に基づきまして、この問題についての御説明をお願

い申し上げます。 

（坂口臨時議員） 今日はお招きをいただきましてありがとうございました。現在、

進めております状況等につきまして御報告を申し上げたいというふうに思ってお

ります。社会保障制度改革につきましては、皆様方のところにも資料の１枚目に

お配りをしてございますとおり、国民の安心と生活の安定の確保ということと、

経済・財政と均衡のとれた持続可能な制度の構築、こういう目指すべき方向を掲

げまして、そして年金、医療、介護、雇用こういう問題に取り組んでいるところ

でございます。 

厚生労働省の中におきましても、社会保障審議会におきまして、トータルとし

ての討論をスタートさせていただいたところでございますし、トータルとしての

取組といたしましては、年金、医療、そして雇用等徴収事務の一元化といったこ

とにも取り組んでおりまして、これはかなり進んでまいりましたので、来年度あ

たりからぼつぼつ実現ができるのではないかというふうに思っている次第でござ

います。介護の方は市町村が徴収をいたしておりますので、ここは少し別枠にせ

ざるを得ません。 

それから、個々の問題につきましては、医療につきましては、昨年いろいろと

御議論をいただきまして、おかげさまで昨年制度改革をやらせていただきまして、

そして、この４月に３割負担、そして保険料の引上げということが行われますと、

それで軌道に乗るわけでございます。あと、医療の方につきましては、抜本改革

が残されておりまして、これも昨年考え方を提示をいたしまして、今いろいろな

ところで御議論をいただいているところでございます。３月末には抜本改革の案

もまとめさせていただきまして、４月に保険料の引上げや、あるいは３割負担が

実現いたします前に、抜本改革の姿をお示しをさせていただきたいと思っている

ところでございます。 

その議論の中で一番ポイントになっておりますところだけ、今日は御報告を申

し上げたいと思うんですが、先生方の方にお配りをしてございます提出資料の一
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番最後のページでございますが、ちょっと横にしてご覧をいただきたいというふ

うに思いますけれども、これは今、抜本改革でやっておりますのは、１つはいわ

ゆる保険者の統合一元化の話と、そしてそれに合わせて高齢者医療の話、それか

らもう１つは診療報酬体系の基本の見直し、主なものとして３本、それにこの医

療の質の向上という４本柱で今やっているわけでございます。ここにお配りをい

たしております表をご覧いただきますと分かりますように、年齢階級別に一人当

たりの医療費を一番左側にとっているわけでございますが、大体、65歳から上が

ずっと増えてきているわけでございます。真ん中の表は年齢構成でございまして、

その青い点線で書いてありますのは、全国平均の年齢構成に置き換えた場合には

こういう形になります。しかし、国保に入っている人の年齢構成を見ますと、こ

の赤い線でございまして、65歳ぐらいのところから、もう少し言えば、60歳ぐら

いのところから１つのこぶができ上がって、だんだんなだらかに少なくなってい

くということでございます。したがいまして、一番左の青い傍線でございますけ

れども、医療費を並べますと、こういうふうに年がいくにしたがいまして高くな

っているわけでございますが、80歳以上ぐらいのところになりますと、だんだん

と人口が少なくなってまいりますので、形といたしましては、医療費の方も国保

の年齢構成によく似た形になる。いわゆる１人の医療費×人口ということにいた

しますと、国保のカーブによく似たカーブになってくるということでございます。

私、何を一番申し上げたいかということでございますが、昨年の医療制度改革

で、75歳以上のところにつきましては、２分の１の国庫負担をしていただくとい

うことになりまして、平成19年までに段々とそういうふうにしていただくわけで

ございます。今回、医療制度改革の中で、高齢者医療をどうするかという問題に

つきまして、75歳以上のところをひとつ別枠のシステムにしてはどうかという案

が出されており、私たちも１つの案としてお示しをしましたし、自民党の方から

も、そういう案を出してもらっているわけでございます。しかし、75歳以上とい

うことになりますと、膨れ上がりましたこぶの上の方半分はその中に入っていく

んですけれども、残りの65歳から75歳のところのこぶの方が更に大きいぐらいで

残るということでございまして、75歳以上を１つの別のシステムとしてやろうと

思いましても、その下のところのかなり大きなこぶがあるものですから、そのま

まにいたしますと国保にそのまま残ってしまうということがございまして、問題

が残る。さて、そうしたことを考えて、この65歳から75歳のところを一体どうす

るかという議論が、今大きな議論の１つになっているということでございます。

ちょっと御報告を申し上げておきます。まだ、途中でございまして、どうするか

ということを、いろいろ意見の出ているところでございますが、そういう議論が

今なされているということでございます。 

保険の統合一元化につきましては、市町村、それから都道府県の御意見もお聞

きをしているところでございまして、市並びに町村の方は挙げて県単位の統合一

元化ということに御賛成をいただいております。しかし、県の方は、ちょっと待

て、そう簡単にはいかないぞということで反対意見が出ているところでございま
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す。県の方からは、もう少し、第二次医療圏、全国で360ぐらいになっております

が、ぐらいの大きさにならないかとか、いろいろの御意見が出ているようでござ

います。大きさとしましては県単位ということにしましても、県の方が保険者に

なっていただくか、それとも市町村と県とが一緒になった保険者を別途作るかと

いったところが、これからの議論の中心になっていくのではないかというふうに

思っております。あるいはまた、別途の保険者を作るということもあり得るとい

うふうに思いますが、そういう議論が今なされているところでございまして、い

ろいろな各般の御議論をいただいております。医療関係者からも御意見を伺いま

したけれども、大体、押しなべて反対でございまして、そんなことは抜本改革の

中には入らないという御意見でございました。 

それから、健保連の方におきましてもいろいろの意見があって、賛成、反対は

言いがたい、こういう御意見でございまして、現在、そうした議論を踏まえなが

ら進行させていただいているところでございます。それが医療制度改革の現状で

ございます。しかし、３月までに決着をつけたいというふうに思っております。

それまでにいろいろの御意見を賜ればというふうに思う次第でございます。 

医療の方では、そのほか研修医制度を見直し、来年の４月から研修医の新しい

スタートを切るようにしたいというふうに思っておりまして、これも大学の先生

方と今いろいろとお話し合いをさせていただいているところでございます。文部

科学大臣と御一緒に大学附属病院の先生方のところに３回ほど昨年出させていた

だきまして、いろいろの御意見も伺ったところでございますが、今後もまたそう

したことを進めていきたいというふうに思っているところでございます。それが

医療の大筋のお話でございます。 

それから、年金の方でございますが、前回、私、国会の関係で出席することが

できなくて、木村副大臣の方から内容につきまして皆さんに御報告をさせていた

だいたところでございますが、考え方といたしましては昨年発表させていただき

ました。 

これは、現在の制度の延長線上でいくとしたら、どういう考え方があるか。そ

の中の大きなものとしましては、１つは保険料に上限をつくって、それに見合っ

たように年金の額を決めていくという行き方、逆に、今度は年金の額の上限を決

めておいて、それに見合った保険料を決めていくという行き方、そういうしたこ

とがあるのではないかというふうに思っております。 

そのほか、いわゆる抜本的な改革についてもお示しをした方がいいというので、

考えられる抜本改革の案としまして３点お示しをさせていただきました。１つは

基礎年金をすべて税方式で行うという案でございます。それから、もう１つは厚

生年金、いわゆる二階建て年金の二階の方を民営化をするという案でございます。

それから、３番目にはいわゆるスウェーデン方式でございまして、その考え方を

出させていただきました。スウェーデン方式を勉強させていただいているんです

が、なかなか難しい仕組みでございます。賦課方式になっておりますけれども、

計算は積立方式をとり入れているというなかなか難しい方式でございます。しか
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しなかなか理詰めのところもあるというふうに思っております。 

これらの抜本的な案もお示しをして、そして、それぞれに対する、こういう制

度をとっていただければ、こういう利点、あるいはマイナス点があるというよう

なことも書きながら、今議論の場に出させていただいているところでございます。

昨年、ここにおじゃまいたしましたときにも、吉川議員からでございましたか、

できるだけ幅広く定義をして、議論ができるようにしてはという御意見を頂戴い

たしましたので、できるだけ幅広い議論をしていただくような形にしているとこ

ろでございます。これは今年１年かけて議論をさせていただきまして、来年の国

会に案を出させていただくということでございますので、今年の秋ごろまでには

粗々の形をまとめて、そして、年末には１つの案にしなければいけないというふ

うに思っている次第でございます。ここはまだ少し時間がございますので、いろ

いろの御意見を賜ればというふうに思います。 

そして、この年金の方にはもう一つ財源問題があるわけでございまして、これ

は塩川大臣からもいろいろ発言をしていただいているところでございますし、基

礎年金のいわゆる２分の１の引上げの問題がございます。これは今後の年金の大

きな姿をどうしていくかということによっても違ってくるわけでございますから、

その全体像を決める中で、その財源の問題につきましても御議論をお願いしたい

というふうに思っているところでございます。 

それから、もう一つの介護につきましては、これは今年ちょっと微調整をさせ

ていただきましたが、本格的な見直しは来年でございますので、これも今年１年

をかけまして、介護の方の見直しも行っていきたいというふうに思います。介護

につきましては、この介護と老人医療というものをどのようにセットにしていく

か、あるいはどのような形で連携を図るようにしていくかといったようなことが

非常に大事になってくるのではないかというふうに思っております。 

年金、医療、介護はそういうことでございまして、ちょっと離れた問題といた

しましては、雇用保険の問題がございますが、雇用保険の方は今年、来年につい

て、私の方からも大変御無理を言いましてセットをしていただきまして、基金事

業に2,500億円出させていただきました。そうしたことで、今後の経済状況にもよ

りますけれども、保険料を据えおいてもこの１、２年はこれでいけるのではない

かというふうに思っている次第でございますが、状況によりましては、またいろ

いろ考えなければならないということもございます。そんなことで現在進めさせ

ていただいているところでございます。余り時間をとりましてはいけないので、

このぐらいにさせていただきます。 

（竹中議員） 大臣、ありがとうございました。それでは続いて有識者議員から資料

を提出していただいております。本間議員、お願いします。 

（本間議員） それでは、私の方から社会保障制度の改革に向けましてペーパーを用

意いたしましたので、説明させていただきます。 

経済構造が著しく変化するときに、公的な制度がミスマッチを起こすというこ

とは、歴史の中でしばしばあるわけです。日本の場合には、社会保障制度が本格
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的に確立していきましたのは高度成長期の時期でございまして、「成長」を前提

にし、かつ高齢者が比較的少ない状況の中で制度をデザインした。そのことが現

在は少子高齢化、潜在成長率の低下という状況の下で極めて危機的な状況になり

つつあるというのが実際のところであろうと思います。したがいまして、彌縫策、

あるいは限界的な手直しでは、この構造的なミスマッチというものは解消できな

いわけであります。その点で、これから取り組むべき社会保障制度の改革という

のはまさにラストチャンスであり、包括的なものでなければならないと考えてお

ります。この問題につきましては、公助、共助、自助の基本的な哲学を含めて、

制度設計を国民に周知徹底し、理解をしていただく、哲学を含めてこの改革を理

解していただくということが必要であろうと考えます。 

そこで、今現在の状況が続きますとどんなことが起こるかということ、これは

一つのシミュレーションでありますけれども、４ページをお開きをいただきたい

と思います。 

このシミュレーションは、現在から将来に向けて2050年までの期間をとってお

りますけれども、社会保障が現状のまま推移し、その他の歳出は物価上昇分を除

いた実質でみて横這いに伸び率を抑制するという厳しい仮定を置きましても、

2025年には約52％、2050年には55％を超えると、こういう状況でございます。こ

の数字は、政府が歳出を合理化しているということを前提にしながら、少子高齢

化の影響がいかに大きいかということを示す図でございます。 

今回、厚生労働省にいろいろ御苦労をいただきながら、年金の最終保険料率を

20％の範囲の中で抑制をするということを考え、しかも、その他の歳出は実質横

ばいにするということを実現いたしたとしましても、その次の×印がついた②の

グラフでありますけれども、これを見ていただきましてもおわかりのとおり、１

ポイント程度の抑制効果を2025年以降に発揮するだろうというような効果にとど

まっております。 

したがいまして、現在の制度のままでは、この政府の規模というものは極めて

大きくなるということは明らかだ。これは潜在的な国民負担率のグラフでござい

まして、その意味で租税負担率、社会保険料負担率に加えて財政赤字も含まれて

いる。さらには公的債務を一体どのように将来世代が負担をしていくかという問

題もございます。この負担の規模の問題は国民経済の活力ということにもつなが

ってまいりますし、この負担構造の問題は世代間の受益と負担という問題にも直

結をしていくということでございますので、国民的な合意を得ますためには、こ

の規模及び負担の内容、そして世代間の連携というものを如何に図っていくかと

いうことが極めて重要であろうかと思います。 

その点で２ページの冒頭に書いておりますとおり、先ほど坂口大臣の方から幅

広く検討をするということを御指摘いただきましたけれども、現行の制度の手直

しだけにとどまらずに、多様な財源の組合せ、支給開始年齢、積立金の活用等を

含めて、幅広く選択肢を国民に提示をし、そして究極的に選択をしていく、ある

意味で国民の決断を待つというようなことをしていく必要性があろうかと思いま
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す。国民は健康で安心な生活、老後を如何に実現をするかという点で、社会保障

制度の持続可能性に関して、強い危惧を持っているところでもございますし、さ

らには情報が必ずしも十分に与えられていないことに伴う不安感というものが過

剰貯蓄に走らせているということもございます。さらには、企業負担が社会保険

料の中でかなり大きなウエートを占めておるということも事実でございます。税

で負担する部分と社会保険で企業が直接的にこれを負担する金額というのは、ほ

ぼパラレルのような状況もございます。そういう意味で経済活力との観点におい

ても、十分にこれを検討する必要性があろうかと思います。 

医療制度につきましては、今、大臣の方から御説明をいただいたわけでござい

ます。この問題については、もちろん公的保険制度の根本に立ち返って議論をす

るということは必要でございますし、保険者機能の強化を含めて、組合の再編と

いうような問題、高齢者医療の新たなテザインの問題、さらには診療報酬体系の

見直し等十分検討をしていただきたいと思っております。現在の厚生労働省案を

出発点にしながら、更に包括的な御検討をいただきたいと考えております。平成

13年に閣議決定していただいた基本方針、「骨太方針」と言われる第１弾でござ

いますが、ここにかなり包括的な「医療サービス効率化プログラム」が含まれて

おりますので、その実施状況をフォローアップし、かつ、それを従来以上にスピ

ードアップして実現していくということが求められようかと思います。 

何よりも国民が社会保障制度の実態というものを十分に理解していくというこ

とが必要でございますので、個人のレベルにおいて、受益と負担が自分の生活設

計にどのようにかかわってくるかということを、これはｅガバメント、ＩＴガバ

メントの実現ということも絡めて体制づくりをしていくということも肝要であろ

うかと思います。 

さらには最後に、公的年金の積立、運用のあり方ということが、これはかなり

情報開示を進めていただきたいと思います。高齢化のピーク時におきましても、

年間給付額の４倍程度のプールをしたお金が存在をするわけでありまして、この

辺の部分の考え方も含め、ぜひ包括的な御議論をいただきたいという具合に考え

ております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。時間が大変限られております。御発言は是

非簡潔にポイントをお願い申し上げたいと思います。吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） ２点発言させていただきたい。１点目は公的年金、先ほど大臣からも

今年１年幅広の議論をしてくださるということで、大変結構なことだと思います。

そのときに、幅広という意味は、具体的な選択肢を幅広くというだけでなくて、

公的年金というもののそもそも論といいますか、そもそも公的年金というのはど

ういう役割を果たしているのかということを是非とも議論していただいて、国民

にわかりやすく説明していただく必要があると思います。分かりやすく説明して

いただけば、国民は必ず理解すると私は信じております。もちろん、正解が一つ

ということではないと思いますが、幾つか選択肢があるにしても、「こういう考

え方でこの案はできている」ということを説明していただく必要がある。 
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それから医療保険ですが、これは常々「国民医療費」と、公的な医療保険でカ

バーされる部分、それを仮に「公的医療費」という言葉で表現するならば、この

２つを区別する必要があると思っております。高齢化が進んで医療技術が高度化

すれば、私は「国民医療費」、ＧＤＰの中でどれだけが広い意味での医療分野に

使われるかは日本では今後徐々に上がっていくのがむしろ合理的だと思います。

それを無理やりに抑えるというのは、言ってみれば、育ち盛りの子どもがいる家

庭で食費を無理やり抑え込むというのと同じように、あんまり合理性がないので

あって、「国民医療費」が上がること自体は必ずしも悪いことではない。ただし、

医療サービスに関わるところで、公的な医療保険がどれだけ、どのような形で関

与するか、ということは自ずから別のことであって、これはリーズナブルな範囲

に抑えなければいけないというのは当然だと思います。そうした中から、公的な

医療保険のカバーの範囲とか、あるいは月額の上限とか、個人負担等も含めて、

どういうものにどういう形で公的医療保険が関与していくかということが議論さ

れるということが必要だと思います。 

いずれにしても、「国民医療費」と、公的な医療保険がカバーする、仮にそれ

を「公的医療費」と呼ぶならば、その２つを区別して後者をリーズナブルに抑制

していくための政策を考えることが大事だと考えております。 

（竹中議員） それでは、塩川大臣、平沼大臣、片山大臣の順でお願いいたします。 

（塩川議員） 端的に申しますと、まず、この会議の進め方で、問題は医療・年金・

介護、それから雇用とセーフティネットが目白押しに未解決のまま放ってあるん

ですね。これはどうするかということなんですよね。これを満遍に、医療をやっ

て、年金をやってと同時並行のようにやっておったら、とてもじゃない、間に合

わないような感じがするんですよ。それで集中審議として、これは決めてもらう

のは後でいいんですけれども、まずは年金を先にやって、年金はいつまでにやっ

てしまって、その後は医療費をやるんだと、医療と介護と一緒にやるんだとか、

そういうスケジュールをきちんとつけてもらわないと、あっちに行ったり、こっ

ちへ行ったりして、抽象論ばかりになってしまうと思うので、私は是非ひとつ、

いよいよ議論が始まるのでやってもらいたいと思っております。したがって、回

をものすごく重ねないとなかなか結論が出てこないだろうと思うんです。それが

一つあるんです。 

それから２番目の問題は、今いろいろとお話がございましたように、抽象論は

皆聞いているんですね。ですから、これから何をするのか。例えば、４名の先生

方から提案された問題について言うならば、診療報酬体系の問題とか、医療供給

体系の抜本的改革をしなきゃならんと、これは一つ一つが重大なテーマで、これ

を具体的な問題として挙げていったらどうかということ、そしてそれについての

問題点として、まず第一に、供給体制から話をするのか、それから財政の問題か

ら話が入っていくのか、そういうこととも併せて議論のスケジュールをきちんと

立ててもらいたいということなんです。 

それから、これは経済と密接に関係しておりますので、私はできるだけ早く出

 11




平成 15 年第 4回 議事録 

していただきたいと焦っていることの一つは、法人の負担、先ほど本間先生でし

たか、企業の負担ですね、企業が実際に音を上げておるんです。今度の、特に３

割負担の問題、これは既定事実だから突っ張ると私は言い切ってやっておるんで

すけれども、商工会議所までこのごろやいややいや言ってくるんですよ。こうい

う問題がありますので、早く、これからの姿はこうなるぞということを提示して

やらんと、３割負担の問題も落ちついた姿を出してこないだろうと思いますので

お願いしたいと思っております。 

私が言うのは、そういうようなことなんですが、そこで最後に一つだけ申し上

げたいと思いますのは、昔アメリカで産軍共同ということがよくはやりましたね。

1980年代ごろ、レーガンのときですね。これからの医療の進歩というものが新し

い産業分野として成長産業として取り上げられてくる。この方向をじっと見てい

ますと、これから非常に問題なのは、医療と産業の一体化というのは企業進出の

問題もあって考えてみると、そういうことがある。そうしますと、2005年の医療

というものの表もここに出ておりますけれども、ずっとウナギ登りに上がってく

るんですね。これは非常に危ないというような感じがするので、そこで医療の問

題をするときには、是非ひとつ医療総額をどう抑えるか、これは国民経済の成長

と合わせたものでなければ、なかなかいけないだろうと思うんですが、これを先

ほど吉川先生がおっしゃった、あんまり抑えてしまったら子どもにえさをやらな

いと同じということになりますけれども、しかし、私は産軍共同のような、ああ

いう体制が医療と産業の間に雰囲気として出てきたならば、これはえらい負担が

カバーできなくなるので、そうなれば、保険の供給システムというものを変えて

しまわなければならんのではないかと思うんです。 

まずはとりあえず、いろいろしゃべりましたけれども、今後この会議における

進め方の順序と計画をきちんとひとつしてもらいたいと思うこと、これが一番根

本なんです。言いたかったのはこれなんです。 

（竹中議員） ありがとうございます。平沼大臣。 

（平沼議員） 簡単に申し上げます。民間議員の方々のペーパーにもありましたけれ

ども、2007年には人口が減少に転じて、「団塊の世代」というのが支え手から受

け手に、大変な状況に相なるわけでございまして、これを念頭において、年金、

医療及び介護等の総合的な社会保障制度、この抜本改革を行うということは言う

までもないことだと思っています。 

それから、今、経済産業政策を担当しておりますと、非常にこういう問題で先

行きに不安感を持っておりまして、これで新しい一つのビジョンが提示できます

と、その不安が払拭されまして、そしてこれが消費の低迷を払拭することにつな

がってくると、こう思っております。 

それから医療に関して重要なことというのは、医療の効率化を通じて、公的保

険医療費全体の増加を抑制しまして、国民のニーズに対応した質の高い医療を提

供するメカニズムを確立することが私は重要だと思っています。これを怠ります

と、今後本格化する医療費の負担の増加について、国民や産業界の納得感が得ら
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れないことにつながる、こういうふうに思っております。さらに高齢化社会を迎

えまして、塩川財務大臣からもお話がございましたけれども、医療・健康・介護

を含めた「ヘルスケアサービス産業」というのは、新たな需要や雇用を創出する

有望産業として大いに期待されておりまして、その健全な発展を図ることが社会

全体のいわゆる経済の活力を増すことにつながりますから、私どもはここのとこ

ろは非常に肝心なことだと思っております。このため、保険者機能の強化とか、

情報化の促進でございますとか、健全な競争が行われるための環境を整備してい

くことが必要だと思っております。 

それから、高齢者医療制度の創設に当たっては、以下の３点を踏まえることが

重要で、政府全体として十分議論して取り組む必要があると思っています。第１

点目は、健康保険組合などといった保険者が、効率的で質の高い医療が提供され

るように求める仕組みを作ることが必要だと思います。２点目は、このような保

険者の動きを、財政調整によって阻害しない、努力が報われるような仕組みを作

る。最後は、高齢者医療に係る保険収支の責任主体を明確化すること。こういっ

たことが高齢者医療制度の創設には留意点ではないかと思っております。以上で

ございます。 

（竹中議員） それでは、時間の関係がありますので、片山大臣に御発言いただいて、

あと坂口大臣の方から少し……。 

（片山議員） 素朴なことから申し上げます。１つは医療費ですが、持論ですけれど

も、無駄をなくすことを含めて予防などを行い、総体の圧縮を考える。全体の圧

縮を本気で行う。ターゲットをつくることはないかもしれませんが、それが必要

ではないかと思います。 

それから、吉川議員が言われた公的なものと私的なものを分けるということは

一つの考えですが、国民はみんな、今公的給付に慣れている。そこで、これが私

的だ、自分の負担でやれと、混合診療などについていろいろな議論がありますけ

れども、国民を納得させることができるかどうかというのが２つ目です。 

それから、国保は変えていただきたいが、長い間、市町村が保険者ですから、

ここで県の保険者というのは無理だと思いますよ。あくまでも中心は市町村にし

て、県の協力、関与、支援をどう組み合わせるか、財政調整を完全にできるだろ

うか、これはなかなか難しいかもしれません。保険者を市町村から変えるという

のは、今、合併をやって市町村を大きく強くして、できることを全部市町村でや

らせようと言っている最中ですから、一番基本的な医療、国民健康保険をどうか

県でやってくださいというわけにはいかない。地方分権の考え方からいって後退

だと思います。そこは御検討いただきたい。 

それから、高齢者医療制度は本当は75歳以上がいいのですけれども、国保のこ

とを考えると低い年齢から調整した方がいいと思います。そうなるとまたなかな

か難しいので、間をとって70歳ぐらいという感じです。 

年金の方は、これまた素朴なことを言いますが、基礎年金の国庫負担の３分の

１を２分の１にするというのは半分ぐらい公約でしょう。やらなくていいのかど
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うか。やるとすれば、いつまでにやるのか。やれないときはどうするのか。答え

を出さなければいけませんよ。ああだこうだといって時間だけ経っているのは適

当ではないと思います。 

それからもう一つ、年金は日本は相当高いはずなので、高くすればいいという

ものでもないでしょうね。個人所得もかなりあるし、こんなに恵まれた生活をし

ている国民はあまりないので、適正な年金水準というものを考えて、場合によっ

ては下げるべきではないですか。そんなことを言うとまたおしかりを受けるかも

しれませんが、そこの議論が要るのではないかと思います。そういう中で保険料

を固定するのか、給付水準を固定するのかということになると、どっちが国民に

受け入れ易いか。私は保険料の固定の方ではないかという気がしています。ただ、

調整が要ります。とりわけ今の低所得者、無所得者には特別の対策も要ると思い

ますけれども、そこで大胆な案を掲げて、国民の皆さんに議論してもらい、その

上で選択してもらう仕組みを早く作らないと、議論だけいったりきたりしている

だけではいかがかなと思います。ちょっと言い過ぎもあるかも知れませんが、そ

ういう感じです。 

（竹中議員） 坂口大臣。 

（坂口臨時議員） いろいろな角度から御発言をいただきましてありがとうございま

した。全体として私たちも見直しをやっていかなければいけないというふうに思

っておりますが、全体を見直していこうと思いますと、結局のところまた、個々

の問題をどうするかということに戻ってくるわけでございますので、あわせて並

行してやっていかなければいけないというふうに思っております。 

一番最初、本間先生からお見せいただきましたこのグラフでございますが、後

で若干だけ教えていただければいいのかなというふうに思っておりますが、この

グラフは、公的医療の給付抑制というものをどういうふうにとって作ってあるの

かということがちょっと分かりにくいということでございます。もう一つは、赤

字公債の方を含んだ額だろうと思うんですが、財務省がお示しになっております

のとも若干スタートのところの数字が違うものですから、どういう計算になって

いるか、それはちょっと後でまたお教えをいただければありがたいというふうに

思います。 

それから、吉川議員の方からお話がございましたそもそも論、これもやっても

らわなきゃいけないというふうに思っておりまして、最終的には幾つかの選択肢

をお示しをして、国民の皆さん方にどれを選んでいただくかということをお示し

をしなきゃいけないというふうに思っております。 

医療の方でございますが、公的医療費、これは高齢者が増えていくわけですか

ら、今のままでいけば、増えていくことは当然でありまして、これは坂道を登っ

ていくようなものでございます。したがって、私は高齢者が増えることによる医

療費の上昇分とその他の部分による上昇分ということを少し分けて考えなければ

ならないというふうに思っている次第でございます。公的なサービスと、それか

ら私的なサービスということに上手く分けられればいいんですけれども、片山大
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臣からお話がありましたように、これはなかなか大変なことではないかなという、

私の立場といたしましては、そういう印象でございまして、なかなか大変だなと。

せっかくの吉川議員の御発言でございますが、これは大変だなという気がいたし

ました。 

それから、塩川大臣の方からお話しいただきましたスケジュールを立ててとい

うのは、そういう形でお進めをいただければ大変ありがたいというふうに思いま

すが、医療総額を抑えるという話は、先ほど申しましたように、高齢者が増える

分とその他の部分とを何でもかんでも上からぺたんと抑えるという、これをやら

れますと、こちらは火を吹きますので、そこだけ、ひとつよろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

それから、平沼大臣から御指摘をいただきました人口減少の問題、これがもろ

にかぶってくるわけでございます。少子化はこのままでいきましても、2025年ぐ

らいまでは減り続けていくわけでありますから、もし仮に今から少子化対策を頑

張って、もう少し子どもが生まれるようになったとしましても、2025年ぐらいに

なってこないとその影響は出てこないわけでございます。しかし、2025年から2050

年までの間の問題は、この少子化対策をやるかやらんかによって随分私は違って

くるというふうに思っております。そういう意味で是非ひとつ少子化対策という

ものにもこれからトータルの社会保障の中でどう考えていくかということを組み

入れていかなければいけないというふうに思っております。 

それから、平沼大臣からヘルスケア産業のお話をいただきまして、確かにここ

は大きいわけで、そしてここがまた日本はかなり遅れていることも事実でござい

ます。薬にいたしましても、医療機器にいたしましても、外国から非常に遅れを

とってしまいました。ここを回復させるために何が必要かということを考えてい

かなきゃいけないというふうに思っておりまして、ここは是非平沼大臣のところ

とよくお話をさせていただきまして、とにかくここが輸出産業になれるように、

ひとつ努力をしていかなければいけないというふうに思っている次第でございま

す。 

それから、片山大臣の方からお話のございました国保のお話でございますけれ

ども、これは御指摘いただきましたように、市町村だけではなくて、県もかんだ

形でひとつどうしていくかということが一番妥当なところではないかという気が

いたしますし、そのぐらいな点ならば、都道府県もそれ以上のことは言わないと

いうお立場ではないかというふうに私は感じているところでございます。 

基礎年金の国庫負担の３分の１から２分の１の話は決まったことであるもので

すから、どうしていくかというのは本当に大きな問題でございます。これは担当

している大臣としては、言い過ぎだったんですけれども、どうしてもできないと

きには、徐々に上げていくということも選択肢の一つではないか。来年一発で２

分の１にするというので、徐々に上げていくというのはどうかという段階という

ことを言ったわけでございます。これは担当大臣としては決まったことを言い過

ぎてはないかといって大分マスコミから言われましたけれども、そんなことも一
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つの方法ではないか。 

それから本間議員から御指摘いただきましたように、積立金の問題がございま

す。これをこのまま３倍なり４倍なり、あるいは５倍近く積み立てていくのか、

それとも増やしていかないのか、今の厚生労働省の事務当局の説明でございます

と、これは2020年代ぐらいになってくれば、積み立ててあるものを使ってくるん

だから、その人たちのために、これはどうしても要るんだという説明でございま

して、私も計算が弱いものですから、そう言われますと、そうかなと、こう思っ

ているわけでございます。その辺のところをどうするかという問題がございます

し、それから積立金をどう運用するかという問題も大きいわけです。この２年ば

かりは株が下がったものですから、これによって２兆円ばかりマイナスを出して

しまったわけなんです。これは委員会でも責めまくられるわけですけれども、ど

うしようもないんですね、下がるものですから。だけれども、株が下がったから、

預けたのが全部下がるというのもおかしな話だと、株の上がり下がりと株の儲け

とは別な話だと、ちょっときついことを職員には言っているところでございます

が、しかし、そうは言いますもののということでございます。これはどうするか

ということを決めなければならない問題でございます。 

少し漏らしたかもしれませんけれども、一応これでお答えさせていただきます。

（竹中議員） 申し訳ございません。時間が過ぎましたので、簡単に取りまとめをし

て終わりたいと思います。 

まず、「安心」というのが一つのキーワードであって、ここで本格的な改革を

行わなければいけないというのは共通の認識であろうかと思います。これは、個

人にとってもそうでありますけれども、企業の負担等々を考えても、まさに今回

がラストチャンス、最後の大改革にするんだというような意気込み、特に年金に

ついてはこういうことが必要なんだと思います。その意味では、予断を持たずに、

根本に立ち返って、幅広い選択肢の中から議論していこうというのも、今日の一

つの合意であろうかと思います。それに関しては、国民から見るとなかなか分か

りにくいということでありますから、また、これは国民的議論が必要であります

から、一層の情報の開示を、やはりしていかなければいけないということだと思

います。 

年金については、今申し上げたようなことであろうかと思いますが、医療につ

いては、一昨年の骨太で閣議決定された「医療サービス効率化プログラム」等々

に今日議論された個々の問題がかなり入っておりますので、それをフォローアッ

プして加速していくということではないかと思います。社会保障は、個々に議論

せずに、民間議員の提案で前からあります個人会計をどうするかということも含

めて議論をしていかなければいけないということかと思います。 

それと特に重要なのは、具体的な論点を、もう一般論はよいと、個別的な論点

を一つずつ明確化していけということと、それと、こんなに大きな問題をどんな

順番でやっていくのか、その手順をはっきりしなければ駄目じゃないかと。これ

は論点はたくさんあると思います。保険の単位をどうするかということと、例の
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２分の１の問題をどうするのか、積立金をどうするのか、保険の支給の開始年齢

をこのままでいいのかとか。ひとつ進め方としては、今日幾つか御示唆いただき

ましたので、今、事務局でいろいろやっていただいています本間先生に具体的な

論点を抽出していただいて、それをどのような手順で議論して全体を組み立てて

いくかと、そういうものをひとつ整理していただいて、次回に出していただくと

いうことかなというふうに思っております。 

今日は時間の関係で論点が詰められていないところもありますが、ひとつ、そ

ういうことで次回に引き継ぎたいというふうに思っております。 

ちょっとお手元に「構造改革の進展に関する広報推進について」という資料が

ございますけれども、これはこれまでの広報活動を踏まえまして、関係者とも連

携して、ブロードバンド等を一層活用しながら、改革の具体的成果を国民がより

実感できるように努め、今後とも改革を進めていこうということでありますので、

ちょっと目を通しておいていただきたいと思います。総理お願いします。 

（小泉議長） もう議論は尽きていますが、社会保障、わけても年金、医療、介護、

三大柱ですから、ちょうどいい大事な時期だと思います。総合的にやらなければ

いけないと思いますので、厚生労働省の案を叩き台にして根本的に今年１年やり

たいと思います。その点、論点整理と手順、よろしくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは終わりにしたいと思います。 

（以 上） 

17



