
 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

  

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 28 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  8 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 11 月 15 日(月) 17:31～19:09 

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 尾辻 秀久 厚生労働大臣 

同     村上 誠一郎 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）三位一体の改革について 

（２）予算編成の基本方針（事項案）について 

（３）規制改革（混合診療）について 

（４）その他 

3.閉会 

(説明資料) 

○地方財政計画・地方交付税改革に向けて（竹中議員提出資料） 

○三位一体の改革を推進するための地方税財政制度（麻生議員提出資料） 

○総務大臣提出資料に関する留意点（谷垣議員提出資料） 

○「平成 17 年度予算編成の基本方針」の事項案 

○「患者本位の医療」の実現のための「混合診療の解禁」 
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平成 16 年第 28 回 議事録 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料）

○いわゆる「混合診療」の解禁について（尾辻臨時議員提出資料） 

○“混合診療”解禁について（有識者議員提出資料） 

(配付資料) 

○「国と地方の協議の場」関連資料等 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年28回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

それでは、本日の審議ですが、まず三位一体の改革についてご審議をいただき

ます。続きまして17年度予算編成の基本方針、もうすぐとりまとめなければいけ

ないんですが、その事項案、項目について御説明をします。それから規制改革の

うち、今回は混合診療につきまして、尾辻大臣、村上大臣、宮内議長に御参加を

いただいて審議をさせていただきます。 

それでは、三位一体の改革でございますけれども、まず官房長官から、「国と

地方の協議の場」等における議論について経過のご報告をいただきます。 

（細田議員） 三位一体改革につきましては、10月22日のこの経済財政諮問会議の場

で御報告させていただいたわけでございます。その後、国と地方の協議の場につ

いては、10月26日に第４回目を開催して、公共事業関係及び総論的な事項等をテ

ーマとして議論をいたしまして、11月９日は第５回目、４大臣と地方六団体とで

三位一体の改革に関する意見交換を行っております。第５回目の議事要旨と資料

は席上に配付してございます。 

これまでの国と地方の協議の場等における議論を経て、10月28日に関係各大臣

から地方からの改革案についての検討結果を提出していただいた後、調整のため、

官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣、４大臣で会合を開催す

ることとして、これまで10月26日以降、10回にわたり総論について、また関係大

臣に入っていただいて各論について議論を進めております。４大臣会合で三位一

体の改革の全体像とりまとめに向けまして、積極的に政府内の調整を進めており

ます。 

また、総理からは、与党をはじめ関係者とも協議しながらとりまとめていくよ

うにとの指示を踏まえ、11月５日に三位一体の改革に関する政府与党協議会を開

催し、また先週の12日金曜日に４大臣と与謝野政調会長、公明党の井上政調会長、

あるいは柳澤代理、桝屋副会長で会議を開催するなど、与党とも協議を進めてお

るところでございます。 

これまでの総理指示に従いまして、内閣一体で取り組み、地方との協議も踏ま

えて、与党の協力を得ながら三位一体の改革の全体像をとりまとめていきたいと
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思っておりまして、当面11月18日を目指して精力的に努力してまいりたいと存じ

ます。よろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、今の御発言も踏まえまして、地

方交付税の改革についての議論をさせていただきたいんですが、後ほど麻生大臣

と谷垣大臣からそれぞれの詳細につきまして御意見がございます。 

私の方からそれに先立ちまして、１枚紙を用意しておりますので、御覧をいた

だきたいと思いますが、全体像のとりまとめに向けて、このような枠組みでさら

に議論を深めていってはどうかという趣旨であります。 

まず問題を２つに分ける。第１は、重点強化期間（平成17年度と平成18年度）

の地方財政計画のあり方について、これは地方の不安も相当あるようであります

ので、次の点を明確にしながら進めていってはどうか。 

第１は、補助金削減後においても、国は責任をもって地域において必要な行政

課題に対しては適切に財源措置を行う。これは「基本方針2004」に書いているこ

とでありますけれども、このことを改めて確認をする。第２に、2010年代初頭に

基礎的財政収支を黒字化することを目指して、国・地方の双方が納得できる形で

歳出削減に努める。結果として、交付税の額そのものも変化をするわけでありま

すけれども、当面の目標は、歳出削減をどうするかという点に絞ってはどうか。

第３に、税源移譲に伴う自治体間の財政力格差是正について、総務省が当面の対

応について早急に検討する。この点については後ほど麻生大臣から御意見がある

と承知をしております。 

その上で２番目の問題として、重点強化期間後の地方交付税のあり方、構造的

な問題については、国と地方の双方が削減努力を続けながら、平成18年度までに

①～④の取組を行って、平成19年度～21年度の３年間を対象とする地方財政ビジ

ョンを作成することとしてはどうか。これはこれまでの民間議員の議論等を踏ま

えた方向であると思います。そのための基本的な作業工程を諮問会議において、

今年中に明確化していってはどうか。 

項目としましては、①地方財政計画の内訳と積算根拠を明確化して、そのあり

方を再検討する。つまり、どこまで範囲に含めるべきかというようなことでござ

います。②地方財政計画の計画と実績の乖離があるというのは事実でありますの

で、それを適正にしていく。③三位一体改革や税制改革を踏まえて、地方交付税

の配分ルールを再検討して、財政力格差是正のための新たな仕組みをやはり何ら

かつくっていかなければいけない。④不交付団体の割合をどういうふうに拡大し

ていくのか、どういう時期に拡大するのかという工程を明確にしていく。こうい

う枠組みで議論をしてはどうかというふうに思っているところでございます。こ

の点も踏まえまして、総務大臣、財務大臣から御意見をいただきたいと思います。

麻生大臣お願いいたします。 

（麻生議員） 	最初の竹中先生のペーパーですけれども、上の３つの平成17～18年度

のところにつきましては、後ほど御説明申し上げます。交付税改革の方向は、基

本的には私の提案に沿ったものにしていただければと思っているんですが、平成
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18年度まではこの方向だというので結構だと存じます。 

重点強化期間後の交付税のあり方についてですけれども、これは平成18年度ま

でに、今、三位一体改革の成果がどんな形で出てくるか、ちょっとまだでき上が

っていないのが１つ。それから地方六団体も、この問題についてはきちんとした

ものを出すと言っておりますので、それを今年中に明確化というのは、ちょっと

あと一月しかありませんので、これは今年中というところが難しいと思っており

ます。 

その①、②、③、④と書いてありますが、①のところにつきましては、「積算

根拠を明示し」というのは、本間先生のお好きな話なんだと、私の記憶ではいつ

もこれを言われるんですが、「枠」でというお話を何回か説明しております。こ

の点に関しましては、この積算根拠を明示して、今度は財務省が査定するおつも

りなんですかね。地方の話を財務省が査定するために積算根拠というイメージな

のかなという感じがします。その意味では、この税がどう使われているかという

ことに関しましては、今年度も決算を積極的に開示するということで例年より早

く年内に決算を開示したりしておりますので、そういうところで示したいと思っ

ております。 

②の地財計画につきましては、適正計上を行うということで、私どもの方は異

存はありません。 

次に新たな仕組みをということが書いてありますが、③については平成19年度

以降の税源移譲の規模とも密接に関係する話だと思いますので、そういう新たな

仕組みを必要とするような税源移譲の規模になるのかどうかというのがちょっと

わかりませんので、このところは新たな仕組みを必要とするかどうかの是非を含

めて検討する必要があると思います。 

次に不交付団体の割合、これはたしか前回人口割合で話がついたと思っており

ますので、④については、資料で「人口割合」の「人口」が脱落したのか、新た

にまたもう一回「人口」じゃなくて、不交付団体の割合でなさるのかというとこ

ろがちょっとよくわからぬところなので、そこのところは、人口割合を３分の１

とすることで話が終わったと思っております。以上が今いただいた紙に対する私

なりの意見です。 

それでは、お手元に配付させていただきました「三位一体の改革の推進のため

の地方税財政制度」を見ていただければと存じます。 

１ページ目に６つ書いてございますけれども、この紙なんですけれども、最初

にぜひ確認をしておいていただきたい。11月13日の土曜日に一部の新聞で、いず

れも私が出しました交付税改革のペーパーが金曜日の日にマスコミにリークされ、

財務省の反論を含めて土曜日に掲載されたんでしょう。こういった重要なタイミ

ングでこの種のことがおこるのはルール違反である。このようなことが度々ある

と、情報は出せないということになりますよ。そういった意味では以後慎んでも

らいたい。ぜひお願いを最初に申し上げておきます。 

それでは、６つのところに書いてございますので、２ページ目に進まさせてい
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ただきます。「財政力格差の拡大への確実な対応」ということで幾つか書いてご

ざいますけれども、基本的には、そこに書いてありますとおり、今フラット税制

しようとしております話が書いてあるんですけれども、10％の比例税率にさせて

いただきたいと思っておるということが書いてございます。 

次に、法人事業税の分割基準の見直しというのが書いてありますが、これは恐

縮ですが、５ページに飛んでいただいた方がわかりやすいと存じますが、その下

の箱ものの書き方を見ていただくとわかりやすいと思いますが、上に書いてある

ものの、線の上の方は、これはいわゆる税で補助金が削減されても賄える富裕な

団体、富裕という表現がいかがなものか、とにかく豊かな団体ということになる

と思いますが、下が賄えない交付団体というように分けさせていただきます。現

行の個人住民税のシェアで税源を移譲した場合には、裕福なところは約1,600 億

円増収ということになります。そのうち、東京が約800 億円持っていかれること

になる。そこで10％の比例税率化をいたしますと、５％、10％、13％とあります

ので、東京は13％の方が非常に多いということもありますので、このやり方をい

たしますと、豊かなところが約1,000 億円というものに、総額で1,600 億円から

1,000 億円に減るということであります。東京は800 億円が約300 億円に減ると

いう形になります。さらに法人事業税の分割基準見直しというのを書いてござい

ますが、法人事業税というのは、簡単に言えば、東京では銀行、金融関係の業界

は、社員の数と事業所の数というものを２分の１ずつにしておられますが、これ

を全就業者、仕事、例えばゼネコンで言えば地方に支店をいっぱい持っているけ

れども、社員は１人しかいないとかというのも、これは全部一律銀行と同じよう

なやり方でさせていただきますということをやりますと、法人事業税の分割見直

しというのをやらせていただくと、簡単に申し上げますと、５ページのところで、

東京が０ということになります。地方はその分だけ増えるという形になりますの

で、こういった方で、少なくとも今回の３兆円に限り基準財政収入額に算入する

と、これは確実に調整ができる一つのやり方として、こういった方法が考えられ

る。 

ページを次におめくりいただければと思います。３ページ「地方交付税による

適切な財源調整」というのが書いてあると思いますが、これは交付税というもの

で、財源措置を図るために、税源移譲に伴いまして、これは約30％、9,600 億円

ぐらいの交付税原資が減少をすることになりますので、そういった意味からいき

ますと、これを何らかの形でうめてやらなきゃいかんというところであります。 

先ほど申し上げたような、５ページのような手口をやると、この手口がこれで

うまくいきますと、ここのところはきちんとおさまるということを意味しておる

数字であります。交付税原資の法定率分の減少につきまして、確実な補てんの措

置を講じるというのが今申し上げたようなことであります。 

その次に、ただ平成16年度のように交付税が大幅に減になったということにな

りますと、今申し上げたようなことは全然意味をなさなくなることになりますの

で、重ねて申し上げますが、平成18年度までの三位一体改革の間は、国と地方と
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の信頼関係を特に配慮させていただいて、早期に中期の地方財政ビジョンの議論

を行わさせていただいて、基本的には2010年初頭のプライマリーバランスの黒字

化に向けて頑張らせていただくということをこの前申し上げたとおりであります。

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長入室） 

（麻生議員） ページ４につきましては、東京の偏在というものをここに書いてござ

いますけれども、こういった形で現行シェアでやった場合どうなるかというのは、

先ほど申し上げたとおりでありますので、これは不交付団体というものに対しま

して、今のようなやり方をしますと、東京は4,800 億円ということになります。 

それをこれは個人住民税の10％比例税率でやった場合は4,800 億円が3,000 億

円になる。その次に「国庫補助負担金の廃止」と書いてございますが、東京は国

からの補助金は2,400 億円いっておりますから、私はこの数にはかなり驚いたん

ですが、東京も2,400 億円の補助金をちょうだいしておられますので、そうされ

ますと、３兆円の比率でいきますと、3,000 億円から2,400 億円を引きました残

りの600 億円ということになります。ここで、法人事業税の分割基準の見直し等

による調整を行う。 

そうすると、残りは先ほど申し上げたような800 億円の数字のようになり、交

付団体間におけます財政力格差の拡大に対しては交付税の算定を通じて適切に対

応するということを意味しております。 

５ページにつきましては、先ほど申し上げたとおりでありますので、交付団体

の間もこういった措置によりましてならすことができるということであります。 

次に中期ビジョンというのが６ページ以降に書いてありますが、中期ビジョン

については、これは数年間のタームで地方財政の姿に関するガイドラインを明示

するということを最初に言っておりますので、これは定率減税やら何やらいろい

ろ出てくると思いますが、歳出の見直しと税の増収、税の増収というのは、いわ

ゆる定率減税とか、見直しとか今言われております。景気もよくなっておりまし

て自然増もあろうかと思いますが、そういったものが出てくるんだと思っており

ます。 

そして、そういったものを積み重ねてきて、将来的には、これは法定率分の再

セット、これは国税五税の話を含めていろいろあろうかと思いますが、中長期的

には、地方財源の安定化を図るということがこういったことなんだと思っており

ます。 

ただ、こういったときに、何となくそういった話だけ出てくるときの条件とい

うのは非常に大事なところだと思っているんですが、条件整備として、これは国

の公共事業とか、社会保障というものの姿がしっかり出てこないと、また投資経

費と経常的経費の決算乖離の同時一体的な是正などというのも含めましてやらな

いと、中期的なものはなかなか出てこない。これは竹中大臣がよく言われるとお

りなので、このとおりに私どもは考えております。 

次に７ページに関しては、中期ビジョンのイメージとして、これはよく本間先

生からもこういう御指摘をいただいた、歳出のところは２つ書いてございますが、
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歳出のところで今、投資的経費というものが減ってきて一財ベースですが2.6兆円

乖離しておるではないかというお話をよくいただいた。こういう形になりますと、

一般行政経費の逆かい離が約2.5 兆円という数字になっておりますので、トータ

ルで話をさせていただかないといかんと思いますので、次の列の歳出のところで

見ていただくとわかりますように、一般行政経費というものの数が、率というか、

枠が増えてその分だけ投資的経費の枠が減った形での歳出というものが是正され

ると、こういった形できちんと是正される。差が1,000 億円の話でありますから、

是正してスタートラインをきちんと作ることだと思っております。 

そしてさらに中期ビジョン、平成17年度以降につきましては、歳出の更なる合

理化というのが必要なんだと存じておりまして、給与に関しましては、今、地財

計画計上人員を警察官等々を大幅に増強しながら、かつ純減で１万人、純減とい

うのが今の実態ということもぜひ御理解をいただき、約１万人ずつの純減をずっ

と行ってきておるというところでありますが、国家公務員の定員削減計画の考え

方に準拠して一定人数ずつ純減し、そしてそのほかに、この中に書いてあります

ように、一般行政経費とか、国の投資的経費、これは先ほどビジョンと一緒にな

るところだと思いますが、公共事業等々と横並びに、一定率ずつ抑制していくと

いうようなことをやっていって、当然、一般行政経費の中には社会保障にも含ま

れておると、こういったものも含めて歳出の更なる合理化をやっていくというこ

とだと思っております。 

（尾辻臨時議員入室） 

（麻生議員） 次に８ページに書いてございますが、「地方財政計画策定に対する４

原則」ということで、少なくともよく言われますように、①については、仮試算

の策定なんかで、少なくとも地方財政予見可能性を向上させるというのは非常に

大事な話でして、この間のような災害とか、大きな景気変動、経済変動はちょっ

と別に考えさせていただいても、こういったことをやるべき。 

②の透明化につきましては、これは決算の乖離やら何やら、先ほど申し上げま

したように、早くきちんと情報を開示する形によってやらせていただくにしても、

地方とも話をさせていただかなきゃいかんところだと思っております。 

③のルール化につきましてですけれども、これはここに書いてあるとおりの同

時一体的に投資的経費と経常的経費の乖離をやっていかなきゃいかんというので、

これはルールをきちんと見直すというところなんだと思います。この決算かい離

への対応を行った上で、中期地方財政ビジョンを策定して、国の歳出と合わせま

して、地方歳出を見直すということになろうと思っておりますので、一般行政経

費を一定率ずつで抑制してきますとか、一定人数ずつ純減させていきます。これ

は事実今、そういったようなことをやらせていただいております。 

そして国の補助の廃止や削減に飛びまして、当然のこととして、国の関与が廃

止・縮減ということになっていこうと思いますので、地方歳出の抑制も、それに

合わせて不可欠のところだと思っております。 

④のマクロ経済に合わせてという話は、これは確かに「基本方針2004」に載っ
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ていたと思いますので、名目ＧＤＰの伸び率以下に抑制するということを書いて

おります。 

９ページの「交付税の算定方法の簡素・透明化」については、これも前に御指

摘をいただいたところだと思いますが、少なくとも算定方法は、簡素化に着手す

るように命じております。人口だけというのではいかがなものかと思いますし、

また、努力していろいろ頑張ったら途端にその分だけ交付税で返せというような

ことを言って取り返すというのでは努力する意欲もあんまりわきませんので、そ

ういったものを含めていろんなところを変えなきゃいかんところだと思っており

ます。 

「算定プロセスへの六団体の参画」というのは、今少なくとも地方六団体とい

うものは、知事にしても、県にしても、市にしても、町村にいたしましても、い

ろいろこういったものが一方的に決められるんじゃなくて、我々もぜひ参画した

いということが出ておりますので、良い意欲だと思いますので、今まではその気

もなかったのが、こういった意欲を示すだけでも大した進歩だと思いますし、私

どももいいことだと思って、こういったものにぜひ参画をさせたいと思っており

ます。 

「行革努力が報われる算定」というのは、先ほど申し上げましたとおりに、努

力した経営者が市町村の経営努力をやって、大いにコストを下げたら、その分だ

け交付税を減らされたというのでは、やる気も起きませんので、そういったとこ

ろは見直さなきゃいかんところのではないかと思っております。 

10ページの「偏在性の少ない地方税体系の構築」ということが書いてございま

すが、現状で今見ていただくとわかりますが、税収全体が約75兆円だと思います

が、そのうち地方税の歳入構成比等々見ていただきますと、今、国税、地方税の

比率は57対43になっております。今回仮に３兆円の税源移譲というものができ、

10％の例のフラット税というのができると、この57が54に下がり、43が46に上が

るということになります。 

中期的には、私どもは地方税の歳入構成比を５割というものを目指している。

そのためには、偏在度の少ない税目などのウエートを高める必要がある。下に横

線で書いておりますが、これを見ていただいたらわかりますが、地方消費税とい

うのは2.5 兆円、今５％のうちの１％ですから2.5 兆円、それが裕福なところ、

東京都と沖縄県を比べていただきますと、1.8 倍しか地方消費税には差がありま

せん。法人２税と言われる事業税等々でいきますと、これは６兆円、東京の方が

5.4倍沖縄に対して倍率が高いということでもありますので、こういった意味では、

地方税制を改革するに当たってはぜひ御理解をいただければと思っております。 

11ページのところは、この間の人口割合の話でちょっと申し上げましたが、こ

の割合でいきますと、平成16年度現在でこの比率を見ていただくとおわかりのよ

うに、今市町村数で不交付団体、交付団体の割合をこういった感じになるんです

が、33％と３割に仮に達成したとしても、市町村数からいったら8.0 ％しかなら

ないというのが実態でもあります。そういった意味からいきますと、私どもとし
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ては、これはいかにもと思いますけれども、東京とか巨大なところがあるのに対

してという比率からいくと、数からいきますと、こういうことになります。 

人口でいきますと、大体日本じゅうで今70％以上の方が５万人以上の市に住ん

でおられるということになって、残り25％から30％程度の方は５万人以下の町村

に住んでおるというのなんですが、市町村数の数からいきますと、これは逆に75

対25ぐらいの比率になって、そういったのが小さな市町村とどでかい東京都の差

の間が非常に大きなことになります。 

今市町村合併を進めているが、3,100 ありました市町村は、今2,600 を切りま

した。私のサインをしたところでは2,500 台まで下がってきておりますけれども、

いずれにしても、そういった数でありますので、人口割合というのも勘案してい

ただかないと、これは町村数だけでやりますと、こういったようなことが続くん

だと思っております。 

（村上臨時議員入室） 

（麻生議員） 最後になりましたけれども、先ほど御指摘のありました乖離状態の話

につきましては、ここの12ページに参考資料等を出させていただいておりますけ

れども、従来は、年明けに提示することになっておりましたけれども、今、こう

いった御要望もあることだからということで概数でいいから出せということを私

が指示して、従来は年明けの提示でありましたけれども、今年度はこういった形

で14年度の決算が年内に出した。これはこの提示の一つの例でありまして、先ほ

ど申し上げた一般行政経費6.9 兆、投資単独5.0 兆の一般財源のかい離の差がこ

ういった形で出ておるということを御理解いただければと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） 私からは「総務大臣提出資料に関する留意点」というペーパーを出し

ておりますので、お手元の資料の下線部を御参照いただきながらお聞きいただき

たいと思います。 

まず三位一体改革の補助金改革、それから税源移譲に伴う財政力格差の拡大の

問題につきましては、交付税の算定等により、しっかりした対応が必要でありま

す。総務大臣の今度の御提言は、大変工夫をしていただいておりまして、それは

大いに多としたいと思います。さらに検証するなど総務省において確実な対応を

お願いしておきたいと思います。なお、こういう財政力格差の拡大への対応と地

方財政計画の適正化とは、次元がちょっと違う問題でございまして、地方財政計

画の適正化は国民へのアカウンタビリティといった観点から速やかに実施すべき

であるというふうに考えております。 

次に、中期財政ビジョンについては、その中身が中期的に交付税総額をセット

しようとするというのであるならば、財源保障機能の温存・強化といった問題点

があって適切ではないと思います。むしろ、今後の不交付団体数の増加とか、財

源保障機能のあり方といったものを内容とするビジョンをつくるべきではないか

と考えております。ビジョンの策定には、関係府省との協議が必要であるほか、
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国の財政状況等も踏まえて毎年の見直しが必要ではないかと思っております。 

それから「決算乖離の同時一体的是正」について、次の２ページ目でございま

すが、「一体的是正」という記述がございますが、これは投資単独事業等の過大

計上部分を縮減・適正化に合わせて、何らの吟味も加えずに一般行政経費の増額

を図ろうとすることになるのじゃないか。しかし、一般行政経費の支出が計画を

上回っているのは、投資単独事業等の過大計上により措置された財源が結果とし

て充てられているものであって問題があると思います。一般行政経費は、これま

で経費の内容が明らかにされないまま大きく増加してきているという問題があり

ますので、まず現在の一般行政経費の計画計上額についても精査する必要がある

のじゃないかと。投資単独事業等の過大計上により措置された財源を充てている

部分についてまで、現に計画額以上に支出しているからという理由で支出額をベ

ースに一般行政経費の計画額を拡大することは地方財政のいたずらな拡大につな

がるのではないかと思います。こういう問題については、建設的な議論を行って

いくためには、まずは、一般行政経費の内訳や積算根拠を明らかにしていただく

ことが必要じゃないかと思います。 

それから、不交付団体の増加の目標ですが、人口割合ということで、３分の１

ということになりますと、団体数では８％ということになります。「基本方針2002」

で「９割以上の自治体が交付団体となっている現状を大胆に是正していく必要が

ある」とされたわけですが、目標を達成しても、相変わらず、団体数で９割以上

が交付団体ということで、目標として果たして妥当かという点は、これからも議

論が必要じゃないかと思うところでございます。 

それから竹中大臣の提出資料について若干所感を申し上げますと、１について

は、必要な行政課題に対する財源措置とは別の問題、先ほど申し上げたとおり、

地方財政計画の過大計上を速やかに17年度、18年度で適正化すべきと思っており

ます。 

２つ目の「・」ですが、小泉内閣発足以来の過去３年間、一定規模の歳出削減

を行っており、過去３年間の地方財政計画歳出の平均削減額は、△1.5 兆円、△

1.7 ％という実績がございまして、三位一体改革の本格化に伴い、改革のペース

を加速する必要こそあれ、ダウンするのは問題だと思います。 

次に、２の地方財政ビジョンについても、先ほど申し上げましたように、仮に

あらかじめ３年間の交付税総額をセットするものであるとすれば、適当ではあり

ませんので、いずれにせよ、竹中大臣御指摘のように、地方財政計画の内訳と積

算根拠の明示であるとか、過大計上の適正化を前提とする点は重要じゃないかと

思います。また、基本的な作業工程については、今回の地方財政対策の結果を踏

まえて検討することが適当ではないかと思います。 

それから過大計上の適正化に合わせて、何らの吟味も加えずに、一般行政経費

を増額することは、地方財政のいたずらな拡大につながるので適当ではないとい

うふうに考えております。私からは以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは手短にどうぞ御発言を賜り
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たいと思います。 

（本間議員） 両大臣から地方財政計画、地方交付税改革に向けまして、これまでの

内容を超えた御提案がございまして、私もそれを高く評価する点でありますけれ

ども、幾つかの点において御指摘をさせていただきたいというぐあいに思います。

１つは、今回の地方財政計画、地方交付税改革についての不信というのは、財

務・総務両方に向けられている部分が私はあるのだろうと思います。これは常に

予算編成の最終局面で、両省がアドホックベースでこれを決定し、必ずしも地方

に対しての情報提供等が不十分なままでのやり方というものが不信感を増幅させ

ているのだろうというぐあいに思います。 

私は重点強化期間の問題と重点期間後の問題、これは工程表も含めて、明確に

地方に対して説明していく必要があろうかと思います。この平成17～18年度の問

題については、三位一体とセットになっておりますけれども、確実に措置すると

いう部分のところと、国と地方が協力しながらプライマリーバランスを2010年超

で解消していくという両方をどのように整合的に行っていくかということをやは

り周知徹底する必要があるだろうと考えております。 

その点の工夫をぜひ、今後私は両省の議論だけでは、この部分のところは十分

に最終局面の中でやってしまう、テーブルの下でやってしまう部分のところがご

ざいますので、これはやはり諮問会議できちんと原理原則の部分のところと手法

の部分のところについて、明確に議論を俎上に載せていただきながら、まとめて

いくことが必要になってくるのではないかと考えております。 

その上で幾つか今後考えなければならない点があろうかと思います。それはフ

ローのプライマリーバランスの部分のところと、それからストック部分のこれか

らの返済の部分のところ、これも必ずしも明確になっていないわけでありまして、

ぜひ深掘りする形でここのところも議論をしていく必要があろうと思います。 

それから第二のポイントは、財政調整機能。これは三位一体の改革を行います

と、今、総務大臣の方から御説明がありましたけれども、より中長期的には、東

京問題も含めて考えなければならないところがございます。その連続性というも

のをぜひ意識しながらまとめていくという御努力を、この新しいルールの設定の

中でお考えいただきたいというぐあいに思っております。 

それからもう１つは、不交付団体の割合の問題でございます。これは基本方針

の中で、団体数にするのかあるいは人口数にするのか、過去に議論があったとこ

ろでございます。この問題について、人口で３分の１というのは、私は、いささ

かゴールとして低過ぎるというぐあいに考えておりますし、その工程の画一する

目標自身においても、まだ不明確な点もあります。その点でこの問題を、工程表

をきちんと今後議論する。これも経済財政諮問会議において議論するということ

が必要であります。先送りをしていくというのは、これまでのやり方でございま

すので、ぜひ私は、少なくとも考え方の部分のところについては、今年中に明確

にしながら、その手法についても、きちんとした工程の中で落とし込んでいくと

いうことを御努力いただきたいというぐあいに考えております。以上です。 
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（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 今の話の中で、「総務大臣提出資料に関する留意点」いうところで、

まず、改革のペースを加速しろという話が１番のところなんだと思うんですが、

少なくとも平成16年度では、実質的に交付税を2.9 兆円削減して財源保障機能の

縮小、前倒しに既に実施しているという点はぜひ忘れないでいただきたいと思う

んですね。そして、少なくとも私どもの知っている範囲では、財務省の一般歳出

は、平成16年度は増えたと思いますね。こっちは減っておるということになって

いるんだと思うんですが、平成17年度も地方歳出のスリム化には取り組むのは当

然なんですが、少なくとも平成17～18年度までは安定的な財政運営ができるよう、

いわゆる一般財源総額をきちんと確保しなければならない。これは3.2兆円の国庫

補助負担金の改革案を地方が出してきた中で、財政力の弱いところの措置が台無

しになりますので、これはそこのところの加速という定義がよくわかりませんけ

れども、そういう意味で疑問に思いました。 

それから中期財政ビジョンの策定というところで、中期ビジョンによって予め

交付税総額をセットすることは、財源保障機能の温存・強化となることだと書い

てあるんですが、これは国と地方が協力していろいろ財政再建とか、基礎的な財

政収支の見直しを前提としてやっていくんだと思っております。そういった意味

では、これは別に固定化することを意味するのではありませんので、計画的な見

直しというのをやっていって別に平成18年度、次は平成19年度、平成20年度とロ

ーリングとしてやっていけば良いのであって、その時々に応じた議論を行うとい

うことを否定するつもりは全くありませんので、そういった意味では固定するつ

もりはありません。 

それからその次ですが、①のところの地方財政計画の歳出を縮減することが中

期財政ビジョンを議論する前提というようなことがいろいろ書いてありますが、

そのほかにも、その後の（２）の①のところの投資単独の過大計上というところ

が書いてありますが、過大計上という話はないというのは前回申し上げましたの

で、「鶏が先か、卵が先か」という話なんだと思いますが、少なくとも平成16年

度国会で決められた地方一般財源の水準を前提にして、投資的経費と経常的経費

の決算の乖離というものを同時一体的な形で是正をしていくということは、先ほ

どの資料７ページで申し上げておるということであります。そうしないと、これ

は平成16年度の予算編成でえらい苦労した地方の理解は全然得られぬということ

になりまして、改革が前に進まぬということになろうと思っております。 

したがって、これは財源を増やすわけではありませんので、７ページでも御説

明申し上げたように、費目間の入れ換えということになろうと思いますので、明

らかに財源保障の対象外とすべきものについては、これは乖離の是正の対象外と

すればいいだけだと思っております。その実態というものを明らかにしていくこ

とがあろうと思いますし、地方決算の早期の開示ということは、先ほど資料の最

終ページで申し上げましたとおりでありますので、決算の早期の開示というもの

は必要なものだと思っておりますので、今後ともこの方向で検討させます。ただ
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何となく細目についてというと、財務省が地方の歳出の科目について、全部自分

らで査定をしたいという御要望があるとはとても思えませんが、隠しているとい

うような印象にとられるのは甚だ私どもとしては納得しがたいところであります

ので、情報としてはきちんと開示をしておりますという点も合わせて強調させて

いただきたいと存じます。私の方から以上です。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） ２点申し上げたいと思います。 

１つは、小泉内閣になりまして、地方財政計画歳出のペースというのは、平成

14年が1.7 兆円、平成15年が1.4 兆円、平成16年が1.5 兆円と、平均して1.5 兆

円ずつ削減してきたわけです。交付税が何兆円削られたという議論がありますけ

れども、あれはやはり税収なんかが上がってきまして、交付税は減らしても地方

財政計画全体でそのぐらいずつ削っても、交付税そのものはさらに減らすことが

できたということがございますので、これと同じような努力を求めるということ

は、地方団体にとっても十分対応可能ではないかと私は思います。 

それからもう１つは、そんな細かなところまで査定するのかという問題は、そ

ういうことではなくて、むしろ標準的な行政サービスじゃないかといって差額を

補てんするのであれば、それが何なのかということは明らかにする必要があるの

じゃないかということを申し上げているわけです。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。議論はいろいろ当然、ほぼ

エンドレスにあるんだろうと思いますが、特によろしゅうございますでしょうか。

時間の関係もありますので。 

それでは、今日の御議論は新たに付け加わった部分もありますし、今までの議

論を再度強調されたという面もあると思います。しかし時間的制約の中で、改革

の全体像のとりまとめに向けて、やはり合意できるところを明確にして、詰める

ところを詰めなければいけませんので、その趣旨で、今日私の簡単な資料を出さ

せていただきました。 

全体像のとりまとめの枠組としては、大きく平成17年、18年のものと中期のも

のを分けて考える、それぞれの項目を詰めていく、そういう枠組については、御

了承いただけるのではないかと思っております。したがって、今日の資料に沿っ

て、詰めるべきところは詰めていくというふうにぜひさせていただきたいと思い

ます。大きく合意がまだできていないところが３点あると思います。 

１つ目は、資料の１の２ポツに当たるところなんでありますけれども、どのよ

うな形でスリム化を図っていくかということに関しては、そもそも今のものが過

大計上かどうかということについて意見は分かれる。改革のペースについて、今

までのペースを緩めるべきかどうか、平成16年度の削減は前倒しなのかどうか、

ということについて意見は分かれる。国と地方はそれぞれ役割を十分担っている

かという点について意見は分かれる。しかしここは数値の問題でありますから、

引き続きしっかりと調整をしていくということだと思います。 

２番目はビジョンの性格といいますか、ビジョンに織り込むべき項目について
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は、まだ十分合意をしていないということだと思います。ただ、方向としては、

やはりこれを透明化していく、基準を明確化していくというのは１つの方向であ

ろう。計画に計上する対象をどうするかということをしっかりと議論していくと

いうのが１つの方向であろう。それぞれの項目を適正化するというのは議論の方

向であろう。格差を是正するために新たな仕組みについて議論をしていくという

ことも当然の方向である。今日、総務大臣からありましたように、頑張ったとこ

ろが報われるようなインセンティブを入れていくということも必要な方向であろ

う。そういうことをどこまで含められるかということについて、引き続き、ビジ

ョンの中身ないしは方向について議論する。 

（麻生議員） もう１点、新たな仕組みのところでやりますと、三位一体改革をやり

ますと、これは総務省の所管になろうかとは思いますが、これは県知事と市長と

が仲良ければいいが、そうではない知事もいる。知事ともめたところはどうにも

ならなくなって、地方分権だから、「総務省に言って来い」という話は通らんで

すよ。そうすると、今だったらどうするかというと、これは裁判所に訴えるしか

ないんです、今の方法としては。そうすると、いや、ちょっと待ってくれと、そ

んな話ではないだろうがというので、それをどこかで調整する、両方呼んで、お

まえ、ちょっとこれはやり過ぎだろうとか、裁判になるというような話じゃない

んですけど、両方権限を持つとえらいことになりますので、そういった意味では、

調整するというようなところは総務省なりどこかで持たしておかないと、地方で

は難しいことになりかねぬと思う。 

（竹中議員） 総務大臣の話は、私が申し上げた点に加えて、それぞれの制度の実効

性を担保するための何かの仕組みが必要かもしれない。そういうことも含める、

ということであろうかと思います。 

そして３番目の調整項目としては、不交付団体の割合は、人口３分の１という

ことで概ねの議論は進んでおりますが、今日それで十分かどうかという議論も出

されましたので、それについても引き続き議論するということだと思っておりま

す。 

そうした議論を通して最後に議論がありましたのは、これは総務省、財務省に

頑張っていただく話ではありますけれども、やはり、これはしっかりと目に見え

る形で、諮問会議の場等々も活用して目に見える形で、ぜひそのプロセスを貫徹

していっていただきたいという御提案。それと、やはり予見可能性という観点か

らしますと、中身の工程表ではありません、作業の工程表については、やはり何

とか全体像に示さないと地方は予見可能性を持てないと思いますので、総務大臣

が言われたように、なかなか難しい仕事ではあるかと思いますが、今日の時点で

は、今年中にそういったものをつくれるように努力するというようなことで合意

ができないかというふうに思っております。 

とりまとめに関しては何かございますでしょうか。 

それでは、ここまでに関してよろしゅうございますか。 

（小泉議長） いいです。 
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（竹中議員） それでは以上のような形でさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○予算編成の基本方針（事項案）について

（竹中議員） それでは、大変押しておりますけれども、簡単に予算編成の基本方針

の事項案について、事務局から、これは御説明だけでありますので、簡単にさせ

ていただきます。 

（浜野内閣府政策統括官） お手元に平成17年度予算編成の基本方針の事項案という

１枚紙が配られておりますので御覧ください。 

平成17年度予算編成の基本方針につきましては、概ね昨年と同様の日程で審議

を進めまして、今月下旬には原案をお示しし、12月初めを目途に諮問会議として

とりまとめていただきたいと考えております。 

本日、お手元に事項案をお示ししておりますけれども、基本的に昨年と同じ項

目立てで作成したいと考えております。 

Ⅰでは、平成16年度、平成17年度の経済、財政事情や構造改革の進展などにつ

いて記述をするということでございます。 

Ⅱでは、平成17年度予算の基本的考え方として、改革断行予算の継続、予算制

度改革、行政改革、税制改革などを記述するということにしております。 

Ⅲでは、歳出の見直しと構造改革の推進につきまして、１から４はいわゆる重

点４分野、５以降は主要歳出改革事項として社会資本整備、社会保障制度、地方

財政などを挙げてございます。以上でございます。 

（竹中議員） 	基本的には昨年と類似しておりますこのような方向で、特に御異論が

なければ、とりまとめのための努力をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いをいたします。 

○規制改革（混合診療）について

（竹中議員） それでは、尾辻大臣、村上大臣、宮内議長、大変お待たせをいたしま

した。「混合診療」について御審議をいただきます。 

「混合診療」につきましては、 ９月10日の諮問会議で総理から、「この『混合

診療』については、長い間議論をやっている。必要性を求める声が強いと同時に、

抵抗が一番強いところである。しかし、年内に解禁の方向で結論を出していただ

きたいと思っている。」、そういう御発言が総理からあったところでございます。

それを踏まえまして、御議論をお願いいたします。村上大臣よろしくお願いいた

します。 

（村上臨時議員） 	今、竹中大臣からお話ございましたように、規制改革・民間開放

につきましては、９月の諮問会議におきまして、規制改革・民間開放推進会議の

中間とりまとめについて御説明させていただき、御議論いただいたところでござ

います。その際、今お話がございましたように、11月ごろに議論の進捗について、

諮問会議に報告するようにとの御指摘をいただいておりましたので、本日、まず
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総理より年内に解禁の方向で結論を出すようにと御指示をいただきました混合診

療について御説明させていただきます。その他の課題につきましては、後日改め

て御説明させていただきたいと存じます。 

混合診療解禁の問題につきましては、推進会議において、年末の答申に向け、

厚生労働省と公開討論を行うなど鋭意審議を進めているところであります。その

詳細については、後ほど宮内議長より御説明いただきたいと存じます。 

要するに推進会議の主張は、中医協、この中医協については、そのあり方自体

大きな議論がありますが、これが自主的に対象の病院技術などを決定している現

行の特定療養費制度による対応では、患者のニーズに合った医療を実現する上で

十分でなく、包括的に混合診療を認めるべきだというものであります。現時点に

おいては、なお成案を得るに至っておりませんが、今後推進会議の議論を踏まえ、

閣僚レベル折衝を行い、さらに総理の御裁断も仰ぎつつ、混合診療解禁の方向で

結論を得たいと考えております。 

今後とも規制改革担当大臣として、具体的な成果を上げるべく、尽力をしてま

いりたいと思いますので、諮問会議議員の皆様方の御理解と御支援をよろしくお

願いします。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは宮内議長お願いします。 

（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。

ただいま村上大臣から御説明ございましたように、９月の諮問会議におきまして、

総理からの御指示をちょうだいいたしましてから世の中の関心が極めて大きくな

っております。しかし、一部には「混合診療」という言葉に対する誤解というよ

うなこともございますので、今日はちょっと、釈迦に説法でございますが、制度

の現状、議論の推移、論点のポイント、国民の声といったものにつきまして御説

明をさせていただきたいと思います。お手元の資料を御覧いただきたいと思いま

す。 

２ページ目を御覧いただきたいと思います。現在医療機関で診療を受ける際に

は、保険収載いたしました診療行為、医薬品などに対しまして、３割の自己負担

以外はいわゆる国民健康保険などの公的保険が適用される。診療行為には、いわ

ゆる保険診療というものと、すべて自己負担によって診療を受けます保険外診療、

この２つがあります。いわゆる混合診療とは、この保険診療と保険外診療を併用

するということでございます。この場合、現在の制度では、本来なら保険が適用

されます保険診療部分への保険適用が実は禁止されているというのが問題でござ

います。保険外診療を受けますと、患者は本来保険適用される部分もすべて自己

負担しなければならない。いわゆる混合診療禁止というのが本質的な問題でござ

います。 

換言しますと、毎月きちんと保険料を納めている国民から、保険を受ける権利

を奪う制度であるということで、憲法の平等原則とか財産権の侵害と、こういう

疑いさえもあるという形になっております。厚生労働省では、保険外診療につい

ては、医師法、医療法、薬事法等により国民の健康の保持、安全の確保等の観点
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から必要な措置が講じられているとしておりまして、保険外診療は保険が適用さ

れないだけで、医療行為自体は何ら禁止していないんだと、このような見解でご

ざいます。 

このように、保険診療はもちろん、保険外診療もそれぞれ独立して行うことは

認めているが、併用した途端に保険適用が外れると、混合診療を認めないという、

いわば合理性のない制度となっております。ただ、例外といたしまして、保険外

診療の中の一部を取り出しまして、これを特定療養費制度という中で、厚生労働

省は１つ１つ個別に承認したものだけを限定的に認めているというのが現在の制

度でございます。 

次のページにお入りいただきたいと思います。混合診療の議論はかなり長い間

されております。５年以上も前の平成11年３月の規制緩和推進３か年計画におき

まして、「検討」ということになりました。ほとんどその後進展がなく今日に至

っております。昨年６月の「骨太方針2003」の決定を受けての厚生労働省側のそ

の後の対応は、結局、特定療養費制度で既に承認済みの技術について、そのごく

一部の手続簡素化をしただけに終わっておりまして、いわゆる自らの裁量の範囲

内で限定的にしか認めないという、特定療養費制度の基本的な姿勢は崩れており

ません。前回、この席で申し上げましたが、小泉政権発足後この３年余りの間に

規制改革の重要課題の多くが前進してまいりました。しかし、混合診療の解禁に

つきましては、ほとんど進展がないというような現状でございます。 

次のページを御覧いただきたいと思います。こうした状況に鑑みまして、本年

度は混合診療の解禁を、当会議の最重要検討事項に掲げ、本年８月に中間とりま

とめで具体的な提言を行い、これを受けて総理の御指示もちょうだいしたところ

でございます。その後、当会議では厚生労働省に対しまして、個別協議、公開討

論、文書申し入れなど積極的に働きかけてまいりましたが、２カ月以上経過した

今日現在、実は残念ながらまだ具体的な回答をいただいていないばかりか、議論

が一切進展していないというのが、正直なところの現状でございます。 

次のページを御覧いただきたいと思います。厚生労働省側の御主張でございま

すが、混合診療の代わりに、特定療養費制度で対応できるということでございま

す。特定療養費制度のように、中医協等の審議によって、１つ１つの技術ごと、

病院ごとに個別に承認する方法では、先進医療などを希望する患者の多様で切実

なニーズに応えられず、医療現場の創意工夫や技術向上の競争を促すこともでき

ません。後に御紹介いたしますが、例えば患者さんで余命３か月と宣言された方

が、患者も医者も本来望む医療サービスが制度により提供できないということで

切々と訴えられております。 

そういう点で、特定医療費制度を拡大するということと、私どもの主張してお

ります混合診療というのは根本的に考え方が異なるということを申し上げたいと

思います。また、中医協でございますが、既に内部に抱えた問題が顕在化いたし

まして、国民からの信頼も失っているという部分もございます。あり方自体の解

体的見直しが求められている組織でございます。このような組織に依存する特定
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療養費制度による対応ということでは、日本の医療の進歩はないのではないかと

いうことを危惧しているわけでございます。 

６ページを御覧いただきたいと思います。私どもの求めております真の混合診

療とは、高度先進医療等については、官や中医協が決めるのではなく、十分な情

報開示の下で患者の選択と医師の判断で行うことを認めるということでございま

す。２つ目は、診療ではない行為、あるいは既に技術が確立されている診療につ

いては、すべての医療機関に解禁していただきたいということでございます。先

週あるメディアで、特定療養費制度において未承認薬、あるいは乳房再建を認め

るという報道がございました。真偽のほどは定かではありませんが、問題は指摘

される都度、特定療養費制度で個別に例外を認めていくという対応は、これまで

延々と繰り返されていたことでございまして、これはこれで遅れたものは直す必

要があるわけでございますけれども、それは私どもの求めております混合診療解

禁ということとはまた別個のことだというふうに考えております。 

次のページを御覧いただきたいと思います。混合診療解禁に反対する意見もい

ろいろございます。それにつきまして、例えば「社会保障として必要十分な医療

は保険で行うのが原則」という考えでございます。これについては私どもも否定

しておりません。皆保険制度の維持は今後も重要な課題でございますが、それを

ベースといたしまして、保険外診療を組み合わせるということで患者の選択肢が

拡大し、それよりも何よりも、日本の医療が競争等によりまして向上するという

ことでございます。 

それからもっと大きな反対論といたしまして、「金持ち優遇になる」という論

がございますが、これは実は全く逆だというふうに思っております。現在は全額

負担できるお金持ちだけが保険外診療として様々な診療が受けられる。しかし混

合診療が解禁されますと、公的保険が正当に手当されるということで、現在より

も、例えば所得の低い層にも高度医療を受ける機会は広がると、こういうことに

なります。 

また、厚生労働省側は「安全性・有効性が確保できない」という主張でござい

ますが、冒頭御説明申し上げましたように、今でも単独でございますと、保険外

診療を行うことは一向に構わないということで認められております。それが保険

診療と組み合わせると、急に安全性・有効性が問題になるというこの主張は少し

矛盾しているように思っております。当会議といたしましては、「一定水準以上

の医療機関」に対して情報開示を徹底するなどによって包括的に認めることで、

現場の創意工夫、あるいは競争による医療技術の向上、こういうものが進むと考

えております。現在の中医協などによる決定プロセスの方が不透明、あるいは恣

意的なものではないかという疑いを持っております。 

「過剰診療により不当な患者負担の増大の恐れがある」という反対論もござい

ますが、これにつきましては、「情報開示、患者への説明の徹底」、「患者の理

解と同意」を大前提とすることによりまして、むしろ、現在の保険診療ですら十

分な情報開示がなされていないということよりも進歩になるというふうに考えて
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おります。 

このように混合診療の議論は行き着くところまで来たといいますか、何年も

堂々巡りを続けております。患者、国民の立場に立って真剣に考えていくという

ことをぜひお願いしたいと思います。 

実は先日、当会議の公開討論をやっておりますと、厚生労働省側の主張に業を

煮やしまして、傍聴しておられました患者さんが突然発言されたということでび

っくりしたんでございますが、その発言の内容を一番最後のページに付けさせて

いただいております。余命３か月と言われた中で、混合診療で保険外の治療をし

たいと思っても、これまでの保険診療分も全額自己負担になるから治療できない

と。死ぬことを覚悟しないといけないという訴えでございました。20年近くも保

険料を支払ってきたのに、保険外の診療を受けた途端に、なぜ保険部分もすべて

自己負担になるのかという訴えでございます。これは誰も疑問に思うことでござ

います。それから最後に、自分の命は３か月なので、中医協とか厚生労働省の時

間をかけて個別に承認していく特定療養費制度では間に合わないというようなお

話もございました。 

実は本日、諮問会議の前に、数名の患者に来ていただきまして再度ヒアリング

を行いました。あるがん患者は、やはり保険外診療で海外で承認されている薬を、

自分は家族にも了解をもらって使用しているんだけど、それを続けると、経済的

に家庭が崩壊すると。保険外の薬を使った途端に保険部分についても自己負担で

出さないといけないということで、自分としては命か家庭かということに悩んで

いるというようなお話もございました。それと同時に日本の医療は20年遅れてい

るんじゃないかというふうな疑問も提供されたわけでございまして、そういう意

味で混合診療解禁によりまして、私どもは何としましても患者の選択肢というも

のを増やすということと、それから日本の医療技術のレベルを競争によって上げ

ていくということをいたしませんと、本当の国民の信頼を受ける医療制度という

ものは完成しないのではないかと考えております。 

ぜひ、患者といいますか、国民は全部患者候補でございますから、国民の立場

に立ちまして、総理の御指示によって、これは早く結論を出せということでござ

います。前向きの結論を、ぜひ厚生労働省におきましてもお考えをいただきたい

と、この席をかりまして、現状報告とお願いということにさせていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

（竹中議員） 尾辻大臣よろしくお願いします。 

（尾辻臨時議員） 混合診療の解禁問題について、厚生労働省としての基本的な考え

方を申し上げたいと思います。先ほど来お話がありますように、この問題は総理

からの御指示をちょうだいいたしております。したがいまして、私といたしまし

ても事務方に積極的に検討していくように指示をしておるところでございます。

そのことを申し上げて御説明を申し上げます。 

資料も差し上げてありますけれども、資料の説明、細かなことは申し上げませ

ん。まさに基本的な考え方を申し上げたいと思います。 
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まず、今日どういうことになっているかということを改めて申し上げますと、

基本にありますのは、「情報の非対称性」という言葉がありますが、医療サービ

スについていうと、この典型的なケースだろうと思います。何だかんだと言って

も患者の情報というのは極めて限られておる、このことは否定できないところだ

と思います。それからもう一つ、患者と医師との関係で言うと、どうしても患者

の方は自分の命を任せておるという立場であります。この２つが基本的にある。

したがって、今日、混合診療ということの問題が出てくるわけであります。例え

ば保険診療だけを受けるつもりで病院に行っても、今、申し上げたようなことで

医者から「あんた、これは保険診療外だけど、ぜひやっておいた方がいいよ。」、

極端な言い方をすると「命にかかわるよ。」とでも言われれば、これは患者とし

てはどうしようもなくなる。 

それから、この問題というのは、基本的に医療保険というお金の話であります

から、医療保険で出すか出さないかという話でありますと、どうしても全体の保

険者・被保険者の立場から考えると、ちゃんとしかるべきものにしかお金が出せ

ない、という立場もあるんだと思っております。したがって、特定療養費制度と

いうもとでやっておる。現状は、こういうことだと思います。 

そこで、私も総理の御指示をいただきましたから、率直に申し上げるんですけ

れども、事務方に指示をしました。「今は、この特定療養費制度という、いわば

ポジティブリストのもとでやっている。これをネガティブリストでやれぬかと。

原則いいけれども、こういうケースだけはだめよと、このネガティブリストでや

れないか。」と実は指示をいたしました。事務方も必死になってこの問題を研究

したようでございますが、今、私に持ってきておる答えはこうでありまして、言

われてみれば、私もそういうことだなと実は思っておるわけであります。その答

えは、結局、「まさに命にかかわるものであります。ネガティブリストに載せる

とすると、載せるまでの期間をどうするか。ネガティブリストに載っていないか

らやった、事故が起きた、さあ、どう責任をとるんだ、命の問題だ。」、こうい

うような端的に一言で言うとそういう話でありまして、どうしてもこの問題、ネ

ガティブリストという形ではやりづらいんだということを言ってきていまして、

私もそこはそうだなと今言っておるということを率直に申し上げておるわけであ

ります。 

したがって、今の宮内議長のいろんなお話を伺っていても、これはポジティブ

リストでやれないのかなと、ずっと思いながら、今の御説明を伺っておったとこ

ろでございます。したがって、議論はそこに結局収まってくるなと、その議論に

なってくるんだなと思います。 

御指摘いただいているのは、ポジティブリストという立場から言っても「スピ

ードに欠けるではないか」、これが一番言われていることだと思います。それか

ら、「その範囲が小さ過ぎるではないか」ということでありますので、この点に

ついては、「うんと広げる」、それから「スピードを上げる」ということで、ポ

ジティブリストという形で解決をしたい、というのが今、厚生労働省の考え方で
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あるということを申し上げたいと思います。 

それから、この問題は最近ほんとに関心が高いです。私どもの資料の中にもあ

えて付けさせていただきましたけれども、随分委員会でも御議論をいただいてお

ります。そこに書いてございますけれども、与野党の７名の議員から私、質問を

受けていろいろ責められておるわけでありますが、自民党から公明党、民主党、

共産党、すべてやっぱり一言で言うと慎重論であります。国民の声ということも

ありましたので、あえて、こういうことも申し上げながら、この議論をさせてい

ただきたいということを申し上げたところでございます。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。民間議員からペーパーが出ております。吉

川議員お願いします。 

（吉川議員） それでは、私から「“混合診療”解禁について」、民間議員４名の名

前が書いてあります１枚紙ですが、御説明いたします。 

我々民間議員は混合診療解禁の方向で議論をしてきたわけですが、まず１番目

に、混合診療というのは、やはり患者の立場に立ってなされるものであって、そ

のためにも解禁するべきだと、こういうことを言っているわけであります。実は

我々がここで申し上げたいことは、かなり宮内議長がおっしゃったこととも重な

る。第１に、混合診療解禁というのは、何より患者の選択肢を広げるものだ。こ

れに対しては幾つかの反論というのが世の中には確かにございます。 

１つは金持ち優遇になるのではないか、こういう議論があるわけですが、これ

に対しては、先ほど宮内議長が既におっしゃったことに尽きると思います。我々

は逆だと考えている。つまり、混合診療が解禁されていないために、結局保険適

用外になり、全部自分で負担しなければならなくなる。全額自己負担できるよう

な人だけがそうした治療を受けられるということになるわけですから、混合診療

を解禁すると、それは金持ち優遇だ、というのは全く逆なのではないかと考えて

いるわけです。こうした点に対して厚生労働省はどのように考えていらっしゃる

のか。必ずしも正面からの反論がないと思いますので、やはり真摯にこういうこ

とに対する回答をされるべきではないかと思います。 

またもう１つの反論は、これは今日、尾辻大臣が提出された資料の１ページ目

にもありますが、医療サービスというのは情報の非対称性がある。診療内容、こ

れはお医者さんの方は専門家でよくわかっている。しかし、我々サービスを受け

る治療を受ける患者の方は、医療の専門家ではないわけですから、どういうよう

な治療をされているのか、過剰なのかとか、そういうようなことがわからない。

それが「情報の非対称性」という問題です。 

医療の場合には、あまり売り手・買い手という言葉は従来使われてこなかった

わけですが、医療サービスについて言えば、売り手がお医者さんの方になるが、

売り手の方だけが情報を持っていて、買い手の方は情報を持っていない。このよ

うに医療は特殊なんだと、こうおっしゃるわけですね。そのために、確かにある

種の事故やなんかが起きる。事故という意味は、不透明な取引が行われるという
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可能性があるわけです。しかし、我々からすれば、それはそれとして当然対処す

べきであって、混合診療の解除とは独立の問題ではないか。これも先ほど宮内議

長が言われましたが、もしそういう問題があるのであれば、保険適用外で治療す

るようなことについて、これを厚生労働省はどのように考えているのか。そうい

う御指摘がたしか先ほどあったわけですが、この点についても正面から答えない

で、この１ページ目ですか、「情報の非対称性があるから」というような議論を

また出してこられているというあたりが、これも我々から見ると少し納得がいか

ないところであります。 

繰り返しますと、我々は混合診療解禁の方向で進めるべきだ、と考えている。

これに対して幾つかの反論があるんだけれども、金持ち優遇というようなことは

むしろ逆であって、先ほど宮内議長が紹介された患者さんの声というのもありま

したが、むしろ逆ではないかというふうに考えております。 

それから２番目に、仮に混合診療を解禁する方向で制度改革を進めるというと

きに、現在ある特定療養費制度の拡充ではどうか、というのが厚生労働省のお考

えなのではないかと思いますが、我々はそれでは不十分だと考えております。問

題の所在はどこかというと、旧ソ連にゴスプランというのがあって経済計画をや

っていたことは御承知のとおりですが、同じように医療行為というのは、それぞ

れこういうものであるべきだというのを中医協の審議を経て、厚生労働省が全部

定義するというところに基本的な無理があると思う。もちろん、保険を適用する

範囲については、これは明確な定義というのが必要で、公的なお金を使うわけで

すから、こういう部分だけに公的なお金を出しますということをきちっと定義し

ておくということは必要です。 

しかし、今や同じ病気と言っても千差万別である。昭和30年代に日本の医療保

険制度ができたころは感染症などが主であり、医療技術も今よりは大分遅れてい

たというようなこともあって、画一的な医療行為を国民全体に均等に配るという

ことで１つの大きな目的を達成したんだろうと思いますが、よく言われるように、

今では慢性病が主体になってきており、医療技術も進んできている。したがって

千差万別の医療行為がある中で、「それぞれの病気についての医療行為はこうい

うものだ」ということを１つ定義して、そこに封じ込めるということには、やは

り無理があるんだろうと思います。そういう意味から言っても、混合診療を、現

在の制度を拡充するというのではなくて、抜本的に改革する必要があると私ども

は考えております。 

３番目は、今後の取組についてであります。今、私が述べてきたとおり、我々

民間議員の立場というのは、率直に一言で言いますと、先ほど宮内規制改革会議

議長が言われた方に近いということです。厚生労働省が現在考えられて提案され

ていることは不十分であって、宮内議長が提案されている方が私どもは正しいの

ではないか、このように考えているわけであります。 

したがって、この紙にも書いてありますが、厚生労働省は年内に解禁の方向で

結論を出すという総理の御指示があったわけですから、それを真摯に受けていた
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だいて、規制改革・民間開放推進会議の「中間とりまとめ」に沿って、本格的な

解禁の方向で制度改革に取り組んでいただけたらと考えております。それを11月

中を目途にして、推進会議で議論を進め、場合によっては、この諮問会議の場で

の議論も必要になるかもしれませんが、年内に結論を出すことが必要だと、この

ように考えております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。大臣に後で御発言をしていただきますが、意

見のある方、手短に申し訳ありませんがお願いします。奥田議員。 

（奥田議員） 混合診療の解禁はぜひ進めるべきだと思います。これでいいんだとい

うわけではございませんが、特定療養費制度が現在あるわけですが、この承認に

18か月もかかっているという実態があるわけです。18か月もかかっておったら、

幾らこういう制度があっても患者のニーズには応えられていないということにな

ると思いますので、こういった事実もあるということを考えておいた方がいいん

じゃないか、そういうふうに思います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 宮内さんのペーパーの５ページに、今、奥田さんがおっしゃった、や

はり特定療養費制度、この種のものは行政の裁量的な性格があるんですね。患者

は自分のルールや制度で自由に選びたいという点で、６ページに書いてあること

が非常に明快でこのとおりである。この辺のところをきちっと実行すれば、ピン

ポイントのところで対立するんじゃなくて、６ページのようにきちっと書かれて

いるというところで国民が一番わかりやすいんじゃないかと思いますので、ぜひ

実行してほしいと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） いろいろ御議論がございましたけれども、実は私の大学ではございま

せんけれども、総合大学の医学部の先生に、この問題についてお話をする機会が

ございましたけれども、その際に、「やはり患者さんの一番身近な医師が保険の

対象外のものを推奨したいときに、その方の経済的状況というものを考えなけれ

ばならない、その問題というのは非常に大きいんだ。」ということをおっしゃっ

ておられました。この問題は、まさにテニスで言うと、ベースラインをジャッジ

する線審の人と、上に立っている中医協、つまりレフェリーがオーバールールす

るという話なんです。このオーバールールが、一律画一的にされている。そして

それがタイムラグがある状況の中で、患者の選択権というものが非常に無視され

ている。ここはやはり改めていく必要があるんだろうと思います。 

かつ加えて、このことが治験等にも関連してくることでございまして、日本の

医療の学術水準自身を国際的に大きく遅らせる原因なんだと。これは医師の間に

おける技能の問題にもかかわってくる問題でありますけれども、つまり、医師と

いうのは全部同じなんだと。技能とか、あるいは先進的な医療ができるものとい

うようなものの区別をされることが、一方において不都合な方々がいらっしゃる

という事実もあるわけでありまして、ぜひこの辺のところは、もっと現場に即し

てこの問題について検討をしていただきたいと思いますし、混合診療については
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前向きな対応をお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、尾辻大臣、もしございましたら。 

（尾辻臨時議員） 前向きな対応ということでは、私どもも本当に真摯に前向きに取

り組みたいと思っております。御指摘いただいたことは、私どもが思っているこ

とをまさに言っていただいたような面もたくさんございます。 

ただ、１点だけあえて最後に申し上げるとすると、私どもが心配するのは、こ

ういう点だということを改めて申し上げておきたいんですが、例えばある特定の

団体が出てきて、これは診療行為だという、それを自由診療だと言われて、それ

を始められる。そのときに初診料を保険で払えと、こういうようなケースとか、

こんなことを考えると、とにかくこの問題というのはどうしても慎重にならざる

を得ないという私どもの立場がある、命がかかっている、ということだけを最後

に申し上げておきたいと思います。 

（村上臨時議員） 先生方ありがとうございました。私も担当大臣だからというわけ

じゃないんですが、実は３回公開討論に出させていただきました。それで、尾辻

大臣がいる前で恐縮なんですが、残念ながら厚生労働省側は全然論理的ではあり

ません。 

宮内議長さんたちの質問に対してきちっと理論で答えていません。そういう面

で私が非常に残念に思ったのは、中医協というよりは医師会を代弁するような形

になっていることである。先ほど本間先生が言われたように、本来の患者や国民

のニーズに立っての立場で柔軟な対応をお願いしたい。今のアカウンタビリティ

の時代においては到底国民が理解してくれるような説明ではなかった。これは客

観的にですね、私がこういう立場じゃなくても、出させていただいて感じました。 

それからもう１点は、私の独断と偏見で恐縮なんですが、小泉総理は社会保障

や財政のエキスパートであって、精通されているわけですし、また尾辻大臣も過

去の厚生大臣の中で一番財政に精通されている方であられますので、私はこのト

ライアングルの中で、万が一これで突破口を開けないと、なかなか次、誰がやっ

ても大変だなと。言い換えれば、今こそラストチャンスじゃないかな、という感

じを３回の推進会議に出させていただいて率直に感じました。以上であります。 

（尾辻臨時議員） 今、お話がありましたから。私は、医師会などとこうした問題に

ついて率直に意見交換できると自負しております。そうだからこそ、先ほど来の

ことを言っているつもりでもあります。そのことは改めて御理解いただきたいと

思いますし、今、村上大臣が言われたように、もし厚生労働省の説明がそんな印

象を与えたということであれば、そんな残念な話はありませんから、またよく聞

いてはみますけれども、そのぐらいの気概は持ってやりたいというふ うには

思っております。あえて最後にそういうことを申し上げておきます。 

（竹中議員） 宮内議長何かございますか。 

（宮内議長） 一言だけ。尾辻大臣には大変申し訳ございません。こちらが責め立て

るみたいな形で失礼なんですが、今日のお話を聞きまして、やはりポジティブリ

ストということは、特定療養費制度の拡大、その中でおやりになろうとされてい
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るということで、私どもの言っている解禁というものと全く違う。しかも特定療

養費制度は現在の中医協でやろうとなされている。中医協というのは完全に医師

会の支配下にある。こういうことでございますので、私どもの主張とは基本的な

ところは全く違うなということを、残念でございますけれども申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

それから、今の宗教団体が変な療法をしたらどうなるんだということでござい

ますが、私どもの主張は、全部解禁しろということでなく、一定水準以上の医療

機関に対して包括的に解禁し、レベルを保とうというものである。しかし日本で

１か所とか３か所ではなく、やはり全国で相当程度の病院とかというようなとこ

ろでなら、いわゆる保険外診療もやっていけるんだと。そして医師の創意工夫が

保たれるんだということをご理解いただきたいというふうに思っております。私

も何回かヒアリング、公開討論を厚生労働省とやらせていただいておりますけれ

ども、議論では完全に論破したと思っております。何も残っていないと。それで

も動かないということは、やはり国民の不信を買ってしまうということを大変失

礼ながら申し上げたい。 

（尾辻臨時議員） そこまで言われると、また私も言わざるを得なくなってくるんで

すが、先ほど来金持ち優遇かどうかという話もありましたけれども、先ほどの御

意見を聞いていて率直に言わせていただくと、やはり低所得者というのは損だな

と思いながら聞いていたということだけは率直に申し上げたいと思います。そし

て、どうぞ人の命ですから軽々しく、特に金の問題なんかでもてあそんでほしく

ない。このことだけはきっちり申し上げておきたいと思います。 

（村上臨時議員） おっしゃるとおりですけれども、そういう面については、きちっ

と領収書をとるとかいろんな方法があると思うんです。親父が53歳で、叔父が54

歳で亡くなった当事者からすると、あのとき、もうちょっといろんなことができ

なかったかなと、率直に遺族として思います。以上であります。 

（小泉議長） ちょっとね、質問、どうして損だなという気持ちになるの、これをや

ると。 

（尾辻臨時議員） やっぱり単純に金を持っている人が自由診療をできるのと、どう

したってそういう理解になります。 

（小泉議長） いや、さっき言った全額自己負担となると金持ちしかできないと、こ

れが混合診療を認められると保険が適用されるということに対して、どうしてこ

れが金持ち優遇なのか。今だったら金ある人しか、全額自己負担できる人しかで

きないわけでしょう。 

（尾辻臨時議員） 率直に言わせてください。ごく普通の金持ちで、そんな、全部ほ

んとに自由診療になっていいから全部やろうなんていう人は、これは特別の金持

ちで、そのケースはレアケース過ぎて、一般論として議論する話ではないという

ふうについ思うんです。 

（宮内議長） 今日、患者さんにヒアリングしましたら、この方は自分でもインター

ネット検索をして、未承認薬を使えば自分に効くということがわかったわけです

 25




 

 
平成 16 年第 28 回 議事録 

ね。その未承認薬が月に30万円だそうです。途端に保険医療から外れまして、プ

ラス60万円と、毎月90万円で、もう家庭がもたないとおっしゃっているんです。

もし混合診療が認められれば、この30万円だったら何とかいくと。今の制度だっ

たらプラス60万円で、もう自分はいつやめようかということを考えていると、そ

ういう訴えがございました。ですから、今だったら金持ちは平気で90万円出して

その薬を使えるわけですね。それが現状でございます。 

（尾辻臨時議員） 今のことについてまず言わせていただくと、それをポジティブリ

ストに載せることで、スピードの問題だとおっしゃるならばということを私は申

し上げたつもりであります。ですから、それが１点あります。 

それから、そのぐらいの金持ちの話で話が進むということになると、まさしく

さっき言ったように、低所得者というのは置いていかれるのかなとついつい思う

という気がどうしてもしてしまいます。 

（小泉議長） それと、「ある特定の団体」って、どういうことを心配しているの。

もっと具体的にわかりやすく言ってもらいたい。これを認めたら変な治療が行わ

れるというのはどういうことか。 

（尾辻臨時議員） この前もイニシエーションなんていう言葉がありましたかね、あ

あいうものをどうしても……。 

（村上臨時議員） 社会保険で払うものですか、あれは。 

（尾辻臨時議員） それを自由診療だと言われて、それでやりますよと。それで必ず

「それに行く基本の治療がありますよ。初診料も出てきますよ。初診料は保険で

すよ。」と。じゃ、その初診料を保険で払うのかという話にどうしてもなってし

まうわけです。 

（小泉議長） 一定の基準を満たした病院ということだったら、それは防げるんじゃ

ないの。 

（尾辻臨時議員） ですから、それであれば、私は、さっきから言っておられるよう

なことが、現実ネガティブリストでやっていけるのかなというのに大変疑問を持

つということでありまして、一定のと言った途端に、それはポジティブリストで

ないのかなとつい思うんですけれども。 

（吉川議員） 大臣が言われている本来の医療行為でないようなので保険請求という

のは、今の制度のもとでも起こり得るんじゃないですか。 

（尾辻臨時議員） ですから、混合診療を今の形で防いでいると、それをやるという

ことと、そこで初診料をとるということとは結びつかないわけであります。保険

で初診料を払うということとは結びつかないということを言っているわけです。 

（村上臨時議員） 尾辻大臣が想定しているのは、ある特定の団体の病院で診療を受

けたときじゃないですか。 

（尾辻臨時議員） 全部自由ですと言った途端に、それは起こるじゃないですか。 

（村上臨時議員） どうですかね。そういう主張ではないんですよ。 

（小泉議長） 要するに一定の基準を満たした病院というのを、これをしっかりした

ものにすれば、いいわけでしょう。 
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（尾辻臨時議員） ですから、それはさっきから私が一番基本にその議論があるんじ

ゃないでしょうかと申し上げた、ポジティブリストでやるのか、ネガティブリス

トでやるのかという話に結局なるんだと思うんです。それがネガティブリストみ

たいな形でやれるのか。具体的にそこはどうなんでしょうか。 

（牛尾議員） 特定療養費制度そのものと、本質的な問題は違うということを理解し

ていただきたいですね。それは特定療養費制度の問題であって、制度、ルールと

して、これを変えるということ。 

（竹中議員） 総理、どうしてもお出にならなきゃいけない時間なんだそうです。尾

辻大臣、大変御苦労さまでございます。残念ながら、どうも今日の議論は、なか

なか納得できないというのが一般のここの空気であろうかと思います。総理から

年内解禁という方向でやれという御指示が出ておりますので、それに向けて引き

続き検討いただくとともに、申し訳ありませんが、再度ここの場でもう一度その

議論をするという機会を、ぜひつくらせていただきたいと思います。どうもあり

がとうございます。 

それと今日、実は奥田議員と牛尾議員から海外出張の関係での話をいただくこ

とになっておりましたが、総理はどうしても御出発ということでございますので、

ぜひＦＴＡは、今いろいろ中川大臣にも大変御苦労いただいて進みつつあります。

年内に民間の立場から、ＦＴＡに関する御提言を両会長にはいただきたいと思っ

ておりまして、ぜひ諮問会議で議論したいと思います。その際に、この構造改革

主要問題であります農業と人の移動、したがって農林水産省と法務省と厚生労働

省が入ってくると思いますけれども、そういうところがしっかり議論なされなけ

ればいけないと思いますので、ぜひ関係省庁からの御報告をいただくということ

も含めて、このＦＴＡの話を進めていきたいと存じます。 

全体としてよろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（竹中議員） 時間を超過しまして申し訳ありませんでした。ありがとうございまし

た。 

（以 上） 
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