
平成 15 年第 6回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 6回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年３月 25 日(火) 17：30～19:10 

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 福井 俊彦 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)イラク情勢も踏まえた当面の経済財政及び金融面での運営について 

(2)構造改革の成果と進捗状況について 

(3)医療制度改革等について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○イラク情勢が経済に与える影響について（平沼議員提出資料） 

○最近の経済動向について 

○式市場の動向等について（竹中金融担当大臣提出資料） 

○当面の経済財政及び金融面での運営について（有識者提出資料） 

○構造改革レビュー –経済構造改革の成果と進捗状況 – 

○更なる構造改革に向けて（有識者議員提出資料） 
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○坂口臨時議員提出資料 

○医療制度改革の進め方について（有識者議員提出資料） 

○対日投資会議専門部会報告(案) 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 申し訳ありません。総理が少し遅れるようなんでございますけれども、

ただいまから今年６回目の経済財政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。それでは、先に始めておいてくださいという総理

からの御伝言でございます。 

本日から福井総裁を諮問会議議員としてお迎えしております。福井総裁どうか

よろしく申し上げます。 

本日の議題でございますけれども、まず「イラク情勢も踏まえた当面経済財政

及び金融面の運営」について意見交換をさせていただきます。その後、「構造改

革の成果と進捗状況」、構造改革が進んでいるかどうかについて取りまとめたも

のについて議論していただきます。その後、医療制度改革の議論をさせていただ

きます。この「医療制度改革等」の議題に関しましては、坂口大臣に御参加をい

ただきます。なお平沼大臣は所用により、途中で御退席されますので、よろしく

お願いいたします。 

○イラク情勢も踏まえた当面の経済財政及び金融面での運営について

（竹中議員） それでは議題に入りますが、先週の20日からイラクに対する武力行使

が開始されました。この事態を受けまして、当面の経済財政及び金融面での運営

について現時点での対応ぶり等について御報告をいただいて意見交換をさせてい

ただきます。 

平沼大臣から提出資料に基づく御説明をお願い申し上げます。 

（平沼議員） お手元の「イラク情勢が経済に与える影響について」、横長の紙を御

参照いただきたいと思います。今般のイラク情勢が日本経済に与える影響につき

ましては、まず第一に、原油価格の上昇と国内企業の収益圧迫。第二に、マイン

ド悪化に伴う株式の市況や消費・投資等への影響、これが考えられます。第三に

は、ややタイムラグのある話でございますけれども、米国を始め世界の経済の減

速に伴う輸出減少、こういったことが考えられます。 

資料の１ページのポイントというところでございますけれども、当然のことで

すけれども、武力行使が短期で終結する場合には、影響は小さいと、こういうふ

うに考えてございます。仮に長期化する場合には、様々な可能性を念頭に置いた

政策運営が必要だと、こういうふうに思っております。 
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１枚めくっていただいて、石油情勢についてちょっとお話をさせていただきま

す。 

国際石油の情勢でございますけれども、高水準でございました原油価格は……。

（内閣総理大臣 入室） 

（プレス 入室・退室） 

（竹中議員） 今、当面の経済動向について平沼大臣から御説明をいただいています。 

（小泉議長） はい。 

（平沼議員） それでは続けさせていただきます。２ページ目でございますけれども、

原油価格は高水準でございました。というのは、20日のいわゆる武力行使が始ま

る前は、一時は37ドル台まで１バレル当たりが上昇しておりましたけれども、武

力行使が始まって、これが20ドル台に落ちてきております。昨今の戦闘状況で、

昨日あたりは約1.5 ドル上げておりますけれども、依然として20ドル台で推移し

ておりまして、12月物、こういう先物も更に安くなっている、こういうのが現状

でございます。 

世界の石油の需給というのはベネズエラが情勢が回復してきました。それから

アメリカで、特に北半球で春に向けて需要が減少してきている。こういうことで

安定基調にある、こういうことでございます。 

産油国の対応でございますけれども、私は、20日に先端が開かれたんですが、

18日に最大産油国のサウジアラビアのナイミ石油大臣、ＯＰＥＣのアティア議長、

こういったところに電話をしましたところ、両方とも余力は産油国としてあるの

で、絶対に安心してほしいと、こういう力強いメッセージがあったことを御報告

しておきます。またＯＰＥＣの議長、事務局長、サウジの石油大臣が同様な発言

を、いわゆる武力行使が始まった20日にも発言をしております。 

それからＩＥＡ、いわゆる消費国等における国際協調対応ですけれども、ＩＥ

Ａを中心に市場動向を注視しておりまして、必要があれば、国際協調で石油備蓄

を活用しようと思っております。このＩＥＡでは、日本を含めて備蓄が114 日分

あると、こういうことでございまして、あくまでも産油国との協力の中で、非常

に事態が切迫をしてまいりましたら、これは備蓄を放出するということも考えら

れますが、今の段階では全くその心配はありません。 

それから国内の石油需給について申し上げますと、現在我が国の備蓄は、1973

年オイルショック以降しっかりと備えてきておりまして、171 日分ございます。

ここにも書いてございますけれども、いわゆる原油を満載して日本に向かってい

るタンカー、これはいずれも巨大タンカーですけれども、71隻が日本に向かって

きておりまして、これだけでも24日分ある。そして航行も非常に安定が保たれて

おりまして、航路が妨害される、こういうような状況もございません。 

そういうことで、私どもとしては、そういう状況の中で石油価格が国内産業に

与える影響については、配布資料に主要な産業の状況を示しておりますけれども、

化学、鉄鋼、窯業、土石、紙・パルプ、石油を消費している割合が比較的高い産

業でございますけれども、現時点では企業収益に大きな影響が出る状況には至っ
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ておりません。これは資料の４ページに書いてございます。 

私としては、第２点目のマインドの悪化に伴う株式市場や消費への影響、これ

は昨今、企業収益が製造業を中心に改善傾向にありまして、設備投資も持ち直し

の動きにありますけれども、最近の株価の低迷、いわゆる20日に上がりまして、

今日また下がっておりますけれども、こういう動きが激しい状況、それから金融

市場の不安定性は民需主導の経済改革に水を差す可能性があると懸念しておりま

すので、注意深く見守っていかなければならないと思っております。 

資料の７ページにございますけれども、米国経済をはじめとする世界経済の影

響でございますけれども、現時点でも米国の消費マインドは湾岸危機時点と同レ

ベルまで悪化していることは事実です。今後の状況次第でございますけれども、

自動車、電気など輸出依存度の高い産業は大きな影響を受ける可能性もあると思

っています。これは資料６ページの参考２でございます。現下の経済情勢のもと

で重要なことは、まず経済システムの安定性を確保して、経済の力強い回復に向

けて産業再生や規制改革の推進による需要の拡大、経済活性化に向けて一丸とな

って全力を尽くしていくことだと思っております。金融関係当局としても、適切

な対応をとられることを私どもは期待しております。特に日本銀行におかれまし

ては、福井総裁をはじめ、新体制の下、本日金融システムの安定に向けた措置が

とられたことを歓迎しますが、引き続き実効ある金融政策に向けてひとつぜひ全

力を尽くしていただきたい、こういうふうに思っております。私からは以上でご

ざいます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは続きまして、福井総裁から本日の

決定を含めまして、御説明をお願いできればと思います。 

（福井議員） 最初に一言ごあいさつでございますけれども、経済財政諮問会議の議

員を本日拝命いたしました。大変責任が重いと痛感いたしております。会議に十

分貢献できますように努力をさせていただきたいと思っております。 

今日、臨時の政策委員会を朝から開催いたしまして、主として、イラクとの戦

いから来るかもしれない様々なショックに対して十分な金融面からの受皿を用意

しようということで幾つかの決定をさせていただきました。私どもの基本認識は、

日本経済は基盤が引き続き脆弱だという認識に立っています。その「基盤」の中

には、金融システムの健全性回復がまだ課題を多く残しているという要素が入っ

ているということでございます。 

そうした状況のもとで、現在までのところはデフレスパイラルという状況を引

き起こすことなく、ぎりぎりの均衡を保ちながらきているという認識でございま

すが、やはり資産価格の下落というものが日本経済の脆弱な基盤を揺さぶるリス

クは非常に高いと、これが私どもの基本的な認識でございます。 

そういう基本的な認識に立って、本日政策委員会で打ち出しました措置は幾つ

かございますが、まず基本的な措置は市場に対する流動性の供給、これは当面続

けたいということでございまして、期末までの対応ということだけではなくて、

４月に入りましてから以降も、いわゆる地政学的不安定性というものが続いてお
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ります限り、政策委員会の一々の決定を待つことなく、機動的に流動性を供給で

きる体制を整えたと、これがナンバー１でございます。 

それから日本銀行が積極的に流動性を供給する更にその裏打ちとして、個々の

金融機関が資金繰りに必要とする流動性は、個々の金融機関が日本銀行にリクエ

ストをすれば、日本銀行が自動的に0.1 ％という公定歩合で貸出しをするという

メカニズムを持っております。このメカニズムは、実は金融機関に余り多用はさ

せないという意味で、普通は１月につき５営業日に限って利用させるという制限

をつけておりますけれども、当面、地政学的不安定性が続くという範囲内におき

ましては、この制限を取っ払うと。つまり0.1 ％の金利で制限無く要求があれば

お貸しする、こういう背中合わせの措置をとっておりまして、流動性の供給につ

いては万全の備えをしたということでございます。 

もう一つは、先ほども申し上げましたとおり、資産価格の下落が弱い日本経済

の基盤を揺さぶりかねない。この認識に立ちまして、株価変動リスクが特に金融

機関の経営と不可分な状況で今日まできている。ここのところを持ち合いの解消

を更に強く促すことによって株価変動のリスクと金融システムの不安定性を隔離

したい。こういう強い意識から日本銀行が金融機関の持っている株式の買取り措

置、これを昨年の秋以降、２兆円の枠内で行ってきておりますが、更に１兆円積

み増して、今後３兆円の枠内で行っていくという措置を決定いたしました。１兆

円追加して３兆円とした意味合いは、今、金融機関はいわゆる自己資本の基本部

分、つまりTier1と言われている部分相当額を上回る保有株式については、早急に

これを解消する要請を受けているわけでして、金融機関はまたその解消を急いで

いるわけでございますが、この部分を直接市場に放出して市場にショックを及ぼ

すということではなくて、日本銀行が相当程度これを吸収しようということでご

ざいます。 

政府の持っておられます銀行等保有株式取得機構が今後どれほど改善され、吸

収メカニズムが強化されるかという問題が残っておりますけれども、それに対し

てある程度時間がかかるだろうという想定のもとに、当面はショックが及んでき

て金融機関の株式売却が加速したとしても、Tier1の超過部分については、その大

半を今回の日本銀行の増額措置によって日銀が吸収できる、こういう措置をとっ

た次第でございます。 

それからもう一つは、今後仮に戦争が短期に終結したとしても、その後、戦争

の後遺症として日本の経済にもボディブロー的に予期せざる悪い影響が及んでく

るかもしれない。そこまで想定に入れながら、かつまた日本銀行は今回総裁、副

総裁、３人のメンバー交代がございまして、これは政策委員会の構成メンバーで

いいますと９人のうち３人、３分の１のメンバーの変更がございました。新しい

メンバーで今後の政策運営の枠組みを今日を起点に議論を開始しようということ

で始めました。大事な点は、今、日本銀行が流動性を供給いたしましても、末端

の企業に十分その緩和効果が及んでいないという点が最大の問題だという認識で

軌を一にいたしまして、中でも中小企業関係の金融が大変な逼迫状況にあるとい
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うことを強く認識いたしました。したがいまして、いわゆる金融緩和の伝達経路

をスムーズにしていくという今後の我々の作業の中で、中小企業関係を最優先に、

中小企業関係の手形を何かうまく日本銀行のオペレーションの対象にできないか

ということを中心に、これから余り時間をかけないで詰めていくと、こういうふ

うなことを決めた次第でございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。今、平沼大臣と福井総裁のお話でほとんど

カバーされておりますけれども、そのほかで１点だけ……。 

（経済産業大臣 退室） 

（竹中議員） ありがとうございました。 

金融担当大臣資料の２ページ目だけごらんいただきたいと思います。これは株

価の動向であります。総じて世界の市場は安定的な動きになっているというふう

に認識をしておりますが、ここ１週間ぐらいの間にヨーロッパを中心に市場は戦

争の状況に対して非常に大きく振れるという状況が出現いたしました。戦争が始

まってから、むしろ相場が上昇した後、昨日欧米の市場では大幅に低下、日本も

その影響を受けまして、今日は若干の低下になっております。今後ともこうした

状況に注視をしていかなければいけないと思っております。 

ちなみに17時、先ほどヨーロッパのマーケットが開いておりますが、ヨーロッ

パでは0.5 ％から0.8 ％、わずかな低下で始まっているというふうに聞いており

ます。総じて市場は「短期終結」で楽観的、悲観的になる必要はないと思います

が、同時に、楽観的な見方が広がり過ぎるということのリスクも考えてマーケッ

トを注視していくつもりでございます。 

それでは、当面の経済財政運営に関しまして、有識者議員からも資料が提出さ

れておりますので、御説明をお願い申し上げます。吉川議員。 

（吉川議員） それでは、私から「当面の経済財政運営について」という民間議員４

名の名前が書いてあります１枚紙を説明させていただきます。 

日本経済は昨年来プラス成長を続けておりまして、昨年の第４四半期のＧＤＰ

の統計を見ましても、あと１週間くらいで終わる平成14年度は政府の見通し

0.9 ％を間違いなく達成するであろうと私ども思っております。先ほど平沼大臣

からもお話がありましたが、設備投資の持ち直し、あるいは企業収益の改善、こ

うしたものも見られるわけでありますが、しかしながら、現下の国際情勢を背景

としながら、株価の低迷といった先行き不透明感が高まっております。こうした

リスク、不確実性の高まりによって経済活動が影響を受ける懸念があるときには、

政府・日銀による果敢な行動が期待される。その場合には、基本方針を明確にす

ることが何よりも大切だと私どもは考えております。 

そこで、この紙には３つの点が書いてあるわけでありますが、１つは構造改革

の推進、２番目が財政政策、３番目が金融政策であります。政府としては、現在

のような内外の情勢のもとで、いわゆる危機対応的なことを様々されている。こ

れは当然でありますが、その際講ずる施策は、現在進めている構造改革の方針と

十分な整合性を持っているものにするべきである。このように考えます。 
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例えば、時価会計の一部停止など、こうした議論もあるわけでありますが、企

業会計の透明性というのは市場の重要なインフラであります。そうした意味では、

会計制度というものを見直すということには慎重であるべきだと我々は考えてお

ります。経済財政諮問会議における構造改革の全体的なレビュー、これは今日の

議題でもあるわけですが、そうしたものを踏まえて、デフレ克服を目指して従来

からの政策の四本柱、こうした構造改革を加速化していく必要がある。これが第

１点であります。 

第２、第３は財政・金融政策です。財政・金融政策は言うまでもなくマクロ経

済政策の車の両輪であります。 

まず第一に、財政政策でありますが、我々民間議員は現在の財政の状況という

ものに危機感を持っております。政府部門の債務の対ＧＤＰ比率は、御承知のと

おり140 ％、約700 兆円と言われているわけですが、毎年フローで７、８％の赤

字を出しているわけですから、約８年でこの比率が200 ％に達するわけでありま

す。200 ％というのは1,000兆円ですが、今後、経済が自律的に成長し始めるとい

うことになりますと、いい意味で金利が自然に上がっていくということになりま

す。長期金利というのは、健全な経済では４％くらいあるわけですから、政府の

債務残高が1,000 兆円、それの４％といいますと、利払いが40兆円ということに

なります。現在の税収ということを考えれば、景気が回復すれば税収も上がると

はいえ、対ＧＤＰ比200 ％の公的債務というのは厳しい状況だということは明ら

かであって、そうした状況までの残された年数というのが８年であるということ

は、やはり政策に当たる方々、これはもちろんですが、日本人全体が認識しなけ

ればいけない問題だと我々は考えております。 

そこで、社会保障制度の改革ということとも併せて、財政の健全化の道筋をで

きるだけ早く明確にすることが必要である。また、そうした中で何より歳出改革

においては内容の大胆な見直し、このことは繰り返しこの会議でも申し上げてお

りますし、また仮にお金を使うということであれば、金融システムの安定化とい

うようなことに重点的に配分するべきである、このように考えております。 

その次に金融政策でありますが、これは先ほど福井総裁からもお話がありまし

たが、日本銀行としても、現在のような状況の中で様々な工夫をされていると我々

考えているわけでありますが、閣議決定された「改革と展望」でも、平成17年度

にデフレから脱却するというふうに見通されているわけですが、こうしたことも

考えに入れていただいて、日本銀行として従来にも増して、政府と密接に意見交

換をされながら、政府・日銀一体となってデフレ克服と金融システムの安定とい

う目的に取り組んでいただければと思います。 

先ほど総裁から、資産価格のデフレが特に重要な問題だというお話がありまし

た。この点について私も異論を持っておりませんが、しかしながら、資産価格の

デフレそのものも、やはり普通の財・サービス価格のデフレと関係している。デ

フレはさらに経済の基調が弱いということとも関係していますが、やはり普通の

財・サービスのデフレというのも大変に大きな問題だと。１％くらいのデフレと
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いっても、これは大変に大きな問題だと私ども認識しておりますので、この点の

認識は恐らく日本銀行にも共有していただけるのではないかと思いますけれども、

ぜひとも政府・日銀一体となって、この問題に取り組んでいただきたいというこ

とであります。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。時間が限られていますが、当面の経済運営に

ついて、手短に御議論をいただきたいと思います。塩川大臣、奥田会長。 

（塩川議員） まず最初に、一度イタリーが1995年ごろ、ランベルト・ディーニが改

革をやりましたね。あれはどういう内容であったかということを一緒に勉強して

もらって、この改革の筋道というのは政治を離れた筋道ですけれども、相当参考

になると思うんですよ。私、一部聞いたんですけれども、その発想が非常に大事

だと思います。ランベルト・ディーニの改革ですね。これが１つです。 

それからもう一つ、福井さんにお尋ねしたいと思うんですが、今さっき、何と

いう言葉でおっしゃったか、おっしゃったんですね。そうそう、金融緩和の伝達

経路にいろんなものをとりたいと。例えばどういうことを考えておられるのか、

これをお聞きしたいということ。 

それから３つ目の問題は、先ほど吉川先生がおっしゃった財政改革のこと。で

あるからこそ、「社会保障制度のあり方」、それから「国と地方」ですね、公共

事業はともかくとして、せめて２つの基本政策でも早く決定していただかないと、

準備にかかれないということがあるので、ぜひこの会議で優先してこの問題を取

り上げてもらえんだろうかと思うんです。私の方でとりあえず「国と地方」との

検討の材料を今用意さそうと思って主計局の方でやらせておるんですが、それは

何か機関委任事務、法律が変わりましたね。その分についてのみでも、一度どれ

だけ分権できて、それに対する財源はどれだけかということだけでも計算させて

みて、そこからでも始めていかないと議論が出てこないと思うものですから、ち

ょっとそれを急いでもらえんだろうか思うんです。この３つです。 

（片山議員） 次にやるのでしょう。 

（竹中議員） ４月１日の諮問会議で。 

（片山議員） 私がちょっと待ってもらいたいと言いました。予算が成立するまでは、

ややこしくなるものですから。 

（竹中議員） 社会保障につきましては、４月１日の会議で論点整理を民間議員から

出していただくことになっています。急ぎでやると思います。福井総裁もしござ

いましたら。 

（福井議員） 流動性を供給いたしましたときに、末端の企業活動を活発にする刺激

効果まで及んでいない。これが私どもの基本分析でございます。今後とも流動性

供給のパイプとしては、やっぱり期間の短い政府の債券とか、あるいは長期の国

債とかということが基軸になるだろうと。それはクレジットリスクが一番少ない

資産だからでございます。しかしそれだけではなくて、企業金融の分野でいろい

ろ民間部門が発行する手形とか、債券とかというものに対して日本銀行が直接手

を及ぼしていくということによって、民間の金融が新しい資金の流れのパイプを
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つくっていくのに役に立つのではないかと、こういう発想が１つと。 

更に飛んでいきますと、一般に言われておりますような、株式市場とか、不動

産市場にまで手を及ぼすことができるかどうかということですが、私どもは恐ら

く一足飛びにそちらの方のマーケットに行くのではなくて、企業金融のマーケッ

トから、企業ないし金融機関が新しい工夫をしながら出してくる手形とか債券、

こんなものを取り上げることの方が先端を切り開こうとする人々の努力をエンカ

レッジする要素があるのではないか、そういうことがございます。 

そのほかに、そういう道具立てだけではなくて、やはり民間金融機関、最近特

に大きな金融機関は大型の増資を民間で行いました。これは金融機関としては多

額のお金を集めてほっとしている部分と、本当は非常に大きな責任を感じている

部分と金融機関の心理状態は二枚重ねになっていると思います。ところが、実際

に金融機関にお金を出した企業その他の投資家からいきますと心は一つなんです

ね。これは金融機関が過去のロスのため、穴埋めのためにだけこのお金を使って

もらっては困ると、むしろ金融機関がこれできちんと収益をあげてくれなきゃ困

ると、そうでなきゃ本当の投資にならないと思っているわけでして、したがって、

これは金融機関の方も、二度とできない民間からの増資をやったからには、これ

でほっとしているという心の部分を少なくして、相当リスクをとって出ていって

投資家に応えなきゃいけない。 

したがいまして、日本銀行としてはある意味でいいチャンスでございますので、

金融機関の経営者とよく対話をしながら、彼らを導くというほど我々は先導師の

役目でもないんですけれども、よく対話を交わしながら、彼らの努力に対して我々

も知恵を出していきたいと、こんなようなこれは非常に地道な努力ですが、そう

いうことを考えています。 

（竹中議員） 伝達経路の話は４月７日に政策決定会合があると聞いておりますので、

可能でありましたら、そのときにぜひまた御報告をいただきたいと思います。奥

田会長。 

（奥田議員） 最近言われております時価会計の適用ということでございますが、実

業界の方から申し上げますと、この企業会計というのはもちろん投資家のために

行うものであって、日本の株式市場と企業に対する内外の投資家に信頼、こうい

うものを得るために国際的な整合性に留意しながら、有価証券の時価会計の導入

と、こういうものにも積極的に取り組んできたと、こういう経緯があります。現

在、実業界の話を聞いてみますと、この時価会計凍結の問題については、この評

価は実は半々でございまして50：50。かえってマーケットにマイナスの影響を与

えると、そういう理屈も出ております。ですから、この問題については慎重に検

討はしていただきたいということです。 

私個人の意見を申し上げれば、既に導入済みの時価会計制度を後退させるとい

うことは、日本企業への信頼を失うというような世界的な問題もありますので、

禍根を残すだろうと。だから、時価会計制度は維持すべきであると、そういうふ

うに思いますので、私の意見として、ポジティブな意見として申し上げます。実
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業界では半々ということです。 

（竹中議員） 牛尾会長どうぞ。 

（牛尾議員） ２つ申し上げます。１つは今の時価会計の問題ですが、1998年ぐらい

から国際会計基準に日本の企業会計をそろえていこうという努力を、経営努力か

なんか、それを言ってきたんですが、それが着実に政権に取り上げられて、時価

会計制度、そして平成18年からは固定資産の減損会計制度も適用することが決ま

っているということは、ある意味では内外の市場からは非常に高い評価を受けて

いる。ただ非常に不幸なことに、実行する時期と不良債権問題がたまたまぶつか

ってしまったわけですね。それで、まさか銀行の株があんなに下がると思わない

から、50％以上は強制的に、それ以上でも選択的に償却できるということで、こ

れが実行されて一番大きな税収減の理由になったんじゃないでしょうか。３月の

決算でも、大体２兆5,000億円ぐらいがそういうことで落ちているはずですから、

企業にとっては、逆にキャッシュ・フローが増えて、流出が少ないということで

大変プラスになるわけですけれども、企業の評価というのは、こういうことをす

る前の経常利益によって評価されていますから、大変高い経常利益を出して、し

かも、こういう時価会計で節税ができるという形は、企業にはプラスになってい

ることは事実ですが、ボーダーラインの企業にとっては、黒字になるか、赤字に

なるかというところで非常に神経質になる。 

党の方の意見では、長期保有株とか、生保を含めた金融機関等においては、何

らかの配慮をする必要があるじゃないかという声は非常によく理解できるんです

が、この段階で急に、既に実行しているものを延期するということは非常に違和

感がある。ただ、これから平成18年に控えている不動産を中心とした減損会計の

方を３年前の今延ばすかどうかということは、これは様子を見ながら、来年ぐら

い決めることが適切ではないかというふうに私は考えました。 

第２番目は、塩川大臣の御発言で大変心強かったんですが、社会保障の問題と

国と地方の問題、それからもう一つは歳出削減の問題、３つあると思うんですが、

これは今我々はちょうど準備期間でありますので、私などは四六時中、主計局次

長の方といろいろ議論していますが、割と意見が合っています。幸いなことに非

常に意見が近いものですから、これはかなり作業が進むだろうと思って期待をし

ています。これは今、大臣もお話になりましたように、４月の後半に２回やるこ

とになっておりますし、また更に個別の問題は各省大臣に来てもらって、去年８

月にやったものを４月に早くやって、既に来年度予算は動き始めていますから、

４月に各省大臣に来てもらって、「骨太の方針」に政策変更というものが入れら

れるように作業をしようというふうに、今、経済財政諮問会議の有識者議員の中

では議論をしているということを申し上げたいと思います。以上です。 

（塩川議員） 今の牛尾さんの企業会計の件で、実はこの前の日曜日、この問題で与

党の幹事長と政調会長と私と竹中さんも出て話をしたんです。非常に強硬な意見

が党内であるんです。要するにフローもストックも両方とも時価会計は待ったら

どうだという意見と、そうはいかんと、もう12年からフローの方をやっているん
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だから、選択制をやらせたらどうだと。そしてストックの方、不安については、

３年のやつはもし少し様子をみようと、そういう意見があるんです。そこで、早

急にこの意見を取りまとめて、今晩実は私また呼ばれていまして、この問題なん

ですよ。早急にここで結論を出してもらうように、ひとつお願いしたいと思って

おるんです。 

さっき奥田さんがおっしゃったようなことが経済界だろうと思うけど、党内の

意見は空気が違う。ということは、選択制をやらすということの意見が非常に強

いということで、それをどうするかということですね。これは早く決めなきゃい

かんと思うんです。党の方も、こちらの方と早く意見の合意をしたいと、こう言

ってきていますので。 

（牛尾議員） 経済団体でも選択制というのは一つの方法だなという意見はあるんで

すが、市場というのはじっと見ていますからね。選択をして落とさない、会計か

らこの会社は落とすことをやめたというだけで悪い噂が立つ。選択制というのは、

結局、踏み絵みたいで結局使えないんです。 

（塩川議員） 株価も一遍に変わってくるでしょうね。 

（牛尾議員） みな急に変わってくるんですよ。だから、選択制というのは理屈の上

では成り立つんだけれども、実用面ではかえって成り立たない話で、本当にやる

のだったら、長期保有のものは全部これからしないとか、そういうふうに決めな

い限り、選ばせたら、あれを選んだから悪い会社だということになるような話に

なってしまいますから。 

（塩川議員） 長期保有で範囲はどうかといったら全然答えはないんだよね。 

（牛尾議員） それは非常に難しい。今更難しいのであれば固定資産の減損会計制度

だけ延期するのだろう。 

（塩川議員） 固定資産はしばらくの間ということにして、フローのやつ、これは予

定どおりやっていくというところが結論かなと思ったりするんですけれどもね。 

（竹中議員） これは担当大臣としてはぜひ申し上げたいのでありますが、これは一

般に公正妥当と認められる会計慣行でなければいけないので、我々が決めるとい

う性格のものではないということだと思います。これはかつての企業会計審議会、

今は企業会計機構でありますけれども、機構の専門家できちんと議論していただ

く。その際に、今御意見があったような実務界の意見をしっかりと聞いていただ

くと。そういう形で決着をさせないとまずいのではないかと思っております。 

（奥田議員） 実業界と申しましても、結局、私が把握している範囲は、会社の強弱

なんですね。財務体質の強弱ですね。ですから、私が言うと、おまえは強者の論

理と言われると嫌だから、公正の形で言いたいんですが、やはり比較的財務体質

のいい会社は時価会計をやるべきだと、そうじゃない弱いところは凍結すべきだ

と、こういう２つ意見が実際実業界では出るということはしょうがない話だと思

っていますけれども。 

（塩川議員） 小泉発言で「王道を行け」ということだから、その「王道」をどうす

るかということが問題になってくる。 
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（小泉議長） どんな問題でも賛否両論なんですよ。決まったとおりやると。時価会

計は変えないと、ここで決めてください。党は党の意見。 

（竹中議員） はい。それではイラク等々の問題については、引き続き注視をすると

いうこと、構造改革と整合的な政策をやっていくということ、財政健全化に関連

する議論を急ぐということを確認した上で次のテーマにまいりたいと思います。 

○構造改革の成果と進捗状況について

（竹中議員） 次のテーマに関しましては、これまで改革を目に見える形で国民に示

していくということが必要だということを議論してきましたけれども、各省の協

力を得まして、これまでの改革の進捗状況について評価を行いましたので、これ

は今後の予算編成等々に大変重要なものであろうかと思いますので、その概要を

坂統括官から説明をさせます。時間の関係で手短にお願いします。 

（坂統括官） お手元にクリップで綴じた３部作になっている資料がございます。一

番上にあるものが「構造改革レビュー」という表題がついていまして、「経済構

造改革の成果と進捗状況」と。これは今、大臣から御説明があったような経緯で

つくったものでございますが、大変詳しいものですから、これをもうちょっとわ

かりやすくしようということで、２番目にある大きな資料がございます。これの

例えば２ページ目を開けていただきますと、左側の方の２ページ目の一番上、例

えば「経済社会における動き」といったここの部分、この左側の白抜きの部分は、

実は先ほどお示したこれと同じでございます。右側に、これはプロ用でわかりに

くいので、一番最初のところに、最低資本金特例のコラムといった説明を幾つか

付けた資料でございます。これもやや厚すぎるかということでございまして、３

番目の「ここまで進んだ小泉改革」というのがございます。これは実は今の２つ

から抜き出してきた資料でございまして、表紙にありますように11項目について

取り上げております。 

１ページ目を開けていただきますと、まず最初に出てきますのが構造改革特別

区域、いわゆる構造改革特区でございます。これは御承知のとおりでございます

が、右側に実現する特区の例ということで、例えば３番目の農村活性化特区とい

うところで、例えば「どぶろく」の製造免許の要件緩和といったような話、そう

いったことを御紹介をしてあります。 

それから２ページ目を見ていただきますと、待機児童ゼロ作戦、あるいは右側

ですと、派遣労働とか、そういった生活に関係あるようないろいろな取組みが書

いてございます。 

３ページ目は、循環型経済社会ということでございまして燃料電池の話。例え

ば左側の「先端的な環境対応」のところで燃料電池車というのがありますが、そ

の４つ下を見ていただきますと、産業廃棄物の最終処分量というのが近年急速に

減少しておりまして、これは片方で、そのすぐ上にあるリサイクル率が向上して

きたということと裏腹になっている、こういうようなこともございます。 

それから次のページは、都市再生のことでございまして、これは法律ができて
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おるわけでございますが、小泉内閣のところでできたわけですが、それの活用事

例がだんだん具体的になっておりまして、右側の写真にありますような、これは

大阪駅北地区のところの話でございますが、こういったこと、こういうのが具体

的に動き始めてきておるわけでございます。 

それから５ページでございますが、これは大学の関係の話、右側のグラフにあ

りますように、大学発ベンチャーというものの数がどんどんと増えております。

うち２社が既に株式公開をした。１社はアンジェスエムジーという大変有名な会

社でございますが、そういったものが出てきた。 

それから次のページでございますと、電子政府の話、ここも電子政府とはどん

なものかということを簡単に御紹介している。 

７ページは、港湾の関係のワンストップサービスの話とか、港湾関係の話をい

ろいろ書いてございます。 

それから８ページ、これは先ほどちょっと申し上げましたが、最低資本金制度

の、要するに1,000 万円じゃなくても設立から５年間はいいよと、こういうこと

でございますが、これについて右側に若干の実例を挙げまして御紹介をしている

ということでございます。 

それから９ページが「産業再生向けた取組み」。これは産業再生法でございま

すとか、経済産業省がやっておられます左側の下半分の方は事業再生等への支援

拡充、これは経産省がたくさん法律を出しておられるものでございます。 

それから10ページが行財政改革、特殊法人でございますとか、ＰＦＩとか、Ｐ

ＦＩは一昨年法律改正いたしまして、そういった効果もありまして、例えば、中

央合同庁舎７号館なんかもいよいよ具体化しつつございます。 

それから11ページでございますが、公共事業関係、例えばコスト縮減、あるい

は御承知の長期計画の見直しといったことが進んでいるというので、一般の方用

に御説明するような資料として作成させていただいたところでございます。 

（竹中議員） これに関しまして、構造改革の評価と課題について、民間議員からも

ペーパーを出しておるということですので、手短にお願い申し上げます。 

（本間議員） 実は午前中、政府広報の番組で「ここまで進んだ小泉改革」というの

を収録してまいりました。それで、今、坂統括官の方から話が出ました成果の部

分のところを申し上げてきました。成果として、構造改革はこの２年間非常に進

んだと、従来の行政の改革のスピードからすれば極めて早く進んだというように

思っておりますが、しかし積み残した問題もまだあるということで、４議員で「更

なる構造改革に向けて」ということでペーパーをまとめました。 

これまで「基本方針」で明らかにしてきたように、小泉内閣は、経済の活性化、

行財政改革を通じた小さな政府の実現、そして将来の安心の確保、こういう大目

的に合致するよう構造改革を推進してきたわけでありますけれども、従来の政策

体系がどちらかといいますと、供給側を通じた施策が中心でありまして、利用者、

国民の視点からの構造改革が必ずしも得意でなかったということがございますが、

構造改革はまさに利用者、国民の視点でどのように費用対便益の中で効率化して
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いくかということに尽きるわけであります。 

まず、先ほどの三本柱の中で、経済の活性化という点でいいますと、国民のニ

ーズというものが所得水準の向上でありますとか、価値観の多様化で非常に伸び

る分野があるわけですが、ここの部分が実は官製市場という形で閉じ込められて

いる。医療、福祉、教育等の分野で必ずしも具体的に規制改革が進んでいない。

これに対して総合規制改革会議、あるいは特区担当大臣等の御努力で進んできた

わけでありますが、これも今後更に加速化をしていく必要性があるんだろうと思

います。 

次に税制につきましても税を利用する側、タックスペイヤー、ヒト、モノ、カ

ネが動き回るグローバル化の中では、やはり国際的な整合性というものが非常に

重要でございます。この点で法人課税の有り様、あるいは金融取得課税の有り様

について、もう一段踏み込んだ対応というものが必要になってこようかと考えて

おります。 

それから人間力の問題でございます。経済社会が大きく変化するときに、我々

がエンプロイヤビリティ、雇用される能力というものが陳腐化をして、そのこと

に伴って、供給側の効率性に十分寄与できていないという部分がございます。こ

の点で雇用・教育分野の改革をどう進めていくか、あるいは非常に内向きになっ

ている大学の教育研究の有り様というものを、やはり柔軟に対応できる枠組みを

つくると同時に、厳しく評価をしていく必要性があると考えております。 

更に科学技術の問題でございます。これは我々、吉川議員を中心にしながら、

プライオリティづけというものを変えて、時代にふさわしいものにしていくべき

だということを申し上げております。総合科学技術会議におきましても御努力を

されて、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃというような形でランクづけをされておるわけです。し

かし、実際の予算編成では補正予算でＢランクのものに予算手当てがされたり、

十分な見直しができていないことも事実でございます。更には、この10年間世界

の知識社会化というのは進んでおりますので、我々も科学技術の分野に重点的に

予算を配分しておるわけでありますけれども、付加価値を新たに生み出す力が投

入した金額に対して、実は国際的にみると低いという厳然たる事実がございます。

これはトータル・ファクター・プロダクティビティが低いというような言い方が

されるわけであります。これは十分に「質」を精査する必要があります。使い方

については、現在では政府系の研究所の予算配分が非常に大きく、大学等に対す

る研究助成というものが少ないというような我が国独自の特徴もございます。こ

の辺のところを十分見極めながら重点化をしていくということが必要だろうと思

います。 

それから、先ほどから出ております金融システムの問題につきましては、これ

は金融再生プログラムを着実に実施、実現をしていただくと同時に、産業再生機

構等をきちんと活用していただく。なお、会計ルールにつきましては、その時々

の情勢によって余り振れない、信頼性というものが非常に重要だろうと考えてお

ります。 
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更に行財政改革につきましても、国と地方の関係、社会資本整備の有り様、予

算制度の問題、これは緒についたばかりでございます。国と地方の問題につきま

しては、先ほど塩川財務大臣の方からお話が出ましたとおり、６月には三位一体

の仕上げしていくということが必要でございますので、ぜひ積極的に諮問会議で

議論しなければならないと思いますし、社会資本整備に関しましても、これまで

いろいろ御議論がありますけれども、検討を更に深めていくということが必要で

あろうと思います。そして全体のシステムとしての予算制度の問題、これはやは

りできるものからやっていくというスタンスの中で、財務省と諮問会議が協力し

ながら、質的にレベルの高い予算編成、プロセスづくりをしていく必要性があろ

うかと思います。 

将来の安心に関しましては、これから厚生労働大臣がおこしになりますので、

そのときに触れさせていただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、この構造改革の成果のレビュー、これをきちんとし

て３年目の「基本方針2003」に結びつけていくということが、我々は非常に重要

であろうと考えております。４月に関係大臣におこしいただき、各論について、

今後の取組みの各論について議論を精査するためにぜひこの場を活用させていた

だきたいというぐあいに思います。 

更に「基本方針2003」では、小泉構造改革の全体像をいま一度国民にきちんと

公約として示し、そのことを通じて理解を求めていくということが非常に重要だ

ろうと思いますし、そのサイクルの中で成果主義の構造改革というものをより一

段加速化をしていく必要性があろうかということで民間議員の議論をまとめたわ

けであります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。今の幾つかの御提案等々もございましたが、

どうぞ御議論いただきたいと思います。片山大臣。 

（片山議員） ２ページ目の行財政改革の中で、地方分権の最後に、「補助金の整理、

交付税の改革、税源移譲、地方債改革」とあります。「地方債改革」が突然出て

きたのはどういう理由なのでしょうか。「三位一体改革」というのは、税源移譲

と交付税と国庫補助負担金ですからね。 

（本間議員） 資金の流れの見直しというものを私の方から以前、諮問会議で提案さ

せていただいた。その一環として、やはり地方債の管理もきちんとしていく必要

性があろうかと思います。これはマーケットが非常に今微妙な時期にきておりま

すので、今のやり様でいいかどうかも含めて、あるいは政府保証等の問題も含め

て、この全体を国と地方の関係を議論する際に検討すると、こういう趣旨でござ

います。 

（片山議員） それなら地方債の改革だけでなく、国の財政投融資、特に「投」じゃ

なくて、「融資」の方ですね。これも併せないと全体の資金の流れというのはお

かしいです。財投の方がずっと大きい訳ですから、それを書いていただかないと。

三位一体改革とつながるような地方債の改革はありませんので、資金の流れを別
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に立てていただきたいと。 

（本間議員） 財投の問題について、ここでは書いておりませんけれども、それは当

然の問題として、我々は認識しております。 

（片山議員） 別項目でやられるべきではないでしょうかね。それが１つ。それから

社会資本整備で「国等の契約における中小企業への契約目標比率の見直し」、こ

れは確かにそういう議論はありますが、これはむしろ中小企業優位にやれという

のが今の国の方針です。その方針を直さないといけません。それから国等の中に

仮に地方が含まれるなら、地域の活性化だとか、地方における中堅建設業の育成

だとか、雇用の創出だとかの問題がある。そういうことで簡単ではない。見直し

は結構ですけれども、国の方針を直さなければいけません。 

（厚生労働大臣 入室） 

（本間議員） 社会資本の効率化の問題と雇用等の問題、地域の活性化の問題等が、

トレードオフの関係にあるということは十分認識しております。この両立をどの

ように求めていくかという問題意識で、ここで書かせていただいたと。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、今回既に多くの分野で改革の成果が実りつつある状況が確認された。

これは国民にわかりやすいような形で国民に公表していきたいというのが１点。

一方で成果や進捗に問題がある取組みもある。この点については、今後改革に向

けた更なる取組みを強化するために、今御提案がありましたように、４月も諮問

会議に各関係大臣をお招きまして、こうした課題も含め、特に歳出改革を中心に

議論を行うということかと思います。また、こうした議論を通じて予算の重点化

等についてコンセンサスを早期に形成し、「骨太の方針第３弾」につなげていく

ということかと思います。 

今回取りまとめた資料のベースになった各省の取組みの個票でありますけれど

も、これはホームページ上での公表扱いとさせていただければというふうに思っ

ております。 

○医療制度改革等について

（竹中議員） それでは、坂口大臣においでをいただきました。医療制度改革等の議

論に移りたいと思います。医療制度改革法につきましては、今年度中に保険者の

統合・再編を含む医療保険制度の体系、高齢者医療制度、診療報酬体系について、

「基本方針」を取りまとめることになっております。また、年金資金の運用につ

いても、来年度のポートフォリオを決定する時期となっているということでござ

いますので、坂口大臣からこうした点について御説明をいただいて議論をしたい

と思います。大臣よろしくお願いいたします。 

（坂口臨時議員） お邪魔させていただきました。私は医療保険制度から入らせてい

ただきたいというふうに思います。年金資金とその下に医療保険制度がございま

して、医療保険制度の方から入らせていただきたいというふうに思っております。

医療保険制度につきましては、統合・一元化の問題と高齢者医療保険のあり方、
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それに診療報酬体系の見直し、主にこの三本立てで進めているところでございま

す。年金の下に入っておりますので、年金と同じように入っておりますが、それ

で各種団体ともお話し合いを進めながら、与党内の調整をずっとやりながら今日

まできたわけでございますが、何にいたしましても、三十数年間まとまらなかっ

た話でございますので、それをまとめようということでございますから、なかな

かうまくいかないのも無理からぬことではないかというふうに自分に言い聞かせ

ながらやっているわけでございます。しかし大詰めを迎えてさせていただいてお

ります。初めは医療機関等々の問題があるのではないかというふうに思っており

ましたけれども、それよりも地方自治体との問題が非常に難しゅうございまして、

総務大臣にもいろいろと御迷惑をおかけしたところでございます。現在のところ、

まとまりつつございます。今日は与党の各委員会等も通していただいたところで

ございます。しかし、いろいろの注文もついておりまして、言葉遣いその他、ガ

ラス細工のようになっておりますこともひとつ御理解をいただきたいと存じます。

それで、大枠のことだけ申し上げさせていただきたいと思います。この１ペー

ジは基本的な考え方でございます。 

２ページに移らせていただきますが、２ページは、保険者の再編・統合の基本

的な考え方でございます。市町村国保につきましては、都道府県と市町村が連携

をして再編・統合を計画的に進める。広域連合等の活用によりまして、都道府県

において安定した保険運営を目指す。こういう書き方になっております。それか

ら政管健保の方は、都道府県を単位とした財政運営の導入を行うということにい

たしております。それから健保組合につきましては、大きい小さいもございます

ので一律にはまいりませんが、規制緩和等を通じた小規模、財政が非常に窮迫し

ました組合の再編・統合を行いたいというふうに思っております。都道府県を単

位とした地域型の健保組合の設立等も考えられるというふうに思っているところ

でございます。こういう形で進めている。 

それから、３枚目でございますが、いわゆる高齢者医療制度の基本的な考え方

でございます。これは75歳以上の後期高齢者医療と、65歳以上75未満の前期高齢

者と双方を考えていかざるを得ないというのが現実でございます。後期高齢者の

方が一人当たりの医療費は非常に高いわけでございますが、人口がかなり減って

まいりますので、医療費×人口ではそれほど大きくなりません。前期高齢者のと

ころの方が一人当たりの医療費はやや低いですけれども、人口的にはここが非常

に多いものですから、ここが最も大きな医療費を食うという形になっております。

前期高齢者医療につきましては、国保は国保の間で、それから被用者保険は被

用者保険の間で年齢リスク調整を行うことにいたしております。国保の上のくち

ばしのように飛び出しましたところが退職者医療のところでございまして、この

分は被用者保険の方で見てもらうというふうにしている。ですから、ここのとこ

ろ、下からずっと真っ直ぐにつきあげまして、三角形の三角定規みたいなものが

できますが、そこは被用者保険の方でお願いをするという形にいたしております。

したがいまして、国保は国保の間で、被用者保険は被用者保険の間で年齢リスク
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調整を行うことにいたしております。本当は財政調整も行いたいわけでございま

すが、そこまで話は今のところ進んでおりません。 

それから、後期高齢者医療の方は、これは昨年の改正によりまして、５割は公

費、残りを加入者の保険料自己負担と、それに国保、それから被用者保険からの

支援によって賄うという形にいたしております。 

残された問題として、今後引き続き詰めなければならない点といたしましては、

前期・後期の患者負担のあり方、これをもう少し詰めなきゃいけない。前期高齢

者の公費負担のあり方。ここは下からの保険料だけでやっていくのか、公費も若

干ここに絡むのかという、いろいろ御意見がございまして少し問題を残しており

ますが、一応厚生労働省の案は、ここは若い人たちの保険料で賄うという形にな

っております。 

それからもう一つは、前期・後期高齢者の保険料徴収のあり方、これらの点に

ついて検討を続けるということにいたしているところでございます。難しい点は、

後期高齢者の保険者をどうするか。後期高齢者をここでつくりますが、この保険

者をどういうふうに位置づけるか。厚生労働省の案は、これは国保の範疇で見て

いただきたいというふうに思っておりますけれども、そこまでなかなか言えない

状況でございまして、そういう腹におさめながらいるということでございます。 

それから、後期高齢者は地域保険の中に位置づけるということができるかどう

か。これもございます。先ほど申しましたのは、いわゆる市町村の合体によりま

すところの公の法人みたいなものをつくりまして、そこに市町村だけ入るのか、

そこへ都道府県も入っていただくのかということでございます。そこがいま一つ

明確にできませんでした。しかし、何とか両方入っていただいてやっていきたい

というふうに思っておりますが、現在のところ、そういう状況でございまして、

今後もう少しこの点は明確にしていかなければならないというふうに思っている

ところでございます。医療の方はこういう形で今進行いたしております。 

その次のページは、診療報酬体系の基本的な考え方でございますが、この４月

から大学病院につきましては、包括医療を導入させていただきまして、そしてい

ろいろと検討をしていだたく。今までいろいろお願いをしてまいりまして、各大

学とも何度か折衝をさせていただきました。包括医療と言いましても、その中に

出来高払いと包括払いがかなりミックスされておりますが、どういうふうな形に

するかということにつきましては、それぞれの大学の過去のデータを採用させて

いただきまして、そこから大きく隔たりのないような形で進めさせていただきた

いというふうに思っているところでございます。それから、いわゆるホスピタル

フィー、ドクターフィーの考え方も取り入れさせていただいて、そこの基本を明

確にしたいというふうに思っておりますし、医療技術の適正な評価の中には、病

気の難易度でありますとか、時間、技術力というものを重視していきたい。そし

て病気が重症化してからやるというのではなくて、重症化しない前に診療がきち

んと行われるように、そこに重視をしていきたい、そんなことを基本にいたしま

した診療報酬体系の基本的考え方を今取りまとめているところでございます。 

18




平成 15 年第 6回 議事録 

具体的な問題はその下にまたございますけれども、時間の都合がございますか

ら、医療につきましては、それぐらいにさせていただきたいと思います。 

年金の方も一緒に続けてやらせていただいてよろしゅうございますか。 

（竹中議員） よろしくお願いします。 

（坂口臨時議員） それからもう一方の方は年金の運用でございます。これは年金積

立金の運用の問題でございますが、現在の仕組み、以前の仕組みが書いてござい

ますが、平成12年度までは旧資金運用部の方に年金積立金全額を預託いたしてお

りまして、それを旧年金福祉事業団が借入れして、民間運用機関に委託をすると、

こういう形をとらせていただいてまいりました。しかし、現在は厚生労働大臣が

年金資金運用基金に直接寄託をし、そうしてこの運用基金が民間運用機関に委託

をすると、こういう形に今変わりつつございます。 

次の２ページ目でございますが、厚生労働大臣が運用の基本方針を決定して、

運用基金に寄託を行い、指導監督することになっております。ですから、運用の

基本方針までこの厚生労働大臣の手元で決めると、こういうことになっているわ

けでございます。ここのところ、例えばカナダでございますとか、スイス、スウ

ェーデンといったほかの国を見ますと、この基本的な資産構成割合のところは、

運用のための別人格をつくりまして、そこが決定をするということになっており、

日本の場合とそこが違います。 

３番目でございます。３ページ目は、これまでの運用実績でございます。これ

をごらんいただきますと、昭和61年度から平成12年度までは旧方式でございます。

13年度から新方式に変わりつつある、移行しつつある、こういうことでございま

す。この青い折れ線グラフは、いわゆる利益を得ましたものから、旧資金運用部

から借りております資金に対して利払いをした残りの分でございます。これを野

党からいつも責められるわけでございますが、これで15年あります中で５勝10敗

になっていると。常にマイナスになっているではないか。確かに利息控除後の市

場運用で見ますと、この15年間で累積の利差損が１兆7,000 億円あるわけでござ

います。それに加えまして、13年度におきましては、１兆3,000 億円のマイナス

が出ました。14年度は上半期だけで２兆100 億円のマイナスが出ております。し

たがいまして、約５兆円の損益が現在のところ年金運用基金の運用では出ている

というのが現状でございます。 

この状況の中で、さてこれからどうしていくかという問題でございます。今年

いっぱいをかけまして、年金制度の改正を行いまして、そして来年から新しい年

金制度をどうするかということをやらなければならないわけでございますが、負

担増もお願いをしなければならない時点のときに、これだけ株式を含む市場運用

でマイナスがだんだんと膨らんでくる。現在の経済状況というものをみなわかり

つつも、しかし、こういうことで果たしていいかと、もう少し何かいい方法はな

いかと、こういう意見が多く出てきているのも事実でございます。国会におきま

しては、常にこの点で厳しい指摘を受けつつあるというのが現状でございます。 

その次、５ページ目を見ていただきますと、これは現在のポートフォリオ、そ
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れから移行ポートフォリオの関係でございますが、現在、財政投融資資金から年

金特別会計の方に順次積立金が償還されており、全額償還される平成20年度末に

基本ポートフォリオを達成することとしていますが、この方向に向けて、国内株

式でございますと、今年は５％でございますが、来年あたりは６％にする、最終

的には12％にする、こういう形になっているわけでございます。 

しかし、果たしてこれでいいかどうかという問題でございます。１つは、今の

ままの受皿でいいのか。受皿といいますか、運用母体を今のままでいいのか、も

う少し運用母体について考えた方がいいのではないかという問題が１つございま

すのと、それから運用方法はこれでいいのかという問題もあろうかと。しかし、

運用方法の方は、新しく受皿ができましたら、その受け皿次第ですから、余り先

のことを言うのはおこがましいというふうに思いますが、どういう形で運用母体

をつくりあげていくかということの方が今私は重要ではないかというふうに思っ

ております。 

ここら私の個人的な意見でございますが、現在の形のように、厚生労働省がす

べて運用方針を決定するという形よりも、もう少し距離を置いた形で別法人をつ

くっていただくか、国全体で責任をもって運用をしていただくか、何か別の形の

方がいいのではないかというふうに今思っている次第でございます。それが決ま

りましたら、そちらの方に早く移行したい。それまでの繋ぎといたしましては、

今までのを急に変えるわけにいきませんから、繋ぎとしてそこまでは厚生労働省

で運用しているという状況でいかざるを得ないと、こういう状況ではないかとい

うふうに思っている次第でございます。 

少しはしょりまして、急ぎましたので、おわかりにくいと思いますけれども、

そういうことで今日はお邪魔をさせていただきました。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。民間議員からもペーパーが出ており

ますので、御説明をお願いいたします。 

（奥田議員） それでは、私から１枚紙の「医療制度改革の進め方について」という

紙が出ております。これについてごく簡単に御説明申し上げます。 

資料の１、２でございますが、医療制度は、国民生活、経済に密接に関する問

題でありまして、その制度改革においては、多くの国民が納得する決定プロセス

が不可欠であると思います。医療サービスの効率化と質の向上、それから保険者

機能の強化策、更には国民負担のあり方について、従来ともすれば、どこで決ま

っておったかわからないということについては諮問会議を含めてオープンな場で

議論するとともに、その抜本改革をなるべく早期に実施に移さなければならない

と、こういうふうに思います。 

それから、３でございますが、医療保険制度をどのように改革しても、公的な

医療費総額の伸びを抑制しなければ持続可能な制度にはなり得ないと思います。

それで基本方針にはその道筋が十分には示されていないと思いますので、「医療

サービス効率化プログラム」の着実な実施はもちろんのことでありますが、公的

保険の守備範囲の見直しということについても、また混合診療の解禁を含めて検
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討すべきである。こういう問題点があると思います。 

それから４の社会保障パッケージでございますが、諮問会議では、年金・介護

等も含めた社会保障制度全体について経済への影響も含めてパッケージで見直し

を検討するということになっていると思います。今後の医療制度改革に当たって

は、全体の改革との整合性を持った検討がなされなくてはならないと、こういう

ふうに思っております。 

一、二付け加えますと、１つは、新しい高齢者医療制度への現役世代及び企業

からの拠出ということ、それから２番に前期高齢者における保険者間の財政調整、

こういうことについては特に問題が出ると思いますので、今後十分検討をお願い

したいし、我々も検討してまいりたいと、そういうふうに思っております。以上

です。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御議論いただきたいと思います。 

（西川経済産業副大臣） 平沼議員に代わって発言をさせていただきます。２点簡単

に申し上げます。 

医療制度改革の大前提につきましては、効率的で質の高い医療を提供するメカ

ニズムを確立することは当然のことなのでございますけれども、「基本方針」に

おきましては、その道筋が御努力にもかかわらず決して十分に示されているとは

思えないというふうに考えておりまして、大変生意気な言い方で恐縮であります

が、医療保険制度体系の見直しと併せて、医療の効率化を確実に実施していくこ

との必要性を訴えたいと思います。 

それから、高齢者医療制度につきましてもう１点申し上げさせていただきます

が、医療費の適正化を図る観点から、経済産業省が主張してまいりました制度運

営の責任の明確化という方針が「基本方針」において示していただいたという点

は評価をさせていただきたいと思いますが、企業でございますとか、国、高齢者

や現役世代の各負担がどういうものになるのか。現段階では明確ではなく今後の

議論が必要ではないかと思っております。制度の具体化に当たりましては、産業

活動や経済活力に与える影響について十分に考慮を払っていただき、社会保障制

度全体の見直しの中で検討を行うことが必要ではないかと考えております。 

また最後に、奥田議員からも御発言がありましたが、具体的な制度設計の検討

や議論に当たりましては、オープンな場で透明・公正な意思決定プロセスを国民

に示すべきではないかと考えております。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。片山大臣。 

（片山議員） 関係者で大体まとまりかけてきていると聞いておりまして大変よろし

ゅうございます。市町村国保は市町村の広域連合、それに府県も入ってもらうべ

きだと思います。ただ府県をどういう形で入れるか、どういう役割を担うのかと

いうことです。それからもう一つは財政です。その辺は全国知事会等関係者と協

議して納得してもらう必要があると思いますが、基本的には市町村中心の広域連

合に、府県も参加することが良いのではないのかなと思っております。 

それから前期高齢者、後期高齢者では、前期高齢者はこういうことで仕方ない
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という気がいたしますし、後期高齢者についても、厚生労働大臣のお話の国保の

中に入れざるを得ないのかなと思いますが、これも関係者の合意が要ります。そ

れはぜひお願いいたしたいですし、我々も協力できるところはしたいと思います。

それからもう一つ、これは全く私個人の意見ですが、国保だけではなくて、介

護も広域連合にしたらどうですか。医療と介護というのはかなり似ています。境

がかなり曖昧なところもあるし、相互乗り入れのところもあるし、これは戦線を

拡大するようでかえって話がまとまらないのかもしれませんけれども、思い切っ

てこの際医療の抜本的改革をやるのなら、介護も広域連合方式で行い、これにも

府県に役割を担わせる。この辺は医療そのものではありませんが、検討課題では

ないかと私は個人的には思っています。 

（小泉議長） 介護は５年後に見直しだろうな。 

（坂口臨時議員） 今３年でございます。 

（小泉議長） もうじきくるからな。 

（坂口臨時議員） ２年後にはやらなくてはいけません。 

（竹中議員） 塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 大体言われたことに尽きるんですけど、抜けておるところで医療供給

体制というのを、地域医療ですね、要するに診療所ですね。この診療所の活用と

大病院というか、中病院というか、いわゆる施設、大型病院ですね。この間の使

い方をうまくやらないと非常に無駄が多いという感じがするんですが、ここなん

かは今度の制度に診療報酬の中で、この点はある程度加味したものを入れてもら

えんだろうかと思うんです。 

それから、最初に奥田さんがおっしゃった診療報酬体系の問題ですね。これは

絶対見直してもらわないともたないですよ。これは2010年では８兆円の公費を注

ぎ込まなければもたないんですね。これはとてもじゃないけど８兆円は持ちこた

えられないと思うんです。そうすると診療報酬を全般的に見直してもらわなけれ

ばいかんということ。これをどういうぐあいに考えておられるかということ、こ

れをお聞きしたい。 

それから保険者の方なんですが、これは片山さんの言っているように府県を絡

めないとなかなかできないですね。要するにレセプトの検査すらでたらめですか

らね。ここをきちっとやれば、「Plan・Do・See」の「See」なんでしょうね。こ

れをきちっとやったら診療報酬はものすごく違ってきます。こういうことをやろ

うとすると、やはり府県単位の保険に統合していくということ、これをぜひ考え

てもらわなきゃいけないんじゃないかと思っております。 

それから、これは将来の長いことでしょうから、保険は国保に健保に共済とか

いろんな種類がありますね。これはいずれは統一してもらうということをしなけ

ればいけないんじゃないかと。でないと非常に不公平が起こってきていると思う

んです。国費の出し方が、国保にはドンと出しておって、政管健保は出していま

すけど、一般組合健保は出していないとか、こういうことがある。これを考えて

もらわないといかんと思うんです。そういうようなことで非常に難しい。しかし、
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国民がもっと関心を持って議論してくれる場をつくってもらった方がいいと思う

んです。国民の意見というのは割ときついことを皆言っていますよ。それで割と

正確なもっともだと思う意見が随分出ていますので、国民の意見というものを少

しずつ取り上げていただくような、役所だけの頭ではとても改革できないと思い

ます。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） ２つあります。１つは医療の問題で奥田議員もおっしゃったとおりで

すが、今、塩川大臣がおっしゃられたように、国民は規制撤廃等の議論が出て自

由診療として、非常に幅広い医療の多様性ということを希望するようになってか

ら医療の関心が非常に高まっているわけです。非常に高まっておりますから、繰

り返すようですが、どうも医療の議論というものは、医師会とか、専門家だけの

間でぼそぼそと議論されるところがあって、オープンな議論になっていないので、

これはぜひ、物事を決める場合にはオープンにすることの方が、かえって、こう

いう複雑な問題は決まりやすいというふうに思います。 

それから年金積立資金、大変に御苦労なさって、大臣は何となく疲れていらっ

しゃるようでありますけれども、これは年金改革全体の議論の中で、こんなに年

金積立金が必要なのかということまで一回議論する必要があると思うんです。何

となく積立金がたくさんある方が安心だと。その上ですごい運用で儲かっていれ

ば、それに越したことはないけれども、積み立てて損をしていたらしょうがない

ので、やはり適正な積立金というのはどの辺に求めるかということは年金改革全

体の非常に重要なテーマになると思うので、これはそれを込めて考える必要があ

るのではないかということを申し上げたいと思います。以上です。 

（竹中議員） 本間先生。 

（本間議員） 皆さんおっしゃっていることとも関係するんですけれども、１つは、

この医療制度改革の問題が聖域化されて、国民あるいは有識者がここにコミット

する場がないということ。これが問題を水面下でどさくさ紛れに決めているとい

う印象を与えることにつながっているのではないか。社会保障審議会の中におき

ましても、企画・立案の分野で医療を議論するものがございません。中医協では

診療報酬を議論しているが、有識者の方々が非常に少なくて、利害調整的な形で

機能しているということも事実であります。ここはぜひ、今御議論が出ましたと

おり、国民のわかりやすい形での政策決定、制度改革論議をしていただきたいと

いうのが第１点であります。 

それから第２点は、牛尾議員の今のお話とも関係するわけでありますけれども、

先ほど坂口大臣の方から運用について厚生労働省を離れて運用する機関を設立す

るか、あるいは政府全体での運用というお話がございました。私は資金運用審議

会の関係者でございまして、御承知のとおり財投改革の中で、年金資金について

は分離するという方向で議論がされ、その仕分けというものが財務省との関係の

中で成立したというのが過去の経緯でございます。坂口大臣は、新たな制度的な

枠組みをお考えになられるのか。もう一度具体的な議論を詰めていかなければな
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らないのではないか。その辺はぜひ今後の検討課題として、諮問会議でも議論を

していただきたいと思っています。 

（竹中議員） ありがとうございます。時間がきてしまいましたんですが、坂口大臣、

特にございますでしょうか。 

（坂口臨時議員） 今、いろいろなお話が出ましたが、塩川大臣から出ました保険の

統合の話でございますが、これは税制に絡んでおりまして、捕捉率がこれで公平

になるということになりますと、地域保険と職域保険等を一元化していくことが

できる。最大のネックはそこにあるわけでございまして、そうした面でひとつ税

制の問題と絡めて御議論をいただきたいというふうに思うわけでございます。 

それから、できるだけオープンな議論を我々もしなければならないというふう

に思っておりました。限られた時間なものでございますから、市町村であります

とか、関係団体のところはかなり幅広く、私自身もそこに出ましてディスカッシ

ョンをさせていただいたつもりでございますが、いわゆる国民的な広がりにする

ところまで実は至っておりません。非常に専門的な話でもございまして、なかな

かわかりにくいということもあるというふうに思いますが、ひとつこういうこと

で進んでまいりましたので、ここは御理解をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

最後に、本間先生から言っていただきました年金の運用の方法でございますが、

これは今日ここで結論を出していただくという問題ではなく、これは引き続いて

お願いを申し上げたいというふうに思っております。ぜひ、ここは考えていただ

きたいというふうに思っています。これは、厚生労働省が何か自分たちの都合の

いいように運用しているのではないかという、そういう疑いの目、そういう目で

マスコミからも、あるいはまた国会におきましても見られがちになっている。そ

うしたことを踏まえますと、やはり新しい年金制度を来年つくるに当たりまして

は、運用のところも新しくスタートをさせなければいけないというふうに思って

おります。できれば、運用の方は来年と言わずに今年中にでも何とか形をつけて

いただいて、そちらにできるだけ早く移行をしていくようにしてもらいたいとい

うふうに思っているわけでございます。ここは先ほどの積立額の問題にも絡んで

まいりますが、儲けることが必要なのか、それとも損をしないようにすることが

先決なのかという話もあるわけでありまして、その辺のところも御議論をいただ

ければ幸いでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（小泉議長） 国会でもそうだよな。儲けようとして株をやるから損するんだと。安

全にしろというと、絶対に儲けないんだ。株をやるなということだろう。これか

らどうなるんだと、株をやめた場合のマイナス効果もある。儲けないでいいと、

損しなきゃいいというのと給付の問題がある。これは実に難しいよな。国会で聞

いているけど、どっちとったって一長一短だから。 

（牛尾議員） そうなんです。世界の先進国は何らかの危機感を持って運用すること

によって物事を行っている公共機関や第三機関がいっぱいあるわけですから、そ
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この前例を調べれば、やり方というのはあるわけです。全部そうやってやってい

るわけですから。 

日本は評価する機関がないんですね。海外は評価機関を使うからうまくいんで

すが、日本はどこの運用機関や、どこの信託銀行や、どこの投資家がいいかをラ

ンキングすることに慣れていない国だからだめなんです。これは金融庁かどこの

問題か知りませんが、民間の評価機関をつくらなきゃね。 

（坂口臨時議員） 早めにここでひとつもう一度時間をおとりいただきまして、御議

論をいただければありがたいというふうに思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。医療制度関連の基本方針については、これは

今週中に政府として決めなきゃいけないものでございますので、今日の議論も踏

まえて、最終的な取りまとめを坂口大臣によろしくお願いいたします。 

来年度の年金資金運用のポートフォリオにつきましても、本日の議論を参考に

されて、当面の対処方針は坂口大臣の方にお願いしたいと思います。ただし、年

金積立金の中長期的なあり方については、年金制度改革の議論の中で、これは我々

も主体的にやっていかなければいけないということであろうかと思います。特に

今日は運用母体はどうあるべきかというようなこととか、有識者のコミットの場

も含めてオープンな場が必要じゃないかという、かなり抜本的な問いかけがござ

いましたので、これは４月にも引き続きぜひ議論をしていきたいというふうに思

っております。 

今日はお手元に島田内閣府特命顧問が部会長の対日投資会議専門部会の報告書

が取りまとめられておりまして、これは５年後に日本への投資残高を倍増すると

いう目標に向けて、27日の対日投資会議に提出されますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

次回は先ほどから議論になっています年金の制度をはじめとする社会保障制度

改革、それと国と地方について、いよいよ本格的な議論を始めることになってお

ります。総理何かありましたら。 

（小泉議長） 今日は福井総裁が出席しての初めての会合ですが、議論を伺っていま

すように、構造改革は着実に進展していると思います。しかし、まだまだやるべ

きことはたくさんありますので、今後、イラク情勢の展開を十分に注視しつつ、

金融面においては万全の体制をとっていく。更にいろんな事態が生じてくる場合、

必要な対応は大事ですが、構造改革との方針、この整合性をとっていくというこ

とも大事だと思っております。これから、どういう事態におきましても、大胆か

つ柔軟に対応するということでありますが、「改革なくして成長なし」、この路

線は変えませんから、これを堅持して今までの議論を実施に移していくよう努力

していきたいと思います。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。次回もまた引き続きよろしくお願い申し上

げます。 

（以 上） 
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