
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

   

 

 

         

 

 

 

  

平成 16 年第 11 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  1 回）

(開催要領） 

1．開催日時：2004年５月19日(水) 17:50～19:25 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 細田 博之 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同    麻生 太郎 総務大臣 

同    谷垣 禎一 財務大臣 

同    中川 昭一 経済産業大臣 

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 

同 金子 一義 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

  宮内 義彦 規制改革・民間開放推進会議議長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(１)規制改革について 

(２)社会保障制度改革について 

(３)「基本方針2004」に向けて 

・「新産業創造戦略」について 

(４)その他 

3．閉会 

（説明資料） 

○規制改革・民間開放推進会議の主要検討課題について 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料）

○規制改革・民間開放の推進のために（有識者議員提出資料） 

○平成17年度予算編成の基本的考え方について（谷垣議員提出資料） 
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平成 16 年第 11 回 議事録 

○社会保障制度改革等について（坂口臨時議員提出資料） 

○社会保障制度の総合的改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004（素案） 

○新産業創造戦略（中川議員提出資料） 

（配布資料） 

○地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見 

（地方分権改革推進会議） 

(本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、今年11回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

本日は、まず金子大臣、宮内議長に御出席をいただきまして、規制改革につい

て議論いたします。その後坂口大臣に御出席いただきまして、社会保障改革を議

論いたします。その後「基本方針2004」に向けた審議を行いたいと思います。 

なお、資料としまして、５月12日に地方分権改革推進会議から総理に提出され

ました「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」を

配布しておりますので、御紹介をしておきます。 

それでは、規制改革について議論したいと思います。 

まず、金子大臣から御説明をお願いいたします。 

（金子臨時議員） 機会をつくっていただきまして御礼申し上げます。総合規制改革

会議の後継組織として、宮内議長を中心といたしまして、13人の民間委員からな

る「規制改革・民間開放推進会議」を発足させていただきました。後ほど中身に

つきまして、宮内議長から御報告をさせていただきます。 

「官製市場の民間開放」、これは中心課題として取り組ませていただく方向で

ございます。また併せまして、５月25日でございますけれども、全閣僚からなり

ます「規制改革・民間開放推進本部」、この閣僚会議は、民間委員の代表の皆様

方にも御出席をいただいて意見交換をさせていただく場としてつくらせていただ

きました。この閣僚会議の中に個別テーマがいずれ出てまいりますが、その場合

に、それぞれの関係閣僚と民間委員が同じテーブルについて議論をしていただく

という、規制改革を促進させていく役割を果たさせていただきたいと思っており

ます。規制改革を一層加速させていくという努力を昀大限してまいりますので、

経済財政諮問会議の皆様方にもお力添えを心からお願いを申し上げる次第であり

ます。 

私からは以上で終わります。 

（竹中議員） それでは宮内議長から御説明をお願いいたします。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下「宮内議長」） 宮内でございます。

ただいま金子大臣から御紹介がございましたとおり、３年間の設置期限を終了い
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たしました総合規制改革会議の後継組織として、本年４月に「規制改革・民間開

放推進会議」、これが設置されまして、その議長を仰せつかりました。よろしく

お願い申し上げます。 

それではお手元の資料にございます「～官から民へ～『官製市場の民間開放』」

と題しました資料を御覧いただきながら、当推進会議が考えます主要検討課題に

つきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

１枚おめくりいただきたいと思います。２ページ目でございます。 

規制改革は1995年に始まりました行政改革委員会規制緩和小委員会による本格

的な取り組み以来、経済的規制の分野を中心に大きく進展してまいりました。現

在、それがようやく現実の経済活動に影響を与え経済効果となってあらわれてき

ていると思います。 

一方で、規制が束となったような強固な制度をつくっております、いわゆる社

会的規制の分野ではなかなか進展が見られませんでした。そのため、前身の総合

規制改革会議では、医療、福祉、教育、農業、労働などの社会的分野の改革に重

点的に取り組み、官業の改革も含め公的関与の強い官製市場を民間市場へと開放

する改革、これに着手いたしました。政治のリーダーシップも得ながら一定の成

果を得ることができましたが、その流れを止めることなく、今後更に本格的な改

革へと加速させていかなければなりません。それが新しく設置されました当推進

会議に期待される役割であると、このように認識しております。 

また、先ほど金子大臣からも御説明ございましたとおり、新たに総理を本部長

とする関係閣僚で構成されます「規制改革・民間開放推進本部」が設置される予

定でございます。社会的分野の規制改革には高度な政治判断と決断が不可欠であ

り、推進本部との連携による政治のリーダーシップにも期待しております。 

次のページを御覧いただきたいと思います。 

以上のような問題意識に基づきまして、今年度の主要検討課題を「官製市場の

民間開放」と定め、以下の事項につきまして、集中的・重点的に取り組み、まず

７月に「中間とりまとめ」を行う予定でございます。 

第１の課題は、医療、福祉、教育などの主要な官製市場の改革でございます。

前身の会議が昀終年度に取り組みました規制改革推進のためのアクションプラン

17の重点検討事項を踏まえて、これらから重点事項を選定し、集中的な審議を行

いたいと考えております。 

具体的な重点事項例は、ここに掲げてございます４点でございますが、例えば、

混合診療の解禁につきましては、国民に対する質の高い医療の提供や選択肢の拡

大、また、日本の医療技術の発展のために昀も重要な課題であると考えます。こ

れまでの取り組みによりまして、特定療養費制度という限定的な枠の中では自由

度が広がりましたが、更に抜本的な改革を進めることができれば、日本の医療分

野に飛躍的な改革を起こすだけのインパクトが期待できると確信しております。 

次のページを御覧いただきたいと思います。 

第２の課題は、国・地方公共団体の事業や行政サービス、施設の管理・運営な
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どを民間へ移管する官業の民間開放の推進です。これによりサービスの質の向上

や行政コストの削減と同時に、民間による需要と雇用の創出が実現可能です。こ

うした効果が期待できる具体的な検討対象を洗い出し、個別事業ごとの民間移管

に取り組んでいくことはもちろんのこと、更にそれを促進するための「横断的な

手法」の開発にも取り組む考えでございます。 

具体的には、前身の会議がアクションプランの１つとして取り組み、第３次答

申で提言いたしました「市場化テスト」の導入、あるいは「数値目標」の設定な

どでございます。「市場化テスト」とは、官の事業を民間との間で競争入札によ

って競争させ、効率性の比較を通じて民間移管を促進する制度で、既に多くの先

進諸国で導入されております。本年３月の「規制改革・民間開放推進３か年計画」

でも平成16年度中に調査研究とされていますが、これを前倒しして導入に向けた

制度設計に取り組むべきと考えます。 

具体的な制度の中身は今後検討する必要はございますが、５ページ、６ページ

にそのイメージを参考資料として添付させていただきましたので御覧いただけれ

ばと思います。 

以上が重点検討課題でございますが、その他分野の規制改革につきましても、

年末の答申とりまとめに向けまして検討を進める予定でございます。 

大変駆け足でございましたが、以上で御説明を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは有識者議員から関連の資料が提出

されておりますので、御説明をお願いいたします。 

（奥田議員） 奥田でございます。「規制改革・民間開放の推進のために」と、こう

いう題で資料が出ておりますので御覧いただきたいと思います。 

地域の活性化、それから新たな雇用機会の増加、民間主導の経済成長を持続的

なものにするためには一層の規制改革の推進が不可欠であるということでござい

ます。金子大臣、宮内議長には、引き続き新しい推進体制の下で御尽力をいただ

きまして、民間有識者の発意と主導的な取り組みを生かして、また、新設の推進

本部における閣僚のリーダーシップの発揮によりまして、更に広範囲の規制改

革・民間開放が推進されることを期待しております。今後とも経済財政諮問会議

と密接な関係をとりながら、特に次の取組がなされる必要があると、このように

考えております。 

第１番目は「官から民へ」、それから「民に出来ることは民に」と、こういう

ことを加速させるための横断的な取組を行っていくことであります。行政改革の

観点から、政府の仕事を限定して民間に開放することは、業務の効率化だけでは

なく中小企業などの活動範囲を広げる、そういった意味でも重要であると思いま

す。そのために、今、宮内議長から御説明がありました「市場化テスト」の導入

などは大変有益なものだと思っております。こうした制度について、目標設定と

併せて平成16年度をめどに整備していただく。平成17年度のモデル的導入を目指

すことがタイミング的には必要と考えております。 
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２つ目は、いわゆる“官製市場”の改革を行っていくことであります。総合規

制改革会議が取り組んでまいりました医療、福祉、教育、農業と、こういった国

民生活に密着した分野の規制改革はまだ緒についたばかりでございますので、手

綱を緩めずに一層強力に推進することが必要だと思います。このためには、特に

利便性の向上や雇用の拡大につながる項目を選びまして、夏ごろを目途にアクシ

ョンプランをとりまとめていただきたいと、このように思っております。この際、

新しい推進体制の名称が「規制改革・民間開放推進会議」と、こういうふうにな

りました。こういうことを生かしまして、民間開放を促進する手法と規制改革を

組み合わせることで、より実効性が高められると、このように思っております。 

第３番目は、構造改革特区との連携を図っていくということであります。構造

改革特区につきましては、引き続き積極的に進めていただきまして、特段の弊害

を役所が立証できない限りは全国展開していただきたいと、このように考えてお

ります。また、自治体から提案されたものの実現率を高めるために、省庁別の実

現率を公表して、省庁間の競争を促すということもぜひ実現すべきだと思います。

それから、大企業からの提案が非常に少ないと言われておりますので、この際、

経団連といたしましても、大企業にハッパをかけまして、大企業からも画期的な

提案をさせたいと、そういうふうに考えております。更に、利用者の使い勝手を

向上させる観点から、制度の改善ということについても取り組んでいただきたい

と思います。 

以上、民間議員からの提言でございます。 

（坂口臨時議員入室） 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、どうぞ規制改革について御議論

いただきたいと思います。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、金子大臣、宮内議長、また奥田さんからもるる説明されて、特に

これまではかなりいい提案ができたけれども、実行面で問題があったという懸念

が今回の金子さんの努力で「規制改革・民間開放推進会議」という、執行面が縦

割りであったものが、横でもできる形というのは非常に我々期待しておりますの

で、やや調子に乗って言うわけではありませんけれども、工程や数値目標も明確

にしながら、そこで執行体制をきちっと確かなものにしていくということをぜひ

お願いしたいと思います。 

「市場化テスト」も一見なじまないようでありますけれども、諸外国で既にか

なり前から実施されているケースがありまして、設計と工事を一緒にして入札で

競争させるとかそういう例はありますので、そういう前例をお調べになって、平

成17年度中には、モデルケースとして導入するぐらいのことをぜひお願いしたい

と思います。 

それから金子大臣から、官から民へ、国から地方への総仕上げをなす極めて重

要なポジションにいらっしゃるので、大変だと思いますけれども、この３、４ヶ

月が正念場でありますので、ぜひ御検討を願いたいと思います。 

ただ１つお尋ねしたいのは、地域再生は当然ながら資金が必要であって、今、
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党の幹部の方とも二、三お会いしましたけれども、党の提言にもあるように、地

域が自由に使える資金を確保できる制度が必要という議論があることを聞いてお

ります。地域再生特区というのは非常に大事な感じで、ばらまきだけになっては

いけない。だから、構造改革特区の成功も踏まえると、地域の自主性と成果主義

を重んじて、いわば特区の予算版のようなことにするためには、こういうものは

徹底的に地方が裁量権を持たないといけない。中央からの暗示でつくるのではな

くて、地方独自の裁量権を持って、その代わり成果は厳しく問われるという地域

改革のための特区のようなものを、これは初めてのケースでありますけれども、

前回のときも総理から、地方に裁量権を与えるというのが地方に行く一番大事な

ことだというのになかなか行かないんですね。特区の予算版という形で地域の裁

量権にそういうもので弾みをつけるということも非常に大事なので、ぜひそこの

ところを、成果も厳しく問うけれども、地方の裁量権を100 ％尊重するという制

度の導入を、ぜひ金子さんの方で、うまく党と連携をして育てることを平成17年

度からお願いしたい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） 後で大臣にお答えいただくとしまして、ほかにございますでしょうか。

後のテーマもございますので、よろしゅうございますか。 

それでは、金子大臣お願いします。 

（金子臨時議員） 牛尾議員から御提言をいただきました。この件について、この前

に総理とも御相談してきたんです。特区には金は付けない。基本的に、地域再生

は、この諮問会議で御議論いただいた予算の政策群というのがありますよね。あ

の政策群をつくっていただいたのが去年第一歩だったんですが、余り使い勝手が

よくないんです。結果として使えてない部分も、そういう評価があるんだと思う

んです。具体的に使えるようにする。 

そこである意味、補助金の統合化、例えば学童保育、小学校１年生から３年生

は文部科学省の予算なんですが、しかし学童保育は補助要綱で市が運営する以外

は与えないんです。そんなのはＮＰＯに預けたらいいんですよ。現実に動きがあ

るんです。保育園になりますと、今度は厚生労働省の予算です。何だか縛りがあ

るんですね。そういうものをむしろ一括して、子どもの幼稚園も学童の生徒たち

も一括して、予算統合する。学童放課後事業といったような、そういうもので統

合化していくといった類の話をきちんと使えるものとして、地域政策群というも

のをもう一歩進めさせていただきたいということで今議論させていただいており

ます。 

党の調査会に昨日中間とりまとめをいただきました。いずれにしましても、彼

らの考え方も、平沼調査会でありますが、基本的におっしゃったことは、つまり

地方自治体にとってなるべく自分たちに近い判断で使えるような金の流れる新し

い仕組みをつくってくれと。例えば、もっと言えば中心商店街、経済産業省の中

で23項目、各課にまたがっているんです。これとこれとこれを組み合わせようと

いうと、補助要件が足りないとか、店の数が足りないとかそういうものを、今日、
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経済産業大臣においでいただいていますけれども、これから御相談いただいて、

同じ省内で各課にばらばらではなくて、これとこれとこれを俺たちは一括して使

わせてくれということが認められるような統合化というのをこれから御相談をし

たい、そういう方向で考えております。 

（牛尾議員） 必ずしも、規制撤廃特区に予算を付けないことは全く合意。 

（金子臨時議員） 特区には金を付けないんです。 

（牛尾議員） 表現としては、特区の予算版的な地域の持ち味を生かした、そういう

成果に責任を持てるものは、あまり条件を付けないで出るようにすると地域の再

生に弾みがつくだろう。今おっしゃることは非常によく理解できますので、そう

いう方向でおまとめ願えればと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 「特区」という言葉が少し誤解を招いたという感じがいたしますけれ

ども、要は、私、昀近、地方経済を分析しまして、「過大な社会資本」と「過小

な民間資本」というのが地域経済の特徴でございまして、これは民間のファンド

を地域にいかに付けるかということは、地域経済の活性化にとって必須の作業で

ございます。その際に、今までの縦割りの補助金を衣替えして、それで幾分裁量

性が高まるという程度のことでは、このお金の使われ方というのは非常に効果が

薄いのではないか。その裁量性というものをいかに資金の流れの中で確保してい

くかということが重要であり、その点で事後評価、成果主義というものを結び付

けて、自由と成果という二本立ての中でこのスキームをつくれないかというのが

民間議員の提案でございますので、ぜひ、交付金というような形でのイメージが

自由度を増したような、そういうスタイルは幾分問題があるのではないかという

気がいたしておりますので、その辺のところを御工夫をお願いしたいということ

であります。 

（竹中議員） 金子大臣。 

（金子臨時議員） 三位一体、地方財源の移譲については、これから谷垣・麻生両大

臣のところで枠組みをつくっていただくわけでありますが、私の方で地方自治体

を幻惑させるような動きだけはしたくないんです。そういう枠組みができる中で

きちんと位置付けたいと思っています。したがって、交付金という話が出た瞬間

に、三位一体の逆行みたいなものを地方自治体としては幻想を抱く可能性があり

ます。そうじゃなくて、きちんとこちらの枠組みは進めていただきたい。そうい

う中で地域再生等を結び付けさせていただきたいということともう一つ。タウン

ミーティングで全国を回っているんですけれども、民間で研究開発した、市場化

する、うまくいきそうだ、要するに商品化する。その瞬間の金というのは、牛尾

さん、デスバレーになっているんです。ここのところも民間と、それから国もど

ういう形でか、ファンドのような形で支援して、それがほんとに商品化できるよ

うなところをつないでやるという仕組みも地域再生の１つのテーマとして、今、

主税局長にも入ってもらって議論をしております。これはまだ枠組みが固まって

おりませんので、もうしばらくしたら御報告できると思いますけど、おっしゃっ
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たことは酌み取って進めさせていただきます。 

（牛尾議員） 経産省もこの２年間ぐらいはそういう努力をしていただいて、経産省

は何しろ額が少ないものですから、もう少し大きければね。ちょっとポイントは

いいんだけれども、額が少ない、期間が短すぎるという制約があります。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 今、金子大臣からデスバレーのところをどうするかという話がありま

したが、まさに今お話があったいろいろな民間の投資、それから、それでだめで

あれば、この議論と逆行するかもしれませんけれども、政府系金融機関も含めた

無担保・無保証の融資であるとか、あるいは無体財産を担保にした融資であると

か、その辺は我々も１つの産業基準といいましょうか、金融の面からもいろいろ

考えているところです。 

（竹中議員） それでは宮内議長、追加で何かございますか。 

（宮内議長） ただいまの民間議員の御提言をしっかりと受け止めて、特に「市場化

テスト」という新しい分野、平成17年度中にモデルケースもつくるようにという

ことは大変重要な課題でございますので、受け止めて議論させていただきたいと

思います。やはり、実施に当たりましては、これからの議論によりますが、専門

の推進機関というようなこともまた御議論いただくというようなことも必要にな

ってくるということを一言付け加えさせていただきたいと思います。何分、規制

改革につきましてよろしく御理解を賜りたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

一層の規制改革が必要であるということに関しましては、金子大臣、宮内議長

をはじめ議員の皆様方の一致したところである。その際、新たな問題として、官

製市場の17の検討事項を特に強化して議論していくということ、それと「市場化

テスト」、更には特区の実現率を高める問題、こうした点につきましては、金子

大臣、宮内議長に引き続き、ぜひとも前向きな取組をお願い申し上げたいと思い

ます。それと、デスバレーの問題について提起されましたが、これも中川大臣は

じめ関係大臣でぜひ詰めていただきたいと思います。 

地域再生をどうするか。特区に金は付けない。これは改めての確認事項でござ

いますが、そうした中で地域再生に金をどのような形で付けてインセンティブを

与えていくか。これについてのキーワードは「自由度」と「成果主義」である。

補助金の統合というのも１つの方向であるけれども、それだけでよいのか。自由

度と成果主義を高めるための新たなものについても、引き続き知恵を出し合うと

いうことなのではないかと思います。成果については引き続き議論しまして、骨

太の方針に可能な範囲で反映させていくということかと存じます。 

規制改革に関して、総理。 

（小泉議長） 先ほど金子大臣と話したんだけどね、今、経産省だけでも商店街で各

課別に難しい規制があるんだな。あれだけじゃなくて、同じ省内の同じ課でもあ

る。更に子どもの問題なんで文科省と厚労省、幼保だけじゃない。それとさっき

話ししたところによると、環境省、国土交通省、公共工事でも実にあっち行かな
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きゃならない、こっちに行かなきゃならないとあるんだ。それは資料を見ただけ

でもう見るのが嫌になるぐらいあるよ、法律の。これは改正するのは大変だけど

ね、一括で考えて、うまく地方の裁量権を拡大するようなことを考えていただき

たい。金子大臣にちょっとぶち上げてくれと言っているんだ。そうすると、各役

所からばっと反対が出るから、なお論点が整理されるからいいだろう。それをや

ってください、きちっと。 

それから、宮内議長も言った官製市場の改革ね、これはわかりやすく、こうや

った方がいいというのと、反対論が出た方がわかりやすい。賛成論と反対論をわ

かりやすく、どういう点がと浮き上がらせておいた方がいい。それでまとめて結

論を出していきましょう。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

それでは金子大臣、宮内議長ありがとうございました。 

（金子臨時議員、宮内議長退室） 

○社会保障制度改革について

（竹中議員） それでは、坂口大臣お待たせいたしました。ありがとうございます。 

それでは、社会保障に一部関連する問題として、今日、谷垣大臣から財政制度

審議会でとりまとめられました「平成17年度予算編成の基本的考え方について」

の資料の提出がございます。簡単に御説明をお願い申し上げます。 

（谷垣議員） 一昨日、財政制度等審議会で貝塚会長からお手元にお届けしておりま

す「平成17年度予算編成の基本的考え方について」を御提出いただきました。 

この建議では、１つは２０１０年代初頭における基礎的財政収支の黒字化、そ

れからもう一つ、潜在的国民負担率50％程度をめどに政府の規模の上昇の抑制、

この２つの方針を確固たるものとするために、平成17年度の予算編成においても

引き続き歳出改革路線を堅持して、国債発行額を極力抑制する、そうして財政を

持続可能なものとするための制度改革を強力に推進すべきである、こう言ってい

ただいております。 

こういう考え方に基づいていろいろ提言をいただいているわけですが、例えば、

社会保障では、年金、医療、介護等を総合的にとらえて、負担の総量の抑制につ

いて明確な目標と時間軸を国民に明らかにして改革に取り組むことが必要である。

具体的には、社会保障給付費について中期的目標を定めて、これと整合的に制度

改革を推し進めて毎年度の歳出を抑制すべきである。 

それから、国と地方につきましては、国・地方の行財政改革に関して、国と地

方の意思疎通を図るとともに、国民へのわかりやすい説明に努めるべきである。 

    それから、公共事業では、景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の

水準を目安に、引き続き着実に重点化・効率化すべきである。 

それから、文教・科学技術関係では、義務教育費国庫負担制度について、地方

の自由度を更に拡大するための改革を推進すべきであるなど御建議をいただいて

おりまして、ぜひこの内容を「基本方針2004」に反映させていただきたいと存じ
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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。 

それでは、坂口大臣から、資料に基づきまして御説明をお願い申し上げます。 

（坂口臨時議員） どうも御無沙汰をいたしております。 

それでは、「社会保障制度改革等について」という厚生労働省が出しました横

長のものでございますので、これを少し中心にしながら、時間は５分ぐらいです

か。 

（竹中議員） ５～６分でひとつお願いできれば、後でまた議論させていただきます

ので。 

（坂口臨時議員） この中にも書いてございますが、現在、年金制度改革に取り組ん

でおりまして、参議院の方で今やっているところでございますけれども、今回の

年金制度改革の影響を織り込んで社会保障の負担と給付を見てみますと、2025年

の社会保障の給付の方は対国民所得費で、前回計算しましたものに比較をいたし

まして、2.5 ポイントほど少ない29％になります。そして、年金、医療、福祉そ

の他の費用に係る比率が、今まで５：３：２と言っておりましたけれども、年金

の方向が下がってまいりまして、医療の方が少し膨らんでいるようで、４：４：

２というぐらいに今の形ですとなる見込みでございます。それが２ページにござ

います。前回の見通しでございますと31.5％でございましたが、今回29％になっ

ています。これは給付の方でございます。 

それから３ページ、負担の方でございますが、社会保障にかかわります負担に

つきましても、今回の年金改革で対国民所得費で前回と比較しまして、３ポイン

ト少ない29.5％、29％か1/2 ％となる見込みでございます。しかし、これは今の

法律が通ったらの話でございまして、通るということを前提にして申し上げます

とこういうことになります。 

社会保障全体の見通しでございますが、これは介護の問題や医療の問題もある

わけでございますので、これらを総合的に見なければなりません。先日、年金改

革法案の衆議院通過に際しまして、これは与野党と申しますか、与党と民主党と

の間の合意等もなされておりまして、その直前に日本経団連、連合等が総理のと

ころを訪問されまして、そして、いろいろ合意された問題もございます。今後、

有識者の皆さん方を加えまして、全体としてこの社会保障の給付と負担、そして

税と保険料、そうしたものをトータルでどう議論をしていくかといったことをつ

きまして、今後更に煮詰めをしていくということになったわけでございます。ま

た、衆議院、参議院におきましては、それぞれの厚生労働委員会に小委員会をつ

くりまして、各党間で議論をするといったようなことも決まっているところでご

ざいます。 

こうした状況でございますので、かなり議論をしていただく場が増えてまいり

ました。それをどう整理今後していくかという問題があるというふうに思ってい

るところでございます。 
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それから、４ページにつきましては、「介護保険制度の見直しについて」まと

めたものでございます。介護保険につきましては、来年改正時期になるわけでご

ざいますので、今年いっぱいと申しますか、今年の秋ごろまでには、その内容を

まとめなければならないというふうに思っておりますが、現在の状況をかいつま

んで申し上げますと、介護制度の利用者はかなり増えてまいりました。しかし、

その増えてまいりましたのは非常に軽い人たち、要支援とか要介護１といったよ

うな軽度の人たちが非常に増えてきておりまして、そして、増えてきている割に、

その皆さん方が介護を受けてよくなっていただくといいんですけれども、余りそ

この前進が見られない。受けてはいただいておりますけれども、とんとんと悪く

なっていくケースが多いということでございまして、もう少し軽いところ、ある

いはまた予防的措置のところを今後どうしていくかということが大きな問題点の

１つになるだろうというふうに思っております。 

それから、できるだけ在宅介護を選択していただかなければならないわけでご

ざいますが、それを国民の側が選択しやすい環境をどう作るか、整理をするかと

いったことも今後の課題ではないかというふうに思っております。 

それから、その次が次世代育成支援対策の課題でございまして、５ページでご

ざいますが、一番左側にございますように、「新エンゼルプラン」、「待機児童

ゼロ作戦」、「次世代育成支援対策推進法」、いつものとおりの文字を並べてお

りますけれども、出生率の下げ止まりと申しますか、下がり止まりと申しますか、

まだ見えないわけでありまして、子どもと家庭の環境が更に加えて悪化して虐待

等が増えてきている。ここを一体どうするかという問題がございます。せっかく

生まれたのに虐待するというようなことがありまして、この問題は、ただ単に子

どもだけにとどまらせず、昀近は高齢者に対する虐待、夫婦間の虐待と様々な形

で広がりを見せております。家庭というものをどう見直していくかという、もう

少し広い中で子育ての問題、そして子どもを産み育てられる環境をどう考えてい

くかといったことが必要ではないかというふうに思っております。 

それから、「『人間力』の抜本的強化」、これは若干労働の方とも関係するわ

けでございますが、地域的に雇用環境の良いところ、悪いところがかなりはっき

りと見えてまいりました。例えば北海道でありますとか九州、それから近畿、こ

うしたところで非常に悪いところがあるわけでございます。沖縄は言うに及ばす

でございますけれども、そうした地域ごとの対策というのを、やはり立てなけれ

ばならない時期にきているというふうに思っております。全国一律ではなくて、

もう少しきめ細かな対策が必要ではないかというふうに思っている次第でござい

ます。 

地域におきまして、市町村におきましても、かなりこの雇用対策に取り組んで

いただいているところが増えてまいりました。増えたがゆえに、多少あちらでも

こちらでもということが起こっておりますけれども、しかし、規制改革をいたし

まして、それぞれの地域でもおやりいただけるようにいたしましたので、ある意

味ではいいことではないかというふうに思っている次第でございます。 
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その後につきましては、これは民間議員の先生方からこの後御指摘をいただく

のだろうというふうに思いますが、予算制度の改革と今後のあり方の問題をどう

するかという問題がございます。先ほど申しましたように、年金、医療、介護を

トータルで見ましたときにどうするかという問題につきましては、これはいわゆ

る給付が義務付けられているものですから、そのときの社会環境や経済環境によ

りまして、随分ここは影響を受けるわけでございますので、一度法律を決めます

と、なかなかそこは変わりにくいというところがございます。そうした問題をど

うするかということがございます。給付の削減か、利用者負担の増加かといった

選択を迫られることになりますので、そこはひとつ慎重な御審議をいただければ

というふうに思っております。 

それから、先ほども少し出ておりましたが、潜在的国民負担率の問題がござい

ます。前回にも少し申し上げましたけれども、ここはこれから先、消費税の問題

が社会保障の問題としても出てくるだろうというふうに思いますが、消費税を含

めた負担額、そのときに、この国民負担率でいきますと、分子の方には間接税が

入りますけれども、分母の方には入らないというようなことがございまして、そ

うしたところをどうしていくかということで、もう少し消費税も含めた負担のあ

り方というものを御議論いただく必要があ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。 

三位一体につきましては、前回も少し申し上げましたが、半分は厚生労働省関

係の補助金でございまして、大変大きな額を抱えております。いずれも、市町村

からは余り喜んでいただけないものばかりを持っておりますので、ここをどうす

るかということは、来年の大きな課題ではないかというふうに考えている次第で

ございます。 

それから、現在、年金改革に絡みまして、社会保険庁の問題がございます。い

ろいろな形で社会保険庁の問題が出ているわけでございますので、ここは大改革

をやらせていただきたいというふうに思っております。人の配置の問題にもそれ

は取り組まなければなりませんし、いわゆる地方で、何と申しますか、社会保険

庁に昀初から入られた方と厚生労働省の方から行く人、そうしたところも、私も

十分わかりませんけれども、何かやっぱり少し断層ができているのではないかと

いう気がしないでもございませんで、そうしたところの人事の交流でありますと

か、優秀な人材は引き上げるといったようなことも含めて、少し見直しを行わな

いといけないのではないかというふうに思います。 

議員の年金等で大変皆さん方に御迷惑をかけたりいたしておりますが、社会保

険庁の取扱い方、医療、年金に対します取扱い方ということにつきましても、も

う一度見直しを行わないと、どこからでも、誰でもアクセスできるというような

ことではいけないというふうに思っております。これは麻生大臣の方からいろい

ろ御提案をいただいておりますので、そうしたこともよく十分注意をしてやって

いきたいというふうに思っている次第でございます。 

以上、誠に簡単でございますけれども、急いでさらりと触れさせていただいた
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ところでございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、民間議員からペーパーが出ており

ますので、吉川議員。 

（吉川議員） それでは私の方から、民間議員４名の名前が書いてあります「社会保

障制度の総合的改革に向けて」という、この紙に沿いまして説明させていただき

ます。 

現在、年金の改革が行われているわけですが、社会保障については、ぜひとも

抜本的な改革を行う必要がある。社会保障は、言うまでもなく国民の関心が非常

に高いテーマであります。 

まず第一に強調したいことは、個々の制度改革と併せて年金、医療、介護、生

活保護、雇用保険等を一体としてとらえる、こういうことであります。さらに、

社会保障を一体として考えるということは、二重の意味で一体ということだと思

います。１つは社会保障の中に年金もある、医療保険もある、介護もある、これ

はばらばらではなくて、それを全部一緒にして考える。その方がいいという意味

でありますが、実はもう一つの意味があります。それが以下に書いてあることと

関係するわけですが、社会保障は大変重要な制度であって、サイズも大きい、経

済に与える影響も大変大きいわけであります。したがって、社会保障の問題とい

うのは、経済全体の中で考えなければいけないということですが、これは、私は

理屈としてはそんなに難しい理屈ではないと思います。要は年々歳々一国、日本

なら日本でつくり出したもの、付加価値、所得、それを超えていろんなことに使

うわけにはいかないということにつきるわけです。全体は決まっている。それが

経済全体で言いますと、国内総生産（ＧＤＰ）あるいは社会保障の場合には、そ

こから資本減耗とか間接税を引いた国民所得で議論されることが多いわけですけ

れども、どちらにしても、要は年々歳々一国でつくり出した以上のものは全体と

しては使い得ない。これは当たり前の理屈であります。 

さて、何に使うか。大きく言えば３つある。食べる物、着る物、住むところ、

それぞれの人が自分で稼いだものの中から使うもの。それから政府が供給するサ

ービス、これには安全・安心もあるでしょう、外交もあります。そうした政府の

サービス。それから昀後に、社会保障があるわけです。この３つのものに国全体

で生み出した所得をどのように使うか。これは自ずからバランスがあるのだろう

と思います。バランスをとらなければいけない。われわれの問題はこれに尽きる

ということだと思います。 

具体的なことはこの紙に書いてあります。社会保障の給付はたくさん給付がで

きればいいにこしたことはないわけですが、給付をするためには負担が伴う。ま

たたった今申し上げたとおり、社会保障の規模というのは経済活動に影響を与え

る、こういうこともございます。先ほど坂口大臣から数値目標、潜在的国民負担

率の問題が出ました。これは長いこと、政府の中でも議論されてきました。わか

りやすい例を挙げれば、例えば酒量をコントロールしなければいけないというと

きに、どうやってコントロールするか。普通誰でも何かわかりやすい数値を考え
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るのではないでしょうか。 

ところで、そうした数値、例えば一日何合とか決めたときに、その数値をちょ

っと超えると健康を損ねる。逆にその数値より低ければ必ず健康かと言われれば、

それはそう単純なことではないでしょうが、しかしながら、そういう数値がなけ

れば酒をコントロールするということはなかなか難しい。要するに数値目標とい

うのは、コントロールをしていくとき、つまり先ほども申し上げたとおり、経済

全体の中で民間が使うところ、政府が使うところ、そして社会保障三者のバラン

スをとっていくときの１つの知恵として数値を使うということであり、それは賢

明なことだと思います。これは自然なことであって、だからこそ、政府でもそう

いうことを議論してきたんだと思います。

そのときに、その数値からちょっとずれると経済にどういう影響を与えるのか。

そういうことがほんとに言えるのかというような議論をくり返すのは、余り生産

的ではない。要は全体の大きなバランスをいかにとっていくかということだと思

います。社会保障に関しては、やはりバランスをとることが大切だと多くの人、

財界の人も、あるいは労働者、そういう人たちも皆関心を持っているわけです。

それを何らかの数値目標を用いてコントロールしていかなければ、現実問題とし

てできないだろうと思います。 

さて、そのバランスをとるとき、この紙の３番目に書いてありますが、とりわ

け、社会保障の改革を進めるに当たっては３つの視点・基準ということで考えて

いくことが重要だ。１つは効率性ということがあると思いますし、２番目に公平

性ということもあります。それから３つ目として選択の自由（多様性）というこ

と。これ自体が大きなメリットを持っているわけで、成熟した経済、社会の中で

は、選択の自由というのが大変重要だということだと思います。 

わかりやすい例で言えば、着る服が大切だ、必需品だといっても同じような服

を政府が国民全員に与えれば、それでハッピーかといえば今の日本のような経済

社会では、誰もそれが良いとは思わないでしょう。なぜかと言えば、選択の自由、

多様性、自分で好きなものを選ぶということ、それ自体が大きなメリットを持っ

ているからです。 

いずれにしても、この効率性、公平性、選択の自由という３つの基準を頭に置

きながら、大きなバランスをとっていくことが大切だ。以上、述べたようにその

意味で社会保障制度の改革というのは、二重の意味で一体的に改革することが大

切だと我々民間議員は考えております。 

具体的にそうした意味での総合的改革に向けて、平成16年度中に、つまり今年

度中に論点整理を、今申し上げたような一体的な立場から諮問会議の場で進める

必要があるのではないか、われわれはこのように考えております。 

論点としてさらに具体的に申し上げますと、それぞれのサービスについて公的

に給付すべき範囲のあり方、それから社会保障給付費における年金、医療、介護

のバランス、それから制度間調整、さらに、これは大臣からもお話がありました

が、税と保険料を合わせた負担をどのようなところにもっていくか。また、中期
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的な観点から社会保障給付費について目標を定めて、それと整合的に毎年の歳出

総額を抑制する。これも数字を挙げるのはおかしいという議論もがあるんですが、

先ほど申し上げたとおり、数字なしだとなかなか実際にコントロールできないで

すから、そうした数字がどういう意味を持つんだということをいつまでも議論し

ているのではなくて、その数字に合わせて全体をコントロールしてバランスをと

っていく、これは大切なことだと思います。 

それから、保険料の徴収体制を抜本的に見直して税との一元徴収などを検討す

る。これは坂口大臣からお話がありましたが、社会保険庁はやはり問題だと思い

ます。率直に言いまして、多くの国民は社会保険庁は今まで何をしていたのか、

そう思っている人が多いのではないかと思います。 

これは既に坂口大臣から大改革を行うというお言葉があったんですが、我々と

しては、まさにそうした大改革を行うために、例えば、民間から長官を任用する

ということも１つ考えられるのではないかと提言しております。そもそも今の社

会保障制度は非常にわかりにくい。これは３年間民間議員が言って来たことの繰

り返しになりますが、社会保障の個人会計が必要なのではないか。 

政府としても番号をそろそろ考えてもいいのではないか、このように考えてお

ります。社会保障に関する各制度の間の整合性を保つためには、法律の体系化、

これも必要である。昀後に国際的な社会保障協定、これは違った国で二重払いに

ならないように、そういうようなところもきちんと詰めていくことが必要だとい

うことであります。 

「２、」以下は個別の制度改革について書いてありますが、年金、医療、介護、

それから生活保護、それぞれ論点がありますが、時間の制約がありますので、後

ほど読んでいただければと思います。 

１つだけ。医療制度改革につきましては、先ほど宮内議長から規制改革との関

係で混合診療のお話がありました。その点については、我々民間議員も大変重要

なポイントであって、今後日本の医療システム全体、それから公的な医療保険の

改革を考える上でも、政府として真剣に考えるべき論点だと考えております。以

上です。 

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

ます。麻生大臣。 

（麻生議員） 財政制度審議会について、これは財務大臣に対する建議という話なの

だろうが、資料「平成17年度予算編成の基本的考え方について」の21ページとい

うところを見て、政府開発援助（ＯＤＡ）の（２）と（３）のところに、いずれ

も予算規模の削減ということが書いてある。これは海外経済協力何とかというの

をここで主催されましたけれども、いろいろ御意見の出たところでもありますの

で、財務省に設置されている一審議会の意見として承知しておけばいいのだろう

が、何となく経済財政諮問会議の認可を得ましたなんていって、これがひとり歩

きされるのはかなわんというので、ちょっと気になりましたので、一言だけ言わ

せておいていただきます。 
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私のところで言わせていただければ、この坂口先生のところも基本的に三位一

体のことが書いてあるんですが、先生御存じのように、地方には全然裁量の余地

のない行政分野があります。例えば生活保護とか、あれは国が基準を全部細目ま

で決めておりますし、それから、医療も診療報酬なんていうのも国が全部決定し

ちゃいます。そういった意味では、制度運営の現場を預かる地方自治体に更なる

責任を担っていただくという言葉が入っているんですが、裁量権と責任はセット

で考えなければならないにもかかわらず、ただ責任だけをポンと地方に移管され

ても地方は対応ができないという点は昨年末議論になったところでもあります。

財源等々、これはいろいろ税源移譲の話と全部絡まってまいるところだとは思い

ますけれども、地方の裁量権の議論やら、財源の話と一体的にやっていただかん

となかなか難しいだろうなというのは率直なところです。 

（竹中議員） 坂口大臣に後でまとめて御議論いただくことといたしまして、ほかに

もし御議論がございましたら。谷垣大臣。 

（谷垣議員） さっき吉川先生から説得的なお話がありましたので、簡単に申します

が、ぜひ数量的な目標を社会保障の中にも入れていただくということが私は必要

だと思います。財政全体をコントロールしていくためには、やはりここがひとつ

天王山じゃないかと思います。それから、潜在的国民負担率50％ということにつ

いては、今までもいろいろな審議会と政府の方針の中にずっと書き込まれてきて

いることでありますので、これをちょっと外しますと、全体の姿勢が後退したの

かなというようなメッセージを与えかねないんじゃないかと思っておりますので、

やはり、これも必要なことじゃないかと思っております。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 坂口大臣のお話で、私どもは１つ社会保険庁の問題、これは先ほど事

業運営の改善というペーパーをお示しいただいたんですけれども、基本的な認識

が余りにも現実離れしているのではないか。ＢＳＥの事件が起こったときに、食

糧庁は組織改編を大幅に行って統廃合したわけですね。それぐらいの重みのある

今の事態なのだろうと思います。この１年間を振り返りましても、まずは社会保

険料の使われ方、グリーンピアをはじめものすごく問題点を指摘されました。あ

るいは車の購入費等が国民の批判を浴びたということはあったわけでありますし、

あるいは地方から徴収事務を社会保険庁に移管した途端に徴収率が下がるといっ

たような非効率な問題を一体どうするんだというような指摘もございました。 

（麻生議員） 下がっているんです（笑）。 

（本間議員） 徴収率が下がった。失礼いたしました。下がって、その効率性そのも

のが問われたということがあるわけですね。社会保険庁、徴収の部分のところは

ともかく、社会保険庁のサービスの部分のところで個人に対し情報を一体どの程

度きちんと提供し、あるいは払っていない方々に対する対応をとっているんだと

いうような問題もございました。 

更には大臣が、私、テレビを拝見いたしましたけれども、個人情報のリークも

含めてモラルハザードが起こっているのではないか、という議論などもある。こ
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ういうことを考えますと、この程度の認識では私は全く不十分だ。これは抜本的

に組織改編論をやっ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番目の問題は、潜在的国民負担率というのは、これは過去におい

て問題点や使われ方については十分我々は議論してきたのではないか。しかも昨

年、「基本方針2003」で閣議決定もしておるわけでありまして、それを改めてま

た持ち出して、使われ方も含めての有り様について問題提起をしているというの

は、如何なものか、というのが私の印象であります。 

とりわけ、この50％という数字には私は２つ意味があるんだろうと思います。

１つは時系列的に政府の規模がどのぐらいになっているかということの１つのメ

ルクマールであるということであります。その点で分母の部分のところと分子の

部分の扱い方、これは消費税を含めて間接税の入れ込み方をどうするんだとか、

あるいは海外からのネットの所得の受け入れをどのように扱うのか、これはＧＤ

Ｐ等の間の乖離でありますけれども、それは統計上うまくつなぎ合わせれば十分

にこの指標というのは私は活きてくるんだろうと思っております。 

しかも、昨年この問題について、国民負担率と経済の活性化の問題についてい

ろいろ御議論がございました。これらに因果関係があるかどうかということが言

われたわけでありますが、それをしっかり受け止めて、内閣府は政府の規模と経

済の成長率について極めてロバストネスな頑健な実証研究、つまりＯＥＣＤの15

か国の中で、やはり大きな政府になればなるほど経済成長率というのは落ちると

いうことを検証しております。もちろん、細部に至ってまだ検討すべき点はあろ

うかと思いますけれども、私はそういうようなことを考えてみましても、潜在的

国民負担率というものを、これをきちんと１つの政策軸に置いておくということ

が重要だろうと思います。 

それは単に、終局の政府のサイズということだけではなくて、精神的に今２つ

の意味があるという２つ目の点でありますけれども、50％というのは、資本主義、

市場経済において政府部門が50％を超すというのは、これはある意味では論理矛

盾みたいな部分があって、民間経済こそが主役であるということは、五公五民と

いうのが上限だと、こういう精神的な意味合いを持っているわけでありますので、

ぜひ、ここは軸としては外すことはできないんだろうという具合に思います。 

しかも究極的な50％の目標だけではなくて、それに向かって制度というものを、

先ほど吉川議員からお話が出ましたけれども、制度が法律で義務付けられている

からどうしてもコントロールできないというお話は、短期的にはあり得る話だろ

うと思いますけれども、常に経済の実力と制度の有り様というものをきちんと結

び付けていくという中期的なプロセス管理というものは、これは十分我々が意識

しておかなければならない。目標年次のすぐそばで急激にやろうとしても、これ

は不可能なわけでありますから、毎年毎年、あるいは３年から５年のスパンの中

で、経済の実力と制度の見直しを不断に行っていくことが重要であろうと思いま

すので、その意味で我々は社会保障制度を総合的な負担という観点でとらえ、そ

してそれを中期的なスパンの中で工程管理をしていくという二重の意味で施策目
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標に掲げている。こういうことだろうと思いますので、ぜひ、我々の意図すると

ころをおくみ取りいただきたいという具合に思います。 

以上です。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。奥田議員。 

（奥田議員） 私どもは実は、医療、それから介護、年金の問題ですが、この問題に

ついては、総理にもお願いをしたんですが、本当の真意は、やはり１年で年金を

完璧に仕上げるということは多分できないんじゃないか、そういう感じを持って

いるわけです。これはその後１年ごとに医療もやる、介護もやる、そういうこと

になっているが、結局、総合的に制度改革をやるということになれば、党の税制

大綱で出ました平成19年の税制の抜本改革、消費税も含めて関連する制度、全貌

をもう一遍見直す、こういう記述があったんですが、多分うまくそこでやってい

ただけるんじゃないかということで年金法案に付則を付けて、あれは通ったと。

そういう考え方を厚労省の方も多分、持っているんだろうと思いますが、そこら

あたりの話を一遍坂口大臣がどのようにお考えになのかお聞きしたいなと、そう

いう気持ちを持っています。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 非常に根本的な問題で、社会主義経済体制をとるのか、市場経済、民

間主導をとるのかということを昭和56年以来議論してきて、今、本間さんが言っ

た五公五民というのが昀高限であって、かつては四公六民といって４割が限界だ

と。それを超えると必ず一揆が起きるというのはずっと歴史から言われている話

で、土光臨調でも45という数字を設定してきたわけです。それがこうやって50と

聞きますときに、しかも社会は福祉は無条件に昀優先だという時代から、今ぐら

いに社会福祉行政に対する国民の不信感が高まっている時代はないと思うんです。

この時代の流れをくみ取ることが民主主義であります。 

小泉総理は３年前に、はっきり民間主導型の小さな政府、市場経済をとるんだ

という宣言の中に「改革なくして成長なし」ということをはっきりおっしゃって

いる。細かい議論はいっぱいあるけれども、基本はそこにあるわけです。それを

採択するなら、昀高限五公五民であって、基本的には四公六民を目指すぐらいの

気概を持ってやらないといけない。社会福祉は非常に重要です。現状の経済にか

なり満足している国民は、未来に対する不安を解決するのが大事なことは百も承

知の上で、しかし、未来に対する不安への対応は五公五民、四公六民の範囲の体

力の中でやるしかしょうがないんだと。 

それで財政審も書いているように、名目成長の範囲以外のことはできないとは

っきり自覚して、マイナス表現はいっぱいあります。高齢化もあるし、少子化に

もなる。税収は減るかもしれないけれども、そこで工夫しながらどうするかとい

うことが政治の決断であって、法律がこうなっているからこうであると。それは

法律を変えればいいのであって、この経済財政諮問会議というのは、そういう根

本的な中長期にわたる大きな決断をするために、こういう素人も入って、民間人

の気持ちも入って議論している。民間というのは論を待たないので、会社の存立

 18




 

 

   

   

 

 

平成 16 年第 11 回 議事録 

を昀優先する。郵貯の民営化のときにもありましたが、初めから利益が出ないよ

うだったら民営化なんて意味がないというのと同じように、会社の存立条件、経

済の範囲の中しかできないということが民間経営者の基本でありました。 

民間経営者の立場から言うと、すべての予算が名目成長の範囲内でしか上がっ

たり下がったりできないということは当たり前のことで、更に減らしていかなき

ゃならんことだってある。ただ、はっきり言えることは、安全と安心に関しては

費用がこれから増えてくるという国際情勢、治安も防衛もサイバーテロもいろん

な問題が出てきた。これは残念ながら割くことができない昀優先の課題、国家の

基本的な責任と権利であります。 

そういう項目が立ったときに、本間さんや吉川さんがおっしゃるように、厚生

行政に対する時代認識にかなり我々との間に落差があり過ぎるという印象を持ち

ました。坂口大臣が社会保険庁の記者会見でテレビで激怒されている姿を見て、

その苦悩のほどは十分私は共鳴しているし、大臣もおわかりだと思いますけれど

も、しかし、全体としての今日のペーパーを見て私は愕然とした気持ちでありま

して、もう少し時代の要請というもの、改革なくして国の存立はない、というこ

とを我々は遵守していきたいというふうに思います。以上であります。 

（奥田議員） もう一遍いいですか。 

（竹中議員） では、手短にすみません。お願いいたします。 

（奥田議員） 再度念押しするようですが、正直言って、今の国民、特に我々実業界、

会社とかそういうところでいろいろな人と付き合うわけですが、ほとんどが昀近

の年金問題について白けているという感じなんですね。またかというような感じ

で、またマスコミがそれをめちゃくちゃ書くということですから、この際、済ん

だことは早く打ち切って、新しい制度改革に向けて我々は今進むべきであって、

ここで立ち止まっておったら、これはどうにもならない。例えば払っていない人

でもお金がないわけじゃないんですから、未納の分は払ってしまうということで

終わってしまって、早いところ、ああいう論議は国民の頭の中からとらないと、

参議院選挙も投票率が今の状況だと非常に落ちるんじゃないかと思うんです。と

もかく非常に国民の気持ちが冷えきってさめているという、それは考えておかな

きゃいかん。それは結果的に言うと、社会保障の制度は非常に難しい、わからな

い、そこのところに問題があるので、できるだけああいう問題は早く片づけて新

しいわかりやすい社会保障制度をつくる。それが一番大事じゃないかと思います。

（竹中議員） 坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） いろいろな御意見が出たわけでございますが、昀初に麻生大臣の

ところから三位一体の改革において、財源移譲と一緒に、いわゆる自由度をどう

広げるか、という話でございます。これはなかなか、自由度を広げてもらいたい

が、実現が大変なものも実はございまして、例えば生活保護の問題が１つ今出て

おりますけれども、生活保護の基準をそれぞれの都道府県にお任せするといった

ら、「それは勘弁してくれ」という話に多分なるんだろうと思うんです。それは

それでお切りいただくのなら、それは１つの方法だと思うんです。その辺のとこ
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ろをどうするかという問題がございますので、ここはよく相談をさせていただい

て、渡せるものは渡したい。 

医療の問題も今やっておりますが、例えば、保険料等につきましては、その地

域の医療費の度合い、それによって保険料は都道府県単位なら都道府県単位でお

決めをいただく。医療費が非常に少ない県は、例えば長野県のようなところは保

険料を下げていただき、高いところは高くしていただくということはいいのでは

ないかと思っておりまして、そうしたことで現在見直しを進めているところでご

ざいます。ただし、これは都道府県単位に一応するという前提の話でございまし

て、ここもなかなか今度は、知事さん方は受けぬとおっしゃるものですから、こ

こをどうするかという問題がございます。三位一体の問題としましては、そうし

た問題が実はございます。できる限り地域の特性というものを生かしていけるよ

うなことに医療費も含めてやっていかなきゃいかんというふうに思っているとこ

ろでございます。 

それから、社会保険庁の問題につきましては、これは過去の問題と現在の問題

と両方あるわけでありまして、過去のグリーンピアの問題については、社会保険

庁や旧厚生省にも問題があったと思いますけれども、これは国会においてやれや

れと言ったことも事実でございます。衆議院で３回、参議院で３回と附帯決議を

付けまして全会一致で決めて、私が国会に出させていただきました昀初のころは、

与野党そろってやれやれの大合唱だったわけであります。その当時のことを全部、

社会保険庁におまえの責任よと言うわけにもいくまいというふうに思っておりま

すけれども、しかし、現時点における社会保険庁のやっていることについて、私

は改革しなきゃいけない点が多いというふうに思っております。 

財源の問題として、年金の中から車代や、あるいは職員の宿舎を直す費用を一

般財源から出すのか、それともどこから出すのかという話があって、今は１年延

ばしになっておりますけれども、一般財源よりも年金の中から出してくれという

ふうに割り振りになっている。ここを来年からどうしてもらおうかという話だと

思っております。黒い車が何台あるといったって、黒い車も中には要ることもあ

るわけでありますから、ここはそうした問題が含まれております。 

社会保険庁全体で、今１万5,000 人ぐらいでございましょうか。その中で医療

保険と年金と両方やっているわけであります。いわゆる国税と一緒にやっていた

だくという話もあるわけでございますが、国税が使っていただいている範囲と、

それから社会保険庁がやっている範囲と、範囲はべらぼうに社会保険庁の方が広

いわけでありまして、数倍広いんじゃないかというふうに思います。ただし、社

会保険庁のやっている内容は、広いですけれども、中は単純なんです。みんな一

緒のことをやったらいいので、そんな難しいことをやっているわけではない。こ

このところをどんなふうにこれから進めていくかということにつきましては、こ

れは完全に一体になるのか、それとも部分的に一緒にできるところはやっていた

だくようにするのかいろいろあるだろうというふうに思っております。 

しかし、約１万5,000人の職員を国税庁に移して再教育し、社会保険庁をなくし
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て、全部国税庁でということにしても、なかなかそこは難しいんだろう。そこを

一体どうするかという問題がございます。ここはＩＴ化をどう進めるかというこ

とによって、どう人件費を削減できるかという問題がございます。 

それから、社会保険庁に関しましては、いわゆる前回の改革で国が持つという

ことに決めたのが、今から言えば甚だ問題であったというふうに思いますけれど

も、しかし、決めてしまったことでありますから、市町村で今まで徴収してもら

っていたのを社会保険庁の方で徴収するという割り切り方が大変問題であったわ

けですけれども、今はそれを言っても始まらない。これをどんなふうにして各市

町村に対して、徴収するということに対して人を使うかということだろうと思い

ます。パートみたいな形で地域の役場に勤めてお辞めになったような人にお手伝

いをいただいてやるかとかいろいろなことを考えなきゃならないと思いますけれ

ども、そういうことではないかというふうに思っております。これも検討しなき

ゃならない問題であります。 

それから潜在的国民負担率50％の話、いろいろございまして、私も50％とか、

55％とか、45％とか、その数字に反対をしているわけではございませんが、その

ときには税も一緒にやってくださいよと。社会保険料だけではなくて、税の話も

一緒にやってもらわないと、これは一方的になりゃしませんかということを私は

申し上げているわけであります。 

それから、奥田議員から出ました附則に今度入れました問題等につきましては、

これは今回の年金改革法案は年金改革で負担と給付、いずれにいたしましても、

どんな制度にいたしましても負担と給付はつきまといますし、そして少子・高齢

化社会の中でどれだけ負担をし、どれだけ給付ができるかということであります

から、これ以外に私は方法はないというふうに思っておりまして、ぜひともここ

は今国会の中で通していただきたいというふうに思っておりますが、それで済み

になるかといえば、そうでもないだろう。 

総理にも御指摘いただいておりますように、更に一元化ができるのならば、そ

れは一元化の方向で、どんな一元化の方向があるのかということもございますし、

それから、前回ここで去年の暮れでございましたか、一度出させていただきまし

たけれども、個人単位か世帯単位かという問題も残っているわけであります。そ

の辺のところの整理をどうしていただくかということが年金問題としては大きな

課題であるというふうに思っております。 

しかし、社会保障全体としてとらえていく。負担と給付を全体として見ていこ

う。そして、その給付ではなくて、負担の方は税と保険料と自己負担との割り振

りをどうするかということに尽きるわけであります。その辺のところは、年金だ

けを考えてもいけないし、医療だけを考えてもいけない。全体的に見て、そこを

どれだけの割り振りにしたらいいかということを決めていただく必要があるので

ないかというふうに思っておりまして、一応、与党の方で税も平成19年という数

字が昨年末に出ましたから、それに合わせた形で全体をおやりいただく。今から

３年ぐらいのスピードでございますか、少なくとも２年ぐらいでやって、その後
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制度をどうするかという問題もあろうかと思いますけれども、結論は２年ぐらい

で付けていただくスピードでないといけないというふうに思っている次第でござ

います。我々もそうした課題につきましては賛同をしているところでございます。

大体以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは簡単にとりまとめをさせていただき

ます。 

社会保障の問題については、やはり今この時期に国民の間での信頼性を高める

ための努力は極めて重要であるということ。それとの関連で、この社会保障を総

合的に考えていく必要がある。この点では多くの方々の意見が一致していると思

います。また、これをやはり何らかの数値目標を踏まえてしっかりと制御してい

くことが必要である。その１つの方法として、既に閣議決定した潜在的国民負担

率というようなものをやはり参照にするというのは意味があることであろう。税

も含めてこういう議論をするということであるならば、これは意味があるであろ

うということにつきましても、意見の一致があったということだと思います。 

年金に関しては、給付と負担が重要であり、それを踏まえて、体制、制度、体

系の問題を進めていく。これはまさに諮問会議での既定の方針であろうかと思い

ます。 

もう一点、社会保険庁につきましては、坂口大臣御自身が大改革が必要だとい

うふうにおっしゃって、民間議員からも厳しい御指摘があった。そこで、これは

やはり社会保険庁改革の非常に重要な好機だと思われます。民間の議員からは税

との一元徴収をやはり考えるべきだ。ガバナンス強化の観点から民間人を長官と

して登用してはどうかという話もございました。こうした点も含めて、これは時

間のかかる問題と急ぐ問題とあろうかと思いますが、比較的短期のガバナンス強

化といったところにひとつ絞って、比較的短い期間で坂口大臣にお考えをおまと

めいただいて、またこの場で御議論をいただくというのはいかがでございましょ

うか。この問題は国会での議論もありますので、そのタイミング等については、

総理、官房長官、坂口大臣とよく御相談をさせていただきたいと思います。 

（小泉議長） 話は今国会で民主党と合意ができた野党協議会、年金を早く成立させ

て、その議論に持っていかなきゃならないんだけれども、社会保障というのは実

に関心が大きく、また関連する問題が広いので、民主党が対案を出しているけど、

年金一元化１つとったってこれは大変ですよ。就業形態、この一元化だっていざ

やり出すと、納税者番号１つだって反対論が出るんです。しかも、民主党は年金

の目的消費税、これは今話しているとおり、年金だけじゃ済みませんよ。医療と

介護も入ってくる。税は五公五民がもう限界だと言うけど、江戸時代は五公五民

で一揆が出たけど、それはお上だけとっちゃって、民に施さなかったからですよ。

今は税金を払っている人は少ない、払っていない人が多いんだから、それでみん

な施しているんですよ、社会保障を。だから痛くもかゆくもないわけです。どん

どんとってくれ、ある人からとればいいじゃないかという議論になってくる。こ

れは歯止めをかけた。いい例が消費税を目的税にしようと言ったときに反対した
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のは福祉団体じゃないですか。一定の枠をはめなきゃいけない。というのは、福

祉を拡充するためには消費税を上げなきゃいけないとの話に対し、「嫌だ。ほか

からとってこい。」と。枠をはめるのだって大変ですよ。そういう広い問題があ

るから、早く与野党協議に持っていくためにも、この国会で早く成立させてそっ

ちへ持っていきたいんだけれども、枝葉のことでがんがん騒いでいるけど、ここ

は耐えて野党協議と総合的にやらなきゃいかん重要な問題だと思います。 

（坂口臨時議員） 耐えるところはしっかり耐えておりますけれども。 

（小泉議長） お互い耐えている。痛みに耐えてやっているんです。 

（坂口臨時議員） 痛みに耐えてやっておりますけれども。 

（小泉議長） 言うのは簡単だよ。世論調査みたいに年金一元化は賛成が多い。いざ

具体論を出したら、ぱっと反対論が出てくるんだよ。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。坂口大臣どうもありがとうございまし

た。 

（坂口臨時議員退室） 

○「基本方針2004」に向けて・「新産業創造戦略」について

（竹中議員） あと時間が余りなくなってきたのでありますけれども、急いで骨太方

針の素案について、事務局から御報告をさせていただきまして、その後、中川大

臣から御報告をいただくことになっております。御報告を手短にお願いいたしま

す。 

すみません、お手元の素案、昀後のページが欠落しているということでありま

すので、大変申し訳ございませんが、今配らせていただいております。 

それでは、小平統括官お願いします。 

（小平内閣府政策統括官） それでは、今、昀後のページ、大変申し訳ありませんが

お配りさせていただいておりますが、簡単に御説明を申し上げます。目次は、こ

の前申し上げました骨子を更に詳しくしたものでございます。 

４ページのところでは、「日本経済の現状と課題」ということで民需主導の景

気回復を達成した日本ということで、下の方には改革成果の拡大と集中調整期間

の仕上げということで書いてございます。 

５ページに移っていただきまして、「集中調整期間」から「重点強化期間」へ

ということで３行目の後ろの方から、その期間におけるデフレからの脱却を確実

にして、基盤の重点強化を図ること等が書いてございます。 

次に６ページに移っていただきまして、６ページには「構造改革とその目指す

ところ」ということで基本的な考え方をまとめてございます。真ん中の「このよ

うな」というところから始まりますところに、ただいま議論のございました潜在

的国民的負担率につきまして書いてございます。これは昨年の「基本方針2003」

と基本的には全く同じにしてございます。 

次に７ページに移っていただきますと、第１部でございます。「第１部 『重

点強化期間』の主な改革」ということで、「官から民へ」、「国から地方へ」と
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いうことで、（１）が郵政民営化の着実な実施、（２）の規制改革につきまして

は、今日の御審議を踏まえて、これからつくらせていただきたいというふうに思

っております。 

（３）が地域の真の自立でございます。三位一体の改革につきましては、これ

から作成いたしたいというふうに思っております。 

８ページに移っていただきまして、「予算制度改革の本格化」ということで、

①のところに平成17年度から重点化する予算すべてに成果目標を明示する、ある

いは公会計の整備というようなことで書いてございます。下の方は、モデル事業、

政策群でございます。 

９ページに移っていただきまして、特別会計改革ということで、それぞれの性

格に応じて年内に改革案を策定するというようにしてございます。下の方が行政

改革でございます。 

10ページに移っていただきまして、10ページの上の方には、府省間の人事交流、

官民交流、その次に統計等が書いてございます。（４）が税制改革、それから下

の方でございますけれども、（１）に将来の人口減少下での成長戦略を諮問会議

において平成16年度中に取りまとめるということにしてございます。 

   11ページに移っていただきまして、11ページ、「『人間力』の抜本的強化」で

何点か書いてございます。下の方、社会保障関係は本日の審議等を踏まえて、こ

れから原案までに作成、提示をさせていただきます。 

次に13ページに移っていただきまして、13ページからは第２部でございます。

昀初のところは「地域再生」でございますけれども、「地域再生支援策の拡充」

につきましても、これからということでございます。下の方、農業、建設業、観

光戦略等について書いてございます。 

14ページには雇用政策・人材育成政策でございます。 

   15ページのところに「新産業創造戦略」、真ん中の（２）のところに公正取引

のためのルールの強化ということが書いてございます。 

あと17ページ以降は第３部でございます。この19ページ一番昀後の下３行のと

ころに、新規施策の計上に当たり、既存施策の廃止・縮減を行う。これを予算見

合いの原則というようなことで進めたらどうかというふうにしてございます。 

（竹中議員） それでは関連いたしまして、中川大臣から新産業創造戦略について御

説明いただきたいと思います。 

（中川議員） 今まで過去２回中間報告をさせていただきましたが、「新産業創造戦

略」という大部のものができました。これは吉川議員にはとりまとめを、大変御

苦労でありまして、やっていただきましたことをこの場をお借りして御礼申し上

げます。 

これは大部のものでございまして、その概略という20ページぐらいのものがご

ざいますが、色刷りの２枚で御説明をさせていただきます。 

結論を言えば、世界に冠たる技術力と人材力を生かして、国民・世界のための

産業を国内でまた再生、そして発展をさせていこう、10年、20年先を見据えてや
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っていこうということでございます。80年代のアメリカのヤングレポート、ヤン

グというのは御承知のとおりヒューレッドパッカードの会長さんのお名前ですが、

それにちなんで、私は勝手に「Ｎレポート」、日本レポートあるいはニューレポ

ートというふうに呼びたいと思っております。 

一番目の一番下の革新技術（ナノテク、バイオ、ＩＴ、環境）と伝統技術、こ

の前実験をして余りうまくいきませんでしたが、からくり人形とか、組紐とか、

醤油の発酵技術が火星探査機に応用されたとか、そういうもの等をうまく活用し

て、そして燃料電池、情報家電以下の７分野で2000年時点で200 兆円のものを2010

年では300 兆円、それが2020年、2030年というふうに更に増えていく。これは産

業から見たことでございますけれども、それが国民的なニーズに合致すると同時

に、これは３年や５年や10年ではキャッチアップできないぐらいの技術水準を維

持していこうということでございます。 

そのためには、言うまでもなく、産学官の一体とか、地方と中央との一体であ

りますとか、それから右の方で、そのためのインセンティブといたしまして、産

業人材の強化ということで、本当のことを言いますと、家庭教育、社会教育から

始まって、ものづくりとか、人づくりをやっていきたい。子どものころに竹トン

ボをつくるとか、そういうところから始めていきたいというふうに考えておると

ころでございますし、また人材投資、人材育成のための投資という意味では、資

金面も税制面も含めて考えていかなければいけないのではないか。 

また、高齢者という問題、先週ＯＥＣＤに行って高齢者の人材活用の企業にお

ける資産的価値という提言をしてきたところでございますけれども、日本におけ

る大事な人材力というものを活かしていきたい。先日も申し上げましたが、マイ

スターとか、フランスのＭＯＦ、この間オーストラリアの料理でマイスターとい

う称号を若い日本人が得た。これは大変な名誉ある称号、名誉と実力を伴った称

号だそうでありますけれども、そんなようなものを、例えば、かんな削り日本一

とか、金型世界一の称号とか、そんなものを名実ともに与えていくような、そう

いう顕彰制度みたいなものもある意味では誇りと自信を与え、それから後世代へ

の人材育成にもなる。 

たまたま昨日「プロジェクトＸ」で運慶の仁王像の修復をやっておりましたけ

れども、800 年の時空を超えて、同じ技術を集大成したチームが復元したという

ことをやっておりましたが、あんなものは大変なことでありまして、くだんの宮

大工さんたちが大変な巧みの技を持っていたということが証明されたわけでござ

います。 

それから右の２番目として「知的財産の保護強化」ということで、やはりいい

技術、いいノウハウは守るべきは守る。また、公開するべきは公開するというこ

とで企業秘密、あるいは知的財産はきちっと保護すべきものは保護をすると。技

術流出の防止を徹底的にやる。アメリカの場合には、御承知のとおり産業スパイ

法とか、エクソン・フロリオ条項とか大変厳しい。例の遺伝子を盗んだとか盗ま

ないとか、現実問題、あれはアメリカの都合でもってどうでもなるようなものを、
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日本もあそこまでは激しくはやりませんけれども、守ることなくしては、私は自

信と進歩はないのではないかと思う。担保が必要ではないかと思います。 

それから、研究開発の重点化ということであります。日本の実情を２ページで

１つだけ御紹介させていただきますが、例えば情報家電分野というのは、御承知

のとおり日本が強いと言われておりますけれども、どこが強いかというと、組み

立てている、いわゆる我々の目につくシャープや松下電器ではなくて、実は強い

部分というのは、川上の部分が日本は強い。電子材料とか製造装置とかいったも

ののシェアは日本が圧倒的に強い。ところが、いざ組立段階、製品段階、大衆消

費財的な段階に来ると、実は海外の方が圧倒的に強い。このギャップというのは

何を意味するかというと、技術の流出であり、あるいは製造の海外への流出であ

り、したがって、雇用の喪失につながっていくということでございますから、川

上から川下へ強い部分は一貫して国内でキープをしていく。

一部先端産業は日本に戻ってきて、日本の中で雇用と周辺産業、部品あるいは

また部材産業を、材料産業を含めて集積されて、また戻ってきているということ

もございますので、そういうものを重点７分野、ビジネス支援みたいなソフトの

ものもございますけれども、基本的にはものづくりということで、20年先、30年

先を見据えたこういう「新産業創造戦略」というものをやっていきたいというこ

とでございます。 

いずれにしても人づくり、そしてそのバックアップとしては予算と税制、法制

度等々も極めて重要なポイントがあるということを、特に谷垣大臣には御理解を

いただきながら押し進めていきたいと思います。 

以上でございます。ありがとうございました。 

（竹中議員） 今日はもう時間がなくなってしまいましたが、素案に関しましては、

今日の議論も含めて更に書き込みをいたします。各省に今御議論をお願いしてお

りますので、どうぞ、いろんな御意見をお寄せいただきたいと思います。 

（麻生議員） １つだけ。この三位一体の改革はものの見事に何も書いていないとこ

ろが非常に印象的でいいところで、なかなかうんちくのあるところだと思って、

先ほどあうんの呼吸で、これはいかなきゃいけないところだと思っているんです

が、この前申し上げたように、御存じのように、この骨太方針の中にこの話が書

き込まれるか書き込まれないかというのは、ものすごくでかい。したがって、こ

れを書き込まないことでずっと先延ばしにするという意図を何となく感じさせる

役所がありますので、嫌味を言っているんですけれども、そこのところだけはき

っちり谷垣先生、ぜひ早いところ結論を得るように頑張りたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） 工程を明確にする等、各大臣としっかりと御相談をして、次回原案を

出させていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。総理。 

（小泉議長） ようやく３年間で「成長なくして改革なし」から、やっぱり「改革な

くして成長なし」だという大方の理解を得てきたものですから、この路線を堅持

してやっていきたいと思います。 
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昀近、望ましい姿は、今まで外需じゃなくて内需拡大、そういう形が望ましい

となっているんです。設備投資と消費が増えているんでしょう、輸出よりも。そ

ういう方向になっているんだから、明るい兆し、この路線をどんどん進めていく

ために、これからもよろしく御協力をお願いいたします。予算、税制を含めてね。 

（竹中議員） それでは、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

（以 上） 
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