
 
 

平成 15 年第６回経済財政諮問会議議事要旨 

 

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

（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 
○ 株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） 

 

○ 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) 

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

 1



 
（概要） 

（竹中議員） 本日から福井総裁を諮問会議議員としてお迎えしている。福井総裁よろし 

くお願い申し上げます。 

   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、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

ただき、意見交換をさせていただく。最初に平沼大臣から提出資料に基づき御説明を

お願いする。 

（平沼議員） 資料「イラク情勢が経済に与える影響について」を御参照いただきたい。

今般のイラク情勢が日本経済に与える影響については、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市況や消費・投資等への影

響が考えられる。第三には、ややタイムラグのある話だが、米国を始め世界の経済の

減速に伴う輸出減少が考えられる。ポイントとして、武力行使が短期で終結する場合

には影響は小さいと考えられるが、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。石油情勢については、原油価格は高水準で、武力行使が始ま

る前は一時は１バレル 37 ドル台まで上昇していたが、始まって以降、20 ドル台に落

ちてきている。12 月物といった先物も更に安くなっているのが現状だ。世界の石油の

需給は、ベネズエラで情勢が回復し、アメリカ、特に北半球で春に向けて需要が減少

しており、安定基調にある。産油国の対応について、この 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のアティア議長に電話したところ、両方とも「余

力があり、絶対に安心してほしい。」という力強いメッセージを頂いた。また、20 日

にＯＰＥＣの議長、事務局長、サウジの石油大臣が同様な発言をしている。消費国に

おける国際協調対応だが、ＩＥＡを中心に市場動向を注視しており、必要があれば、

国際協調で石油備蓄を活用したい。ＩＥＡでは、備蓄が日本を含めて 114 日分ある。

非常に事態が切迫すれば備蓄を放出することも考えられるが、今の段階では全くその

心配はない。国内の石油需給については、我が国の備蓄は 1973 年オイルショック以降

しっかりと備えており 171 日分ある。原油を満載した 71 隻の巨大タンカーが日本に

向かっており、これだけでも 24 日分になる。航行も非常に安定しており、航路が妨害

される状況にもない。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、化学、鉄鋼、窯業、土石、紙・パルプといった産業は石油を消費している割合

が比較的高いが、現時点では企業収益に大きな影響が出る状況には至っていない。 

   マインドの悪化に伴う株式市場や消費への影響について、昨今、企業収益が製造業

を中心に改善傾向にあり設備投資も持ち直しの動きにあるが、最近の株価の低迷等の

動きが激しい状況や金融市場の不安定性が、民需主導の経済改革に水を差す可能性が

あると懸念している。 

   米国経済をはじめとする世界経済への影響については、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おり今後の状況次第だが、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がある。現下の経済情勢の下

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いる。金融関係当局としても、適切な対応をとられる

ことを期待している。特に日本銀行におかれて、福井総裁を始め、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する。引き続き実効ある金融

政策に向けて全力を尽くしていただきたい。 

（竹中議員） 続いて、福井総裁から本日の決定を含め御説明願いたい。 

（福井議員） 経済財政諮問会議の議員を本日拝命した。大変責任が重いと痛感している。
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会議に十分貢献できるよう努力をさせていただきたい。 

   今日、臨時の政策委員会を朝から開催し、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すべく、幾つかの決定

をさせていただいた。我々は、日本経済は基盤が引き続き脆弱だという認識に立って

いる。「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。そうした状況のもと、現在まではデフレスパイラルを引き起こ

さずぎりぎりの均衡を保っているが、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いうのが基本的な認識だ。 

   この基本的な認識に立ち、本日の政策委員会で打ち出した措置は幾つかあり、まず

基本的な措置として市場に対する流動性の供給を常に続けるべく、４月以降も地政学

的不安定性が続く限り、政策委員会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。また、日本銀行が積極的に流動性を供給する裏打ちとして、個々

の金融機関が資金繰りに必要な流動性は、日本銀行にリクエストをすれば、自動的に

0.1 ％という公定歩合で貸出しをするメカニズムを持っている。このメカニズムを余

り多用させないという意味で、普通は１か月につき５営業日に限って利用できるとい

う制限がついているが、当面、地政学的不安定性が続く間はこの制限を取り払い、

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で、流

動性の供給については万全の備えをした。 

   もう一つは、先ほども申し上げたとおり、資産価格の下落が弱い日本経済の基盤を

揺さぶりかねず、株価変動リスクは金融機関の経営と不可分な状況だ。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。日本銀行は金融機関の持っている株式の買取り措置を、昨年の秋以降、２兆円

の枠内で行ってきているが、更に１兆円積み増し、今後３兆円の枠内で行っていくと

いう措置を決定した。３兆円とした意味合いについては、金融機関は自己資本の Tier1

部分相当額を上回る保有株式を早急に解消するよう要請を受けており、その解消を急

いでいるが、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、日本銀行が相当程度これを吸収しようということだ。政府の銀行等保有株式取

得機構が今後どれほど改善されるかという問題が残るが、それにはある程度時間がか

かるという想定のもと、ショックが及んで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

吸収できるという措置をとった。 

   それから、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、９人のうち総裁、副総裁の３人のメンバーが交代した新し

い政策委員会の構成メンバーで今後の政策運営の枠組みの議論を開始した。大事な点

は、今、日本銀行が流動性を供給しても、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したこと。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うことを強く認識したこと。従って、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、中小企業金融

を最優先に、中小企業関係の手形を何か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。こういうことを

決めた。 

（竹中議員） 私からは、金融担当大臣資料に基づき説明する。その２ページ目に株価の

動向があり、総じて世界の市場は安定的な動きになっていると認識しているが、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
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れるという状況が出現した。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て今日は若干の低下になっている。

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。因みに、先ほどヨーロッ

パのマーケットが開いたが、ヨーロッパでは 0.5 ％から 0.8 ％のわずかな低下で始

まっていると聞いている。総じて市場は「短期終結」で楽観的だが、悲観的になる必

要はないにしても、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。 

   では、当面の経済財政及び金融面での運営に関して、有識者議員資料の御説明をお

願いする。 

（吉川議員） 資料「当面の経済財政及び金融面での運営について」を説明する。 

   日本経済は昨年来プラス成長を続けており、昨年の第４四半期のＧＤＰ統計を見て

も、平成 14 年度は政府見通し 0.9 ％を間違いなく達成するだろう。設備投資の持ち

直し、企業収益の改善も見られるが、現下の国際情勢を背景に、株価の低迷といった

先行き不透明感が高まっている。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。 

   そこで、資料には３つの点が書いてあるが、１つは構造改革の推進、２つ目が財政

政策、３つ目が金融政策だ。政府としては、現在のような内外情勢のもとで、いわゆ

る危機対応を行うことは当然だが、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だ。 

    例えば、時価会計の一部停止といった議論もあるが、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、会計制度を見直すことには慎重であるべきだ。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も踏まえ、デフレ克服を目指して従

来からの四本柱の構造改革を加速化していく必要がある。 

   財政、金融政策はマクロ経済政策の車の両輪だ。まず財政政策については、有識者

議員は現在の財政状況に危機感を持っている。政府部門債務の対ＧＤＰ比率は、140 ％、

約 700 兆円と言われているが、毎年フローで７、８％の赤字を出しており、約８年で

この比率が 200 ％、1,000 兆円に達する。今後、経済が自律的に成長し始めるとなれ

ば、いい意味で金利が自然に上がっていくことになる。長期金利は、健全な経済では

４％くらいあり、政府の債務残高 1,000 兆円の４％となると、利払いが 40 兆円とな

る。現在の税収を考えれば、景気が回復すれば税収も上がるとはいえ、対ＧＤＰ比

200 ％の公的債務が厳しい状況であることは明らかで、そうした状況までの残された

年数が８年ということは、政策に当たる方々はもちろん、日本人全体が認識しなけれ

ばいけない問題だ。 

   そこで、社会保障制度の改革とも併せ、財政の健全化への道筋をできるだけ早く明

確にすることが必要だ。歳出改革においては内容の大胆な見直しということをこの会

議でも申し上げており、金融システムの安定化に重点的に配分するべきと考えている。 

   金融政策については福井総裁からもお話があったように、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考えているが、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見通しており、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

り組んでいただきたい。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、私も異論を持っていないが、資産価格のデフレは、普通の財・サービ

ス価格のデフレや経済の基調が弱いこととも関係している。やはり普通の財・サービ
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スのデフレが大変に大きな問題だ。１％くらいとはいえデフレは、大変に大きな問題

だと認識しており、この点の認識を日本銀行も共有し、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。 

（竹中議員） 御議論いただきたい。 

（塩川議員） イタリアにおいて 1995 年ごろ、ディーニ内閣が改革をやった。この改革

の筋道は政治を離れた筋道だが相当参考になる。その発想が非常に大事だ。 

   もう一つ、福井総裁にお尋ねしたいが、先ほどの「金融緩和の伝達経路」としては

どのようなことを考えておられるか、お聞きしたい。 

    それから３つ目は、先ほど吉川議員がおっしゃった財政改革で、せめて「社会保障

制度のあり方」、「国と地方」の２つの基本政策でも早く決定していただかないと、準

備に入れない。ぜひこの会議で優先的にこの問題を取り上げて欲しい。主計局に「国

と地方」の検討材料を用意させている。機関委任事務だった分についても、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欲しい。

そこからでも始めていかないと議論が出来ない。それを急いでもらえないか。 

（竹中議員） 「国と地方」については、４月１日の諮問会議でやる。 

社会保障についても、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。

急ぎでやる。 

（福井議員） 流動性を供給したときに、末端の企業活動を活発にする刺激効果まで及ん

でいないというのが、私どもの基本分析だ。今後とも流動性供給のパイプとして、期

間の短い政府の債券、長期の国債等といったクレジットリスクが少ない資産が基軸に

なるだろう。それだけではなく、企業金融の分野で民間部門が発行する手形、債券と

いったものに対して日本銀行が直接手を及ぼしていくことで、民間金融が新しい資金

の流れのパイプを作るのに役立つのではないか。 

一般に言われるような、株式市場、不動産市場にまで手を及ぼすことができるかに

ついては、一足飛びにそのマーケットに行くのではなく、企業金融のマーケットにお

いて、企業・金融機関が新しい工夫をして出す手形や債券を取り上げる方が先端を切

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。 

    そのほか、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った。

これは金融機関としては多額のお金を集めてホッとした部分と、大きな責任を感じて

いる部分とで心理状態は二枚重ねになっている。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の心は一つだ。金融機関が過去のロスの穴埋めのためにだ

けこのお金を使ってもらっては困る、むしろ、金融機関がこれできちんと収益をあげ

てくれないと困ると、そうでないと本当の投資にならないと思っている。金融機関も、

二度とできない民間からの増資をやったからには、ホッとしている部分を少なくして、

相当リスクをとって投資家に応えなければいけない。従って、日本銀行としてはある

意味でいいチャンスであり、金融機関の経営者とよく対話をしながら、彼らの努力に

対して、我々も知恵を出していきたい。これは非常に地道な努力だが、そういうこと

を考えている。 

（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、ぜひまた御

報告をいただきたい。 

（奥田議員） 時価会計の適用について。実業界の立場からは、企業会計は投資家の

ために行うものとして、日本の株式市場と企業に対し内外の投資家から信頼を得

るため、国際的な整合性に留意しつつ有価証券の時価会計の導入に積極的に取り

組んできたもの。従って、現在、実業界の時価会計凍結についての評価は相半ば

している。マーケットにマイナスの影響を与えるとの考えもある。従って、慎重
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に検討していただきたい。 

   個人的には、既に導入済みの時価会計制度を後退させると日本企業への信頼を

失い禍根を残すこととなるので、時価会計制度は維持すべきだと思っている。 

（牛尾議員） ２点。１つは時価会計について。1998 年ごろから、国際会計基準に

日本の企業会計を合わせようと言って来た結果、時価会計制度が導入され、平成 

18 年からは固定資産の減損会計制度も適用されることとなり、内外の市場から

非常に高い評価を受けている。ただ、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。銀行株が下がり、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制度が実行され、税収は３月の決算でも２兆 5,000 億円程

度落ちているはずだ。 

これは企業にとっては、キャッシュ・フローが増えて、流出が少ないので大変

プラスになる。企業の評価は償却前の経常利益によるから、大変高い経常利益を

出し、しかも節税できる形は、企業にはプラスになることは事実だが、ボーダー

ラインの企業にとっては、黒字か赤字かで神経質にならざるをえない。 

生保を含む金融機関等における長期保有株に配慮をする必要があるとの声は

非常によく理解できるが、この段階で急に、既に実行しているものを延期するの

は非常に違和感がある。平成 18 年に控えている不動産を中心とした固定資産の

減損会計については、様子を見つつ、来年辺りに決めることが適切ではないか。 

   ２つ目、塩川大臣の御発言で大変心強かったが、社会保障の問題と国と地方の

問題、歳出削減の問題の３つの問題について、今、我々は準備している。これは

かなり作業が進むだろうと思って期待をしている。個別の問題は４月に各省大臣

に来てもらい審議をして、その成果は「骨太の方針」に反映できるよう作業しよ

うと諮問会議の有識者議員の中で議論をしている。 

（塩川議員） 企業会計については、非常に強硬な意見が党内にはある。フローもス

トックも両方時価会計は待つべきとの意見と、もう 12 年からフローの部分につ

いては時価会計を始めているので選択制にすべき、そして、ストックについては

もう少し様子をみようとの意見がある。この問題については、早急に結論を出し

てもらいたい。 

   先程奥田議員がおっしゃったのは経済界の考えだろうが、党内の意見とは空気

が違う。選択制を求める意見が非常に強い。これは早く決めなければいけない。

党も、諮問会議と早く意見の合意をしたいと言ってきている。 

（牛尾議員） 経済団体でも選択制は一つの方法だとの意見はあるが、市場はじっと

見ている。選択的にして時価会計にしないというだけで悪い噂が立つ。選択性は、

結局、踏み絵みたいで使えない。 

（塩川議員） 株価も一遍に変わってくるだろう。 

（牛尾議員） みな急に変わってくる。だから選択性は理屈では成り立つが、実用面

では成り立たない。本当にやるなら、長期保有の株は全部これから時価会計にし

ない等、決める必要がある。 

（塩川議員） 長期保有の範囲はどうかといえば全然答えはない。 

（牛尾議員） 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延期して、フローは予定どおりやるのが結論かと

思ったりもするが。 

（竹中議員） 担当大臣としてぜひ申し上げたい。一般に公正妥当と認められる会計

慣行でなければならないので、我々が決める性格のものではないと思う。企業会
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計機構の専門家にきちんと議論していただく。その際、今御意見があったような

実業界の意見をしっかりと聞いていただく。そういう形で決着すべき問題だと思

う。 

（奥田議員） 実業界といっても、比較的財務体質のいい会社は時価会計をやるべき、

財務体質の比較的弱いところは時価会計を凍結すべきと、こういう２つの意見が

実業界では出ているというのが正確なところです。 

（塩川議員） 総理は「王道を行け」ということだから、その「王道」をどうするか

が問題だ。 

（小泉議長） どんな問題も賛否両論がある。決まったとおりやる。時価会計は変え

るべきでないということではないか。 

（竹中議員） それでは、イラク等の問題は、引き続き注視するということ、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移る。 

   

○構造改革の成果と進捗状況について 

（竹中議員） これまで改革を目に見える形で国民に示すことが必要という議論をし

てきたが、各省の協力を得て、これまでの改革の進捗状況を評価した。今後の予

算編成等で大変重要である。概要を坂統括官から説明する。 

（坂統括官） 資料は３つ。このうち、資料「ここまで進んだ小泉改革～構造改革レ

ビューより～」はそれ以外の２つの資料から抜き出したもので、11 項目につい

て取り上げており、これに基づき説明する。 

   １ページ目。まず構造改革特区について。これは、右側に実現する特区の例と

して、例えば３つ目に農村活性化特区として「どぶろく」の製造免許の要件緩和

等を紹介してある。 

   ２ページ目、待機児童ゼロ作戦、派遣労働や、生活に関係ある取組みについて。 

   ３ページ目、循環型経済社会として燃料電池の話。例えば左側の「先端的な環

境対応」として燃料電池車を挙げている。また、産業廃棄物の最終処分量が近年

急速に減少していることはリサイクル率向上と裏腹になっている。 

   ４ページは、都市再生について。小泉内閣で法律ができたが、その活用事例と

して、大阪駅北地区等が具体的に動き始めている。 

   ５ページは、大学関係の話。大学発ベンチャーの数がどんどん増えている。う

ち２社が株式公開をした。 

   ６ページは電子政府の話。電子政府について簡単に紹介している。 

   ７ページは、港湾手続のワンストップサービス等について。 

   ８ページは、最低資本金制度、つまり最低資本金が設立から５年間は 1,000 

万円なくてもよいこと等、右側に若干の実例を挙げて紹介している。 

９ページは、「産業再生向けた取組み」。産業再生法や、下半分は事業再生等へ

の支援拡充等、経済産業省がたくさん法律を出しているもの。 

   10 ページが行財政改革、特殊法人や、ＰＦＩ等について。合同庁舎７号館等、

いよいよ具体化しつつある。 

   11 ページは、公共事業関係、例えばコスト縮減や長期計画の見直しが進んで

いるということ。以上、一般向けに説明する資料として作成した。 

（竹中議員） これに関し、民間議員から。 

（本間議員） 構造改革については、この２年間、従来の行政の改革スピードからす

ると極めて早く進んだと思っているが、一方積み残した問題もまだあるので「更
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なる構造改革に向けて」という資料を４人でまとめた。 

   これまで「基本方針」に基づき小泉内閣は、経済の活性化、行財政改革を通じ

た小さな政府の実現、将来の安心の確保という大目的に合致するよう構造改革を

推進してきた。従来の政策体系は供給側を通じた施策が中心で、利用者、国民の

視点からの構造改革は必ずしも得意でなかった。構造改革は、利用者、国民の視

点で、どのように費用対便益で効率化するかに尽きる。 

まず、経済の活性化という点では、国民のニーズが所得水準の向上、価値観の

多様化で非常に伸びる分野が官製市場として閉じ込められている。例えば、医療、

福祉、教育等の分野が規制改革が進んでいない。総合規制改革会議を含め特区担

当大臣等の御努力で進んできているものの、今後更に加速化していく必要性があ

る。 

   税制は、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

合性が非常に重要。この点で、法人課税、金融所得課税の有り方として踏み込ん

だ対応というものが必要。 

人間力の問題。経済社会が大きく変化するとき、雇用される能力の陳腐化に伴

い、供給側の効率性に十分寄与できていない部分がある。この点、雇用・教育分

野の改革をどう進めるか、あるいは非常に内向きになっている大学の教育研究に

ついて、柔軟に対応できる枠組みを作ると同時に、厳しい評価が必要だろうと思

う。 

   科学技術の問題。吉川議員を中心に、プライオリティづけを時代にふさわしい

ものにすべきと言っている。総合科学技術会議においてもご努力をされて、Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃとランクづけしている。しかし、実際の予算編成の中では、補正でＢ

ランクのものに予算手当がされたり、十分な見直しができていないのも事実。さ

らに、この 

10 年間で世界の知識社会化は進んでおり、日本も科学技術分野に重点的に予算

配分しているが、付加価値を新たに生み出す力が投入した金額に対して、国際的

にみると低いという厳然たる事実がある。「質」について精査が必要。また、現

在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が少な

い我が国独自の特徴もあるので、それらも十分見極めつつ重点化することが必要。 

   金融システムについては、金融再生プログラムを着実に実施、実現し、産業再

生機構等をきちんと活用する。なお、会計ルールは時々の情勢に余り左右されな

いような信頼性が非常に重要だ。 

   行財政改革については、国と地方、社会資本整備、予算制度の問題。これは緒

についたばかり。国と地方は、塩川財務大臣から話が出たとおり、６月には三位

一体の仕上げが必要なので、ぜひ積極的に諮問会議で議論をしなければならない。

社会資本整備についても検討を更に深めることが必要。全体のシステムとしての

予算制度の問題は、できるものからやっていくとのスタンスで、財務省と諮問会

議が協力し、質的にレベルの高い予算編成のプロセスづくりをすることが必要だ。 

   将来の安心については後ほど触れたい。 

いずれにせよ、構造改革の成果のレビューをきちんとし、３年目の「基本方針

2003」に結びつけることが非常に重要だと考えている。４月に関係大臣におこし

いただき、今後の取組みの各論について諮問会議で議論をしたいと思う。 

   更に「基本方針 2003」は、小泉構造改革の全体像をいま一度国民に公約とし

て示し、それを通じて理解を求めていくことが非常に重要だと思う。その中で構

造改革をより一段加速化することが必要だ。 
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（片山議員） 「更なる構造改革に向けて」２ページ目の行財政改革の地方分権の最

後で、「補助金の整理、交付税の改革、税源移譲、地方債改革」とある。「三位一

体改革」は、税源移譲と交付税と国庫補助負担金だが、「地方債改革」が突然出

てきたのはなぜか。 

（本間議員） 資金の流れの見直しを前の会議で提案したが、その一環として地方債

の管理もしていく必要性がある。今、マーケットが非常に微妙な時期にきているの

で、今のやり方でいいかも含めて、あるいは政府保証等の問題も含め「国と地方」

の中で議論する趣旨だ。 

（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「融資」も

併せて考えないと全体の資金の流れはつかめない。財投の方がずっと大きいから、

それを書くべきだ。「三位一体改革」とつながるような地方債の改革はないので、

「資金の流れ」として別に項目を立てていただきたい。 

（本間議員） 財投の問題については、資料には書いていないが当然問題と認識して

いる。 

（片山議員） 別項目でやるべきでないか、それが１点。それから、社会資本整備の

「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」は確かにそうだが、

今の国の方針は、むしろ中小企業優位にしろということ。その方針を直す必要が

ある。また、「国等」の施策の中に地方が入っているなら、例えば地域の活性化、

地方における中堅建設業の育成、雇用の創出等の問題があって、簡単ではない。

見直しは結構だが、国の方針を見直す必要がある。 

（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ことは十分認識している。どのように両立させるかという問

題意識で、ここで書かせていただいたということ。 

（竹中議員） 議論をまとめると、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。これをわかりやすい形で国民に公表していきたい。一方で、成果や進捗に問題

がある取組みもある。この点は、今後、改革に向けた更なる取組みを強化するため、

提案があったように、４月に関係大臣を招いて、こうした課題も含め、特に歳出改革

を中心に議論を行う。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。 

   なお、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については、ホ

ームページ上で公表させていただく。 

 

○医療制度改革等について 

（竹中議員） 医療制度改革法については、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

ることになっている。また、年金資金の運用も、来年度のポートフォリオを決定する

時期となっている。坂口大臣からこうした点について説明をいただき、議論したい。 

（坂口臨時議員） まず、医療保険制度から説明したい。 

 医療保険制度については、統合・一元化の問題、高齢者医療保険のあり方、診療報

酬体系の見直し、主にこの三本立てで進めている。これらについては、各種団体とも

話し合いを進めながら、与党内の調整をやりながら進めているが、三十数年間もまと

まらなかった話なのだが、今回、まとめたいと思っている。大詰めを迎えている。当

初は医療機関等の問題があると思っていたが、それよりも地方自治体との問題が難し

かったが、それもまとまりつつある。本日、与党の各委員会等にも通していただいた

が、言葉遣いその他、いろいろ注文もあった。ガラス細工のようになっている。御理
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解をいただきたい。 

   資料「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針（案）について」の２

ページの保険者の再編・統合の基本的な考え方を説明する。市町村国保は、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、都道

府県での安定した保険運営を目指す。政管健保は、都道府県を単位とした財政運営の

導入を行う。健保組合は、大小様々なので一律にはいかないが、規制緩和等を通じて

小規模・財政窮迫組合の再編・統合を行いたいと考えている。また、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思っている。 

   ３ページは、高齢者医療制度の基本的な考え方。75 歳以上の後期高齢者医療と、

65 歳以上 75 未満の前期高齢者の双方を考えていかざるを得ない。一人当たりの医療

費は後期高齢者のほうが高い。前期高齢者医療については、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調整を行うことにしている。国保の上のくちば

しの形のところが退職者医療のところで、この分が被用者保険の方で見てもらうとい

うようにしている。国保を下から直線を伸ばすと三角定規みたいなものができるが、

そこを被用者保険の方にお願いするという形になっている。従って、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調整を行うことにしている。本当は財

政調整も行いたいのだが、そこまでは今のところ進んでいない。それから、後期高齢

者医療の方は、昨年の改正により、５割は公費、残りを加入者の保険料自己負担と、

国保、被用者保険からの支援によって賄うという形になっている。 

   今後引き続き詰めなければならない点としては、前期・後期の患者負担のあり方を

もう少し詰めないといけない。また、前期高齢者の公費負担のあり方については、下

からの保険料だけでやっていくのか、公費も若干絡むのかというような、色々な意見

があり少し問題を残しているが、厚生労働省の案では、ここは若い人たちの保険料で

賄うという形になっている。 

   それから、前期・後期高齢者の保険料徴収のあり方についても検討を続ける。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るが、この保険

者をどう位置づけるか。厚生労働省の案では、国保の範疇で見ていただきたいと思っ

ているが、そこまではなかなか言えない状況にある。 

   また、後期高齢者を地域保険の中に位置づけることができるかどうか。先ほど説明

したのは、いわゆる市町村の統合による公の法人のようなものを作り、そこに市町村

だけが入るのか、都道府県も入っていただくのかということがいま一つ明確になって

いなかった。何とか両方入っていただいてやっていきたいと思っているが、今後もう

少しこの点を明確にしなければならないと思っている。 

   ４ページは、診療報酬体系の基本的な考え方。この４月から大学病院に包括医療を

導入するが、そこでいろいろと検討していだたく。包括医療と言っても、出来高払い

と包括払いがかなりミックスされており、どういう形にするかについては、各大学の

過去のデータを採用して、大きな隔たりがないように進めたいと思っている。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て、その基本を

明確にしたいと思っており、医療技術の適正な評価の中に、病気の難易度であるとか、

時間、技術力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行われるようにしていきたい。それを基本に、診療報

酬体系の基本的考え方を取りまとめているところ。 

   それから、年金積立金の運用の問題。資料「年金資金の運用について」の１ページ

に現在の仕組み、以前の仕組みを書いている。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して、それを旧年金福祉事業団が借入れて、民間運用機関に
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委託をするという形をとっていたが、現在は、厚生労働大臣が年金資金運用基金に直

接寄託し、運用基金が民間運用機関に委託をするという形に変わった。 

   ２ページは運用方法の決定過程。厚生労働大臣が運用の基本方針を策定して、運用

基金に寄託を行い、指導監督することになっている。運用の基本方針までは厚生労働

大臣が決めることになっている。カナダやスイス、スウェーデンなどでは、基本的な

資産構成割合については、運用のための別人格をつくり、そこが決定することになっ

ており、日本の場合と違う。 

   ３ページは、これまでの運用実績。昭和 61 年～平成 12 年は旧方式で、13 年から

新方式に移行しつつある。折れ線グラフの借入金利息控除後収益率は、いわゆる利益

から、旧運用部への利払いをした残りの分を表したもの。この部分について、これま

での 15 年で５勝 10 敗になっていると責められている。常にマイナスになっているで

はないか、と。確かに利息控除後の市場運用結果は、この 15 年間の累積の利差損が

1.7 兆円ある。それに加え、13 年度には 1.3 兆円のマイナスが出た。14 年度は上半

期だけで２兆 100 億円のマイナスが出た。従って、約５兆円の損益が現在のところ年

金資金運用基金の運用で出ている。 

   この状況の中で、これからどうしていくかという問題。今年中に年金制度の改正に

ついて検討し、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

ないが、負担増をお願いしなければならない時期に、これだけ株式を含む市場運用で

マイナスが段々と膨らんでいる。現在の経済状況をわかりつつも、こういうことで果

たしていいのか、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

るのも事実であり、国会でも、常にこの点で厳しい指摘を受けている。 

   ５ページは、基本ポートフォリオと移行ポートフォリオの関係。現在、財政融資資

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、全額が償還される平成 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る。国内株式については、今年

は５％だが、来年は６％にし、最終的には 12％にすることになっている。 

   しかし、果たしてこれで良いのかという問題がある。１つは、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。そ

れから、運用方法もこれでいいのかという問題がある。しかし、運用方法の方は、新

しい運用母体次第であるため、どういう形で運用母体を作りあげていくかの方が重要

ではないかと思っている。 

   個人的な意見だが、現在の厚生労働省がすべて運用するという形より、もう少し距

離を置いた別法人を作るか、国全体で責任をもって運用する何か別の形の方がいいの

ではないか。それが決まったら、そちらの方に早く移行したい。それまでの繋ぎとし

て厚生労働省で運用しているという状況ではないかと思っている。 

（奥田議員） 有識者議員提出資料「医療制度改革の進め方について」を説明する。 

   資料の１、２だが、医療制度は、国民生活、経済に密接に関する問題であり、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う。医療サ

ービスの効率化と質の向上、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、どこで決まったのかもわからないということもあった。諮問会議

を含めてオープンな場で議論し、抜本改革をなるべく早期に実施しなければならない。 

   ３では、医療保険制度をどう改革しても、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。坂口大臣が説明された基本方針にはその道筋が十

分には示されていないと思うので、「医療サービス効率化プログラム」の着実な実施

はもちろんだが、公的保険の守備範囲の見直しも混合診療の解禁を含めて検討すべき

である。 
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   ４では社会保障パッケージについて。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う。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思っている。 

   ２点付け加えたい。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。２つ目は、前期高齢者における保険者間の財政調整。これらについて

は特に問題が出ると思うので、今後十分検討をお願いしたいし、我々も検討していき

たい。 

（西川経済産業副大臣） 平沼大臣に代わって２点発言させていただく。 

 医療制度改革の前提については、効率的で質の高い医療を提供するメカニズムを確

立することは当然だが、「基本方針」では、その道筋が十分に示されているとは思え

ない。医療保険制度体系の見直しと併せ、医療の効率化を確実に実施していくことが

必要だと思う。 

   それから、高齢者医療制度については、医療費の適正化を図る観点から、当省が主

張してきた制度運営の責任の明確化という方針が「基本方針」で示された点は評価し

ているが、企業、国、または高齢者や現役世代の各負担がどうなるかが、現段階では

不明確なので、今後の議論が必要だと思う。制度の具体化に当たっては、産業活動や

経済活力に与える影響にも十分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だと考えている。 

   最後に、奥田議員からも発言があったが、具体的な制度設計の検討や議論に当たっ

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だと思う。 

（片山議員） 保険者の再編・統合については、関係者間で大体まとまりかけていると聞

いている。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う。

ただ府県がどういう役割を担うのかが問題だ。それからもう一つは財政、その辺は全

国知事会等関係団体と協議しないといけないが、基本的には市町村の広域連合に、府

県も参加することが良いのではないかと思っている。 

   前期高齢者、後期高齢者では、前期高齢者の方はこういうことで仕方がないという

気もする、後期高齢者についても、坂口大臣のお話の国保の中に入れざるを得ないの

かなと思うが、これも関係者の合意が必要。我々もできるだけ協力したい。 

   それから、全く私個人の意見だが、国保だけではなくて、介護も広域連合にしたら

どうか。医療と介護はかなり似ている。境が曖昧なところもあるし、相互乗り入れの

ところもある。戦線拡大するようでかえって話がまとまらないかもしれないが、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、これも府県に役割を担わせ

る。医療そのものではないが、それも検討課題ではないかと個人的に思っている。 

（小泉議長） 介護は５年毎に見直しであろう。 

（坂口臨時議員）今３年なので、２年後には見直さなくてはならない。 

（塩川議員） 今までの議論で抜けているものとして、医療供給体制ということで、地域

医療としての診療所の活用と大病院などの使い方をうまくやらないと非常に無駄が

多い感じがする。ここを今度の制度改正の診療報酬の中にある程度加味したものを入

れてもらえないだろうかと思う。 

   それから、診療報酬体系の問題。これは絶対見直してもらわないともたない。2010

年では８兆円の公費を注ぎ込まなければもたないというが、とてもではないが持ちこ

たられない。診療報酬を全般的に見直してもらわなければいけない。これをどういう

ふうに考えておられるか。 

   保険者の方は、片山大臣が言っているように府県を絡めないとできない。レセプト
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検査ですらでたらめだ。「Plan・Do・See」の「See」をきちっとすれば診療報酬は全

く違ってくる。やはり府県単位の保険に統合することを是非考えてもらわないといけ

ない。 

   それから、将来的には国保や健保、共済などの保険はいずれは統一すべきだと思う。

そうでないと非常に不公平が生じてきている。国保にはドンと国費を出して、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けな

い。国民がもっと関心を持って議論してくれる場を作ってもらった方がいいと思う。

国民の意見は割ときついことを言っているが、もっともだと思う意見が随分出ている

ので、国民の意見を少しずつ取り上げていただきたい。役所だけの頭ではとても改革

できないと思う。 

（牛尾議員） ２点ある。１点目に、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。しかし、医療の議論というものは、医師会とか、専門家だけの間で議論されが

ちで、オープンな議論になっていない。物事を決める場合にはオープンした方が、か

えってこういう複雑な問題は決まりやすいと思っている。 

   ２点目は、年金積立資金について。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議論する必要がある。何となく積立金がたくさんある

方が安心だという考え方になっている。その上で運用で儲かっていればそれに越した

ことはないが、積み立てて損をしたらいけない。やはり適正な積立金については年金

改革全体の非常に重要なテーマだと思うので、それを考える必要があると思う。 

（本間議員） 皆さんの意見とも関係するが、１点目は、医療制度改革の問題が聖域化さ

れ、国民あるいは有識者がコミットする場がないということ。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ていることにつながっているのではないか。社

会保障審議会の中でも、企画・立案の分野で医療を議論するものがない。中医協では

診療報酬を議論しているが、有識者が少なくて、利害調整的な形で機能していること

も事実だ。是非、国民にわかりやすい形で政策決定、制度改革論議をしていただきた

い。 

   ２点目は、先ほど坂口大臣から運用について、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話があった。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され、その仕分けが財務省と

の関係の中で成立したというのが過去の経緯。坂口大臣の提案は、新たな制度的な枠

組みを考えておられるのか。もう一度具体的に議論を詰めていかなければならないの

ではないか。その辺は今後の検討課題として諮問会議でも議論していきたい。 

（坂口臨時議員） 塩川大臣が言われた保険の統合については、これは税制に絡んでおり、

捕捉率がこれで公平になるということなら、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。そうした面で、税制の問題と絡めて議論

をいただきたい。 

   それから、できるだけオープンな議論をしなければならないということは我々も思

っている。限られた時間なので、市町村だとか、関係団体には幅広く、私自身も参加

してディスカッションをしているが、いわゆる国民的な広がりには至っていない。非

常に専門的な話で、わかりにくいということもあるが、こういうことで進んできたの

でご理解いただきたい。 

   最後に、本間議員が言われた年金の運用方法については、今日ここで結論を出して

いただく問題ではなく、引き続き検討したいと思っている。現在、厚生労働省が都合

のいいように運用しているのではないかという疑いの目で、マスコミや国会に見られ
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がちになっており、新しい年金制度を来年つくるに当たっては、運用も新しくスター

トをさせなければいけないと思っている。できれば、運用の方は今年中にでも形をつ

けて、できるだけ早く移行したいと思っている。ここは先ほどの積立額の問題も絡ん

でくるが、儲けることが必要なのか、それとも損をしないことが先決なのかという話

もある。その辺のところも御議論をいただければと思う。 

（小泉議長） 国会でもそうだ。儲けようとして株をやるから損するのだと。安全にする

なら、絶対に儲けない、株をやるなということだろう。株をやめた場合のマイナス効

果もある。儲けないでいい、損しなければいいというのと給付の問題がある。これは

実に難しい。国会で聞いていると、どっちも一長一短だ。 

（牛尾議員） 先進国では何らかの危機感を持って運用して物事を行っている公共機関や

第三者機関がたくさんある。そこの前例を調べれば、やり方はある。 

   日本は評価する機関がない。海外は評価機関を使うからうまくいくのだが、日本は

ランキングすることに慣れていない国だから駄目だ。これはどこが担当省庁になるか

わからないが、民間の評価機関を作らないといけない。 

（坂口臨時議員） 早めにここでもう一度時間をとってもらい、議論をいただければと思

います。 

（竹中議員） これまでの議論をまとめる。医療制度関連の基本方針については、今週中

に政府として決定しないといけないので、本日の議論も踏まえ、最終的な取りまとめ

を坂口大臣にお願いします。 

来年度の年金資金運用のポートフォリオについては、当面の対処方針は坂口大臣に

お願いしたいと思う。ただし、年金積立金の中長期的なあり方は、年金制度改革の議

論の中で、我々も主体的にやっていかなければならない。特に、運用母体はどうある

べきか、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もあったので、４月にも引き続き議論をしていきたい。 

   最後に、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お手元に

配布されています。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るものです。 

   なお、次回は本日に引き続いて年金制度をはじめとする社会保障制度改革、それと

国と地方について議論することとなっています。 

（小泉議長） 今日は福井総裁が出席しての初めての会合だが、構造改革は着実に進展し

ていると思う。しかし、まだまだやるべきことはたくさんある。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、必要な対応は大事だが、構造改革の方針との整合性をとって

いくということも大事だと思っている。どういう事態においても、大胆かつ柔軟に対

応するということであるが、「改革なくして成長なし」、この路線は変えない。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。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） 

 


