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平成 15 年第４回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介が行われた。 
 
（竹中議員） 議事の前に、現下の重要課題の１つである中小企業金融について、平沼大

臣及び速水総裁からお願いしたい。 
（平沼議員） 中小企業金融は、現下の重要な政策課題と認識し、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いる。資料に沿って説明したい。 
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「セーフティネット保証・貸付」は、制度創設以来、貸付は 11.5 万件、保証は 6.4
万件と合計で約 18 万件、4.3 兆円を実施した。金融機関の経営合理化に伴う保証は、
2,000 件、400 億円である。ＢＳＥ関係では、9,000 件、1,000 億円になっている。 
「資金繰り円滑化借換保証制度」を新設した。例えば、年 600 万円を返済する中小

企業は、毎月 50 万円ずつ返済するが、５年借換にして、当面、毎月 10 万円の返済で
済むようにするもの。真面目で、やる気と能力のある中小企業は大変歓迎しており、
開始から４日目で、既に 900 件、120 億円の実績がある。補正予算で、セーフティネ
ット保証、借換保証制度を創設し、約 10 兆円のセーフティネットを構築した。 
「売掛債権担保融資保証制度」は、一昨年末に創設し、当初はなかなか馴染まなか

ったが、制度緩和やＰＲ成果もあって、保証承諾件数は 5,000 件、融資実行額も 2,400
億円となっている。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、今後の債権流動化に向けた金融市場の多様なフロンティアを開く
契機になると期待している。 
資料２は、商工中金による売掛債権の「証券化」支援だ。民間金融機関が中小企業

の売掛債権を証券化し、商工中金がその一部を引き受ける形で支援するスキームであ
る。中小企業の売掛債権は、大変大きな額で、売掛金が 65.2 兆円、手形が 20 兆円で、
債権額は約 85 兆円で、現金・預金や土地を上回る。これを積極的に活用し、中小企業
金融の多様化が図られることを期待している。また、こうした金融機構の多様化が更
に進むよう努力していきたい。 

（速水議員） 資料に沿って説明したい。マネーサプライの概念図だが、現在、マネーサ
プライ（Ｍ２＋ＣＤ）は余り増えず、676 兆円、前年比２％増である。短期的には、
なかなか伸びない。それは企業が財務リストラの継続で過剰債務を圧縮し、借入を増
さず、銀行もバランスシートを大幅に拡大する状況にはないためだ。マネーサプライ
が増えるには、もう少し時間がかかるだろう。 
２ページは、日本の貸出・資本市場の姿だ。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すると、日本は 482 兆円、アメリカは 595 兆円だ。日本は、306
兆円が銀行貸出で、その他貸出 95 兆円は保険などだ。市場からの直接調達は、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３兆円で、非常に少な
い。アメリカでは、銀行貸出が 158 兆円である一方、社債 325 兆円など市場からの調
達、いわゆる直接金融がかなり多い。日本も銀行依存からシフトし、直接金融や市場
を通じた間接金融を増やさないと駄目だ。日銀でも企業金融の市場化、証券化のサポ
ートを検討し、実施し始めている。 
２ページ下表は発行残高だが、日米でこんなに違う。日本は、国債と株式が多いが、

アメリカではかなりウェイトのある社債・ＣＰ、エージェンシー債は極めて少ない。 
３ページは、中小企業向け証券化市場の育成だ。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ることがセーフティネットとして重要だ。
売掛金は 65 兆円（13.3％）もあり、これを市場化できれば、中小企業はもっと楽にな
る。 

  ４ページ。中小企業の資金調達に役立つ証券化市場整備は、中小企業には資金調達手
段の多様化となり、金融機関には自らのバランスシートに負担をかけずに手数料収入
で収益性を高め、投資家にはリスク許容度に応じたリターンを期待できる投資対象が
拡大する。企業、投資家、金融機関、それぞれにメリットがあり、是非、実現してい
きたい。 
取り組むべき課題としては、特に公的金融機関の新たな役割として、従来は直接貸
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出が主体だったが、今後は、いわゆる証券化商品への保証・一部引受で信用補完機能
を発揮できるようになれば良いと考える。法律改正も必要だろうが、実現していただ
きたい。 

  日銀では、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きた。自
らも昨年２月以降ＡＢＣＰ（資産担保ＣＰ）を現先オペの対象、担保適格資産として
受け入れており、12 月にも担保拡充措置を決定した。平沼議員の御説明のように、大
企業と関係中小企業との取引での売掛債権を使う証券化スキームが近く立ち上がる予
定である。５ページに、その仕組みを示した。 
健全な証券化市場を育成するには幾つかの課題がある。公的金融機関による信用補

完機能を上手く活用することがポイントだ。金融機関が関与した案件は、中小企業へ
の実質的な信用供与だとの認識も重要だ。日銀では、関係省庁や市場参加者とも連携
し、証券化市場の早期発展に向けて努力していきたい。 

（竹中議員） 倒産件数減少の背景について説明したい。資料図１は倒産件数の推移だ。
過去半年ぐらいは、僅かだが倒産件数は幾分減少傾向にある。図３では、セーフティ
ネット保証５号の適用増加に連れて倒産が減っているとも読める。こうした意味で、
今、御説明いただいたような取組みの積重ねが大変重要だ。経済再生に向けて、政府・
日銀が一体となった取組みの一つのとして、平沼議員、速水議員のお取組みを積極的
に評価し、諮問会議としても更に後押しすべきと考える。 

  
○社会保障制度改革について 

（坂口臨時議員） 現在の進捗状況を御報告したい。社会保障制度改革では、国民の安心
と生活の安定の確保及び経済・財政とも均衡のとれた持続可能な制度の構築を目指す
べき方向として、年金、医療、介護、雇用の問題に取り組んでいる。 

  当省でも、社会保障審議会で、トータルとしての議論を始めている。年金、医療、雇
用等の徴収事務一元化にも取り組み、来年度から一部実現可能と考えている。介護は
市町村の徴収なので別枠となる。 

  医療では、昨年御議論いただき、制度改革を行い、４月に３割負担の導入と保険料引
上げが実施されると軌道に乗る。更なる抜本改革が残っており、議論を進めている。
３月末には抜本改革案をまとめ、その姿を示したい。 

  議論の中での一番のポイントを、今日は御報告したい。抜本改革では、保険者の統合
一元化、高齢者医療、診療報酬体系の基本的見直し、医療の質の向上という４本柱で
議論している。提出資料の最後のページをご覧いただきたい。年齢階級別に一人当た
り医療費を一番左側にとっているが、大体、65 歳から上がずっと増えている。真ん中
の表は国保の年齢構成である。青い点線は全国平均の年齢構成で、国保加入者の年齢
構成が赤い線になる。60歳ぐらいのところから１つのこぶがあり次第に逓減している。
一番左の医療費は年齢階層で逓増しているが、80 歳以上では次第に人口が減少するの
で、１人の医療費×人口で見ると、国保の年齢構成によく似た形になる。 
一番申し上げたいことだが、昨年の医療制度改革で、75 歳以上は平成 19 年まで段

階的に２分の１の国庫負担とすることになっている。今回の議論では、高齢者医療で
は 75 歳以上を別枠にする案が出されている。しかし、それでは 65～75 歳のこぶが取
り残されるため問題が残る。そこで、この部分の取扱いが、大きな議論になっている。 

  保険の統合一元化では各方面の意見を聞いている。市町村は、都道府県単位の統合一
元化に賛成している。都道府県側では反対意見もあり、全国で約 360 の第二次医療圏
ぐらいにするなど様々な意見がある。また、都道府県を保険者にするのか、市町村と
共同で別途保険者を作るかといった点も、今後の議論の中心になるだろう。医療関係



 

 4 

者は、概ね反対で、そもそも抜本改革には入らないとの意見だった。健保連は、多様
な意見があり賛否は言いがたいとのことだった。現在、鋭意議論を進めているが、３
月までに決着をつけたいので、色々御意見をいただきたい。 

  その他、研修医制度を見直し、来年４月から新制度をスタートするべく、大学の先生
方と議論している。文部科学大臣と御一緒に大学附属病院の先生方との議論を３回ほ
ど行い、御意見を伺っている。 

  年金では、考え方は昨年発表している。現行制度の延長線では、保険料に上限を設け、
それに見合ったように年金額を決める方法と、逆に、年金額の上限を決め、それに見
合った保険料を決める方法がある。抜本的改革案としては、基礎年金をすべて税方式
で行う案、厚生年金のいわゆる二階建て部分を民営化する案、いわゆるスウェーデン
方式の３案がある。スウェーデン方式は、賦課方式だが計算では積立方式をとり入れ
る複雑だが、理詰めのものである。これらの抜本案も含め、メリット、デメリットを
整理し、議論を進めている。昨年、当諮問会議での吉川議員からの御意見も踏まえ、
可能な限り幅広い議論を行うように努めている。今年１年かけて議論し、来年の国会
に法案を出せるよう、今年の秋頃までには粗々の形をまとめ、年末には具体案にする。
まだ少し時間があるので、色々御意見をいただきたい。 

  年金では、財源問題があり、塩川議員の御意見もいただいているが、基礎年金の２分
の１への引上げ問題がある。これは今後の年金の大きな姿によって変わるので、全体
像を決める中で、財源問題についても御議論いただきたいと考えている。 

  介護では、今年は微調整したが、本格的見直しは来年であり、今年１年をかけて見直
ししたい。介護と老人医療をどのようにセットにするか、あるいはどのように連携を
図るのかといったことが非常に大事と考えている。 

  雇用保険では、今年、来年について、国から基金事業に 2,500 億円出すので、今後の
経済状況にもよるが、乗り切れそうだ。 

（竹中議員） 有識者議員資料について本間議員。 
（本間議員） 経済構造が著しく変化する際に、公的制度がミスマッチを起こすことは、

歴史の中ではよくあることだ。日本で社会保障制度が本格的に確立していったのは高
度成長期で、「成長」を前提に、高齢者が比較的少ない状況で制度設計した。そのため、
現在の少子高齢化、潜在成長率低下の中で根本的問題が生じており、弥縫策や限界的
手直しでは構造的ミスマッチは解消できない。社会保障制度改革はラストチャンスで
あり、包括的でなければならない。この問題は、公助、共助、自助の基本的哲学を含
めて制度設計を国民に周知徹底し、理解を得ながら進めることが必要だ。 

  そこで、一つのシミュレーションを４ページに示した。現在から 2050 年までとって
いるが、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厳しい仮定を置いても、2025 年には約 52％、2050 年に
は 55％超となる。政府が歳出を合理化する前提でも、少子高齢化の影響が如何に大き
いかを示している。②のグラフは、厚生労働省の努力で年金の最終保険料率を 20％に
抑制し、他の歳出は実質横ばいにする前提だが、１ポイント程度の抑制効果を 2025 年
以降に発揮するにとどまる。 

   したがって、現行制度のままでは、政府の規模は極めて大きくなるのは明らかだ。ご
覧頂いている潜在的国民負担率には、租税、社会保険料に加えて財政赤字が含まれて
いる。さらには、公的債務をどのように将来世代が負担するかという問題がある。負
担の規模は国民経済の活力にもつながるし、負担構造は世代間の受益・負担問題にも
直結するので、国民的合意を得るには、規模及び負担の内容、そして世代間の連携を
如何に図るかが極めて重要だ。 
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  ２ページ冒頭に書いたとおり、坂口大臣は幅広く検討すると御発言いただいたが、現
行制度の手直しだけにとどまらず、多様な財源の組合せ、支給開始年齢、積立金活用
等を含め、幅広く選択肢を国民に提示して選択をしていく、ある意味で国民の決断を
待つ必要性があろう。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強い危惧を持っている。また、情報提供が十分では
なく、不安感が過剰貯蓄に走らせていることもある。さらに、企業負担が社会保険料
の大きなウエイトを占めている。税の負担分と企業の負担分はほぼ同等で、経済活力
の観点でも十分検討すべきだ。 

  医療制度では、公的保険制度の根本に立ち返って議論をする必要があり、保険者機能
の強化を含めて、組合再編問題、高齢者医療の新たな設計問題、診療報酬体系の見直
しなど十分検討していただきたい。現在の厚生労働省案を出発点に、包括的な御検討
をいただきたい。平成 13 年に閣議決定した「骨太方針」第１弾に包括的な「医療サー
ビス効率化プログラム」が含まれているので、その実施状況をフォローアップし、従
来以上に加速して実現する必要がある。 

  何よりも国民が社会保障制度の実態を十分理解する必要がある。個人レベルにおいて、
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、ｅガバメントとも絡め
て体制作りをしていくことが肝要だ。 

  さらに、公的年金の積立、運用のあり方について、情報開示を進めていただきたい。
高齢化のピーク時に、年間給付額の約４倍のプールしたお金が存在する訳で、この部
分の考え方も含め、是非、包括的な御議論をいただきたい。 

（吉川議員） ２点述べたい。公的年金では、坂口大臣から、今年１年、幅広く議論する
との御説明があり、大変結構なことだ。「幅広く」という点では、具体的な選択肢を「幅
広く」というだけでなく、そもそも公的年金の役割は何かということも御議論いただ
き、国民に分かり易く御説明いただく必要がある。分かり易く説明すれば、国民は必
ず理解するはずだと私は信じている。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」ということを御説明いただく必要があるだろう。 
医療保険では、「国民医療費」の総額と、公的な医療保険でカバーする部分、仮に「公

的医療費」と呼ぶなら、この２つを区別する必要がある。高齢化が進み、医療技術が
高度化すれば、「国民医療費」は、今後日本では徐々に上がっていくのが合理的だろう。
それを無理やり抑えるのは、いわば育ち盛りの子どものいる家庭で食費を無理やり抑
え込むということと同じで合理性がない。「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。しかし、医療サービスに関して、公的な医療保険がどれだけ、ど
のような形で関与するか、ということは自ずと別問題で、合理的範囲に抑えなければ
ならないのは当然だ。そうした中で、公的な医療保険がカバーする範囲、月額の上限、
個人負担等も含め、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が議
論されるべきだ。いずれにせよ、「国民医療費」と「公的医療費」を区別し、後者を合
理的に抑制する政策を考えることが大事だ。 

（塩川議員） まず、諮問会議での議論の進め方について。医療、年金、介護、セーフテ
ィネットといったテーマは目白押しで、未解決のまま放ってある。これをどうするか。
同時並行で次々に審議していたら、とても間に合わない感じがする。決めてもらうの
は後でもいいが、まずは年金を先に審議する、いつまでに結論を出す、その後は医療
費を審議する、医療と介護は一緒に議論するなど、審議のスケジュールはきちんと決
めてもらわないと困る。さもないと、議論が迷走して、抽象論ばかりになってしまう。
私は、いよいよ議論が始まるので諮問会議でもやってもらいたいと思っている。ただ、
回を重ねないとなかなか結論が出てこないと思う。 
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次に、今、色々とお話があったように抽象論は何度もやっている。だから、これか
ら具体的に何を議論するかが重要だ。例えば、民間議員提案の問題でも、診療報酬体
系の問題、医療供給体系の抜本的改革など、一つ一つが大きなテーマなので、これら
を具体的な問題として挙げてはどうか。そして、その場合に、供給体制から議論する
のか、財政問題から入るのかなど、議論のスケジュールもきちんと立ててもらいたい。 
それから、経済とも密接に関係し、できるだけ早く結論を出してもらいたいと焦っ

ているのが、企業負担問題だ。実際に企業が音をあげている。３割負担の問題。決ま
ったことだが、この頃では商工会議所までが色々言ってくる。だから、「これからの姿
はこうなるぞ」ということを早く提示してやる必要がある。さもないと３割負担の問
題も落ちつかない。よろしくお願いしたい。 
最後に一つ。これから、医療の進歩が新しい産業分野、成長産業として取り上げら

れてくる。この医療と産業の一体化という方向で問題になるのは、今後医療費がウナ
ギ登りに上がってくることだ。医療の問題は医療総額をどう抑えるか、これは経済成
長と合わせたものでなければいけない。吉川議員御指摘のように、抑え過ぎると子ど
もに栄養をやらないのと同じということになるが、しかし医療費がどんどん伸びると
過度の負担となってカバーできなくなる恐れがあるので、そうなれば保険の供給シス
テムを変えなければならない。 
諮問会議における今後の議論の進め方の順序と計画を決めてもらいたい。 

（平沼議員） 民間議員資料にもあったが、2007 年には人口減少に転じて「団塊の世代」
が支え手から受け手になるという大変な状況になる。これを踏まえて、年金、医療及
び介護等の総合的な社会保障制度の抜本改革を行うべきなのは言うまでもない。 
経済産業政策を担当していて、今、非常に先行きに不安感があるが、社会保障で新

しいビジョンを提示できれば、不安が払拭され消費低迷の払拭にもつながるはずだ。 
医療では、効率化を通じて、公的保険医療費全体の増加を抑制し、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重要だ。これを怠ると、
今後本格化する医療費負担の増加について、国民や産業界の納得が得られない。高齢
化社会を迎え、医療・健康・介護を含めた「ヘルスケアサービス産業」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、その健全な発展は社会全体の経
済活力増大につながるため、当省としては、ここが非常に肝心だと考える。このため、
保険者機能の強化、情報化の促進、健全な競争が行われるための環境整備が必要だ。 
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。第一に、健康保険組合などの保険者が、
効率的で質の高い医療を提供するように求める仕組みを作ること。第二に、このよう
な保険者の動きを、財政調整により阻害せず、努力が報われるような仕組みを作るこ
と。第三に、高齢者医療に関する保険収支の責任主体を明確化すること。これらが高
齢者医療制度の創設の際の留意点ではないか。 

（片山議員） 医療費について。持論だが、無駄をなくすことを含めて本気で予防などを
行い総体の圧縮を考えるべきだ。 
次に、吉川議員御提案の公的なものと私的なものを分けるのは一つの考え方だが、

国民は公的なものに慣れていることを思うと、混合診療など、自分の負担でというこ
とで国民が納得するだろうか。 
国保は変えてもらいたいが、長い間、市町村が保険者であり、都道府県を保険者に

するのは無理だ。あくまでも中心は市町村で、都道府県の協力、関与、支援をどう組
み合わせるかだ。財政調整を完全にできるかという懸念もある。今、合併で市町村を
大きく強くして、実施できることは全部市町村でやろうという地方分権の考え方の中
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で、一番基本的な医療、国民健康保険を都道府県に移管するというのもいかがなもの
かと思う。御検討いただきたい。 
高齢者医療制度は、本当は 75 歳以上が望ましいが、国保を考えると低い年齢から調

整した方が良い。70 歳ぐらいか。なかなか難しい問題だ。 
年金では、基礎年金の国庫負担を２分の１にするのは半ば公約だ。いつまでにやる

のか、やれないときはどうするか、答えを出さなければいけない。徒に時間だけが経
つのは適当でない。 
また、年金の支給金額は日本は相当高いはずで、更に高くすれば良いというもので

もない。適正な水準を考えて、場合によっては下げるべきではないか。そこに議論が
要る。そして、保険料固定か、給付水準固定かで、どちらが国民が受け入れ易いかだ
が、私は保険料固定の方だと思う。低所得者対策も必要だろうが、大胆な案を掲げ、
国民に議論してもらい、その上で選択してもらう仕組みを早く作るべきだ。 

（坂口臨時議員） 色々な角度から御発言をいただき感謝している。我々も全体的な見直
しをやらねばと思っているが、結局は個々の問題の扱いになるので、個別論、全体論
を並行してやらねばならない。 
まず、本間議員御呈示のグラフだが、公的医療の給付抑制をどのように仮定して作

成しているのかが少し分かりにくいので、後で教えて欲しい。また、赤字公債を含む
額だと思うが、財務省が示しているものと若干スタートの数字が違うので、どういう
計算なのか、併せて教えて欲しい。 
吉川議員御指摘のそもそも論については、諮問会議でも御議論いただきたいし、国

民がどれを選ぶのか、最終的に幾つかの選択肢をお示ししたい。 
医療の公的医療費の議論で、これは高齢者が増えるから、今のままでは、増えてい

くのは当然だ。したがって、高齢者が増えることによる医療費の上昇分とその他の上
昇分を分けて考えるべきだ。公的なサービスと、私的なサービスを上手く分けられれ
ば良いが、片山大臣御発言のように、なかなか大変なことだ。 
塩川議員のスケジュールの話は進めてもらえれば大変ありがたい。医療総額の抑制

の話は、先ほど申し上げたように、高齢者が増える分とその他の部分とをすべて抑え
るのは如何なものか。 
平沼議員御指摘の人口減少の問題は深刻な問題だ。このままでいっても、2025 年ぐ

らいまでは減り続けるのだから、今から少子化対策によって、もう少し子どもが生ま
れるようになっても、2025 年ぐらいにならないとその影響は出てこない。しかし、2025
年から 2050 年までの間は、この少子化対策をやるかやらないかでかなり違ってくる。
その意味で、是非、少子化対策もトータルの社会保障制度改革の中に組み入れていか
なければならない。 
また、平沼議員からヘルスケア産業のお話があったが、ここは確かに重要で、日本

はかなり遅れているのは事実だ。薬でも、医療機器でも、外国から非常に遅れをとっ
てしまった。ここを回復させるために何が必要か考えなければならないので、是非、
平沼議員とも御相談し、輸出産業となり得るよう、努力していきたい。 
片山議員御指摘の国保の話だが、御指摘のように、市町村だけでなく、都道府県も

関係する形で見直すのが一番妥当という気がするし、そのラインであれば、都道府県
も問題はないということではないか。 
基礎年金の国庫負担２分の１の話は決まったことであり、どうしていくかは本当に

大きな問題だ。担当大臣としては言い過ぎたかもしれないが、どうしてもできないと
きには、徐々に上げていくことも選択肢の一つではないか。 
それから、本間議員御指摘の積立金の問題がある。これをこのまま３倍、４倍、あ
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るいは５倍近く積み立てていくのか、それとも増やさないのか。今の厚生労働省事務
当局の説明では、2020 年代ぐらいには、積み立ててあるものを使うのだから、その人
たちのためにはどうしても必要だという。その辺をどうするかという問題があるし、
積立金をどう運用するかという問題も大きい。この２年ばかり株価が下がり、今年度
も上半期で２兆円のマイナスを出したがこれは仕方ない面もある。私は、株が下がっ
たといって、預けたものが全部下がるのもおかしいと、きついことを職員には言って
いるが、そうは言っても難しい面もある。どうするか決めなければならない問題だ。 

（竹中議員） 簡単に取りまとめたい。 
まず、「安心」が一つのキーワードで、ここで本格的な改革を行わなければいけない

というのは共通認識だと思う。これは、個人にとっても、企業にとっても同じで、ま
さに今回がラストチャンス、最後の大改革にするという意気込み、特に年金はその意
気込みが必要だと思う。その意味で、予断を持たずに、根本に立ち返り、幅広い選択
肢の中から議論していくことも一つの合意事項だったと思う。それに関しては、国民
に分かり易く、かつ国民的議論が必要であることから、一層の情報開示が必要だろう。 
医療では、一昨年の「骨太の方針」で閣議決定された「医療サービス効率化プログ

ラム」等が、本日の議論にもかなり入っているので、それをフォローアップして加速
するということではないか。社会保障は個々に議論せず、民間議員が以前から提案し
ている個人会計も含めて議論すべきだろう。 
特に重要なのは、一般論ではなく、具体的な論点、個別的な論点を一つずつ明確化

すべきということで、その手順をはっきりしなければ駄目だということ。保険の単位
をどうするか、２分の１問題をどうするか、積立金をどうするか、保険の支給開始年
齢の検討など、論点は多い。ひとつ進め方としては、本間議員を中心に具体的な論点
を抽出してもらって、どのような手順で議論し、全体を組み立てていくかを整理して
もらい、次回以降に提出してもらってはどうだろうか。 
最後に、お手元の「構造改革の進展に関する広報推進について」。これまでの広報活

動を踏まえ、関係者とも連携し、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、今後も改革を進めていきたい。後ほど、
お目通しいただきたい。 

（小泉議長） もう議論は尽きているが、社会保障、わけても年金、医療、介護は三大柱
であり、丁度良い大事な時期だ。総合的にやらなければならない。厚生労働省の案を
叩き台にして根本的に今年１年やっていきたい。論点整理と手順をよろしくお願いし
たい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
（以 上） 

 


