
 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

    

   

    

  

 

   

 

 

 

  

平成 16 年第 33 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 3  3 回）

（開催要領） 

1. 開催日時：2004 年 12 月 14 日(火) 17:03～17:59 

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     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 

      保坂 三蔵 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）社会保障制度の一体的見直しについて 

（２）「改革と展望」の改定（原案）について 

（３）平成１７年度予算の基本的方向性について 

3.閉会 

(説明資料) 

○社会保障の一体的見直しについて（確認事項） 

○「社会保障の在り方に関する懇談会・議論の整理」と「経済財政諮問会議における

議論」の主なポイント 

○社会保険庁、中医協の改革について（有識者議員提出資料） 

○社会保険庁改革について（尾辻臨時議員提出資料） 

○「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定」（原案） 

○谷垣議員提出資料 
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平成 16 年第 33 回 議事録 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それではただいまから、今年33回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

今日の議題は、まず尾辻大臣、村瀬社会保険庁長官においでをいただいており

ます。社会保障制度の一体的見直しについての御審議をいただきます。続きまし

て、「改革と展望」の改定について、「原案」を提示させていただきます。それ

から、谷垣大臣から、平成17年度予算の基本的方向性について御報告がございま

す。 

なお、中川大臣は御欠席でございまして、保坂副大臣においでをいただいてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○社会保障制度の一体的見直しについて

（竹中議員） それでは、社会保障制度の一体的見直しについて御審議をいただきま

す。なお、審議の参考用に諮問会議でのこれまでの確認事項について、それから、

「『社会保障の在り方に関する懇談会・議論の整理』と『経済財政諮問会議にお

ける議論』の主なポイント」についてとりまとめた資料を配付しております。 

まず、諮問会議でのこれまでのとりまとめ事項については、次の４点であった

かと思います。 

まず一体的見直しは、検討を急いで「基本方針2005」に取組を明記できるよう

議論をしていきたいということ。そして２つ目に社会保障給付の規模については、

総額管理が必要であり、必要額の積上げという側面も踏まえて、全体の伸びを経

済成長の伸びと見合ったものにするための具体的な管理手法、民間議員から御提

案があったことでございますが、その具体的な手法について、引き続き民間議員

において検討をお願いする。３つ目に年金制度一元化は、基礎年金の一元化をま

ず考えるべきという、これも民間議員の提案を踏まえまして、具体案の御検討を

お願いするということ。そして４つ目に、中医協改革については、民間議員から

第三者によって改革案を検討してはどうかという具体的な提案がなされましたの

で、これは尾辻大臣に御検討をお願いしたい。以上の４点であったかと思います。 

また、「社会保障の在り方に関する懇談会・議論の整理」と諮問会議における

議論の主要なポイントにつきまして、対照表の形でまとめておりますので御参考

にしていただければと思います。 

では、まず今日は民間議員から御説明をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、私から「社会保険庁、中医協の改革について」という民間

議員のペーパーを御説明いたします。 

まず「１．社会保険庁の改革」であります。この点については、１番目に改革

スケジュールの前倒しが必要である、このように言っております。「社会保険庁

の在り方に関する有識者会議」は、来年夏に昀終とりまとめを行う予定というこ
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平成 16 年第 33 回 議事録 

とですが、これでは進捗が明らかに遅いと考えます。前倒しして、今年度末を目

途にとりまとめを行って、「基本方針2005」に改革の内容と工程を明示すべきだ

と、私どもは考えております。 

この際ですので１つ指摘させていただきますと、我々民間議員の間では、厚生

労働省の取組は往々にして遅い。こういう話がよくされております。例えば、レ

セプトの電算処理、この点につきましても、2001年（平成13年）の第１回骨太か

ら、このことを我々はずっと言っておりまして、厚労省として平成16年度末、つ

まり今年度末までにこれを50％まで上げるという目標を厚労省としても掲げてい

ると思いますが、私どもが理解している限りでは、平成16年10月、つまり２か月

前時点でこのレセプトの電算処理化は、13.2％ということになっていると聞いて

おります。いずれにしても、やると決めた以上は是非とも素早くやっていただき

たいと考えます。社会保険庁の改革も迅速に行うことが必要であるというのが私

どもの考えであります。 

２番目は「緊急対応プログラム」についてである。社会保険庁が11月26日に発

表した緊急対応プログラムについて、以下の点を中心に取組を強化することが必

要であると考えます。１つ目は、市場化テストを本格導入する際には、コア業務

を含めて全面的に活用すること。２つ目は、加入者全員への保険料納付記録と、

それに基づく年金見込み額の通知は、平成20年度の予定を前倒しすること。３つ

目は、国民年金納付率80％の目標を早期に達成し、さらに目標率を上げること。

４つ目は、全事業所を対象に厚生年金等の加入実態を調べ、適用逃れをなくすこ

と。以上が社会保険庁改革についてであります。 

続いて「２．中医協改革」について提言しております。「社会保障の在り方に

関する懇談会」の議論の整理でも指摘されたように、中医協については、根本か

らの改革が急務である。早急に第三者による検討会を厚生労働省の外に設置して、

権限・機能や委員構成のあり方を含めて抜本的な改革案を策定する必要がある。

そして、このことも改革内容を「基本方針2005」に明示すべきだと考えます。 

資料には書いてありませんが、社会保障の一体的見直しというのが本日の会議

の議題ですので、３番目の論点として、改めて混合診療の解禁についても一言言

わせていただきます。 

我々民間議員は「混合診療の解禁」ということを言ってきたわけですが、これ

は患者の選択肢を広げる、また前回奥田議員が指摘されましたが、日本の医療が

健全に発展していく、つまり医療の分野での技術の進歩というものが的確に活か

されるためには、こうした制度改革が必要であると考えているわけであります。

是非とも厚労大臣にはこの点を理解していただいて、大胆な改革を進めていただ

けたらと考えます。 

医療の制度は、世界中見渡しても理想の制度というのは地球上どこにもなく、

どこの国でも色々な問題を抱えているということだと思います。そうした中で日

本の医療保険制度、これが優れたものであるということについては、我々民間議

員も全く同じ考えを持っております。ただし、現在の制度、むしろ保険を活かす
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ためにも、いわゆる混合診療の解禁というものが必要であると考えているわけで、

我々としては、幾つかの限られた病院を中心にこれを解禁して試したらどうかと

考えているわけでありますが、いずれにしても、この改革は、終わりなき改革と

いうことでしょうから、大臣として是非とも我々の意をくんでいただいて、大胆

な改革を進めていただけたらと考えております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、今の点を踏まえまして、尾辻大

臣、村瀬長官にお願いをいたします。 

（尾辻臨時議員） それでは、色々お話がありましたけれども、私からは、とりあえ

ず２点に絞って申し上げたいと思います。 

まず昀初の竹中大臣からお話にあった「社会保障の一体的見直しについて（確

認事項）」の「２」の社会保障の規模についてお触れになりました。もちろん、

少子高齢化が急速に進む中でありますから、社会保障費が一定程度増大していく

ことは避けられないのでありますけれども、そうした中で、社会保障制度を経済

財政と均衡がとれて将来にわたって持続可能なものにしていかなければならない。

これは当然のこととして十分認識をいたしておりますし、また、給付の適正化等

の不断の制度改革に取り組んでいくことも不可欠である、こういうふうに考えて

おります。そして、これまでも様々な改革に取り組んできたところではございま

す。 

ただ、どうしても気になりますといいますか、先ほどお触れになりました社会

保障の規模について、「総額管理」という言葉がございましたけれども、これは

経済成長と直接的にリンクさせて、その範囲内に管理抑制するという意味合いで

あるだろうと思うのですけれども、そういうふうになりますと、どうしても社会

保障を担当する立場から問題が多く、同意いたしますというわけにはいかないの

であります。 

この点につきましては、これまでの諮問会議において再三申し上げてまいりま

したので、繰り返し申し上げる必要もないのかと思いますけれども、改めて申し

上げますと、社会保障給付は全力で改革を進めても高齢化などに伴って増加する

ものであります。申し上げたとおりであります。特に医療や介護は一体病気や要

介護となれば、必ずサービスを提供しなければならないものである。 

さらに申し上げますと、給費の抑制という結果を性急に求めますと、必要昀低

限のサービスが提供できなくなったり、限界を超えた利用者負担を求めざるを得

なくなるなど、必ず無理や社会的な圧力が生じざるを得ないといったような問題

がございます。したがいまして、社会保障の給付の適正化に向けた取組が必要で

あること、不断の取組が必要であることは再三申し上げておりますように十分認

識はいたしておりますけれども、御指摘の「総額管理」については、社会保障に

おける給付のあり方、その負担のあり方について国民的合意にもかかわる問題で

あり、さらに慎重に検討すべきであると 考えます。 

いずれにいたしましても、社会保障の給付と負担のあり方については、今、「社
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会保障の在り方に関する懇談会」でも御論議いただいておるところでございまし

て、私もメンバーの一人でございますから、精力的に参加して議論してまいりた

いと、こう考えております。 

その他の件で、年金の一元化だとか、中医協の改革等、あるいは混合診療につ

いてもお話がございましたが、これらのことはすべて「社会保障の在り方に関す

る懇談会」で一通り議論を行っていただいておるところでございますけれども、

今後は医療保険制度改革や雇用問題、社会保障給付全体の規模や税、保険料を含

めた負担の議論を行っていく予定でございます。委員の方々には、毎回精力的に

御議論をちょうだいしているところでございます。 

昀後に特に申し上げておきますけれども、中医協改革については、規制改革の

一環として村上大臣と昨晩も随分意見交換を多方面にわたって検討を進めており

ますので、今日これ以上中身については申し上げませんけれども、今、二人でし

っかりと詰めておるところでございます。また、混合診療についても、そういう

状況にあるということだけを御報告だけを申し上げておきたいと思います。 

社会保険庁改革については、村瀬長官から説明をしてもらいます。 

（竹中議員） 尾辻大臣、今の確認ですけれども、私が申し上げたのは、10月22日に

既にとりまとめたことでありまして、総額管理は必要であろうと、どのような管

理が必要かについては、これはいろんな御意見があろうと、そのような理解でご

ざいますので。 

（尾辻臨時議員） わかりました。それ以上申し上げませんので。 

（竹中議員） 村瀬長官お願いします。 

（村瀬社会保険庁長官） それでは、社会保険庁改革の現状につきまして、お手元に

お配りしております進捗状況というペーパーを見ていただきたいのでございます

けれども、現在まで有識者会議で５回の論議を重ねていただきまして、運営主体

である社会保険庁がまずしっかりした業務をやるべきことということで、優先的

に80項目につきまして、「緊急対応プログラム」ということでまとめさせていた

だきまして、現在実行中でございます。 

この考え方は何かといいますと、組織論よりも、まずしっかりした運営主体に

なることが先であると。組織がどういう形に変わろうが、しっかりと業務を運営

していくのだと、こういう考え方に基づきまして、先行してこの部分を実証させ

ていただいております。 

その結果、今後どういう形になるのかということでございますけれども、下に

書いてございますように、有識者会議において、来年夏頃の昀終とりまとめに向

けて、組織のあり方について御論議をいただくことになってございまして、この

指摘を受けて、若干これが遅いのではないかということでございます。「基本方

針2005」については、間に合うような形で私どもとしてはやらせていただくとい

うことで、これは厚生労働大臣からも強く言われておりますし、有識者会議自身

は、官房長官の下でやっていただいておりますので、官房長官並びに座長にはお

話をした上で進めてまいりたいと、こういう形で考えております。これが１点目

 5




 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年第 33 回 議事録 

でございます。 

それから「緊急対応プログラム」の中で４点ほど御指摘ございますけれども、

この件につきまして少し御説明をさせていただきたいと思います。 

１点は、市場化テストでございますけれども、規制改革会議のメンバーの皆さ

ん方とよく打ち合わせをした中で、特に「コア業務を含めて全面的に活用」の部

分につきまして、例えば国民年金の収納という問題からいきますと、平成16年の

９月に国税庁、社会保険庁、厚生労働省の３省庁連名で税情報の交換について市

町村からもらうことが可能になるという通達を出して、個人の所得情報に基づき

まして、納付対策をきめ細かくやっていくと、こういうことを決めさせていただ

いたばかりでございます。 

その個人の所得情報を民間の方に開放することが今の段階で果たして可能かど

うか。もしそういう方になった場合、市町村から所得情報が得られないというこ

とになりますと、収納対策が根本的に変わってくると、こういう問題がありまし

て、今回の市場化テストからは、一応、今の段階では無理ではないのですかと。 

それから、昀後の公権力の行使ということで、強制徴収権の問題でございます

けれども、これは保険料だけではなくて、ほかには税だとか色々ございまして、

社会保険庁で果たして先行してイエス・ノーと言えるものですかと。こういう問

題点がありまして、今回の市場化テストでは全面的な社会保険事務所の開放につ

きましては、まだイエスとは言えないという形で、段階的開放という形で規制改

革会議のメンバーとの間で私は合意ができたのではなかろうというふうに思って

おります。 

今後議論が進んできまして、この部分が民間でも国として大丈夫だという判断

をされた場合については、おっしゃるように、もっと大きな大幅な改定というの

が出てくるかも分かりませんが、現段階では私は精一杯のところではなかろうか

というふうに思っております。 

２点目の保険料納付記録、それから年金見込み額の通知でございますけれども、

私自身は何としても平成20年度までにこれを完成させたいというふうに思ってお

ります。当面の問題としては、当年度の保険料納付記録につきましては、平成17

年の２月から、所得税控除の関係では平成17年度からということで、当年度分は

決まっておりますけれども、過去年度分も含めてどうやってお知らせするかとい

うのは極めて大事な問題だと思っておりまして、これも平成17年度で、個人認証

のもとに、個人からアクセスをしていただければ、過去の納付記録にまでお渡し

できるような仕組みを講じたいということで現在システム開発を進めてございま

す。 

一方、年金見込み額の通知でございますけれども、平成20年度にポイント制と

いう問題で御通知をすることは約束しておりますけれども、年金見込み額までと

いうことになりますと、マクロ経済スライドを含めて色々なシステム的な開発が

必要になってくるのだろうというふうに思っております。現在御存じのように、

レガシーシステムの根本的な見直しをやっておりまして、平成17年の３月までに
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刷新可能性調査、平成17年度に昀適化計画という段取りをしておりまして、そこ

で本当に年金見込み額までのシステム開発が可能かどうか、これによって分かる

だろうと。 

３点目の国民年金の納付率の80％でございますが、本件につきましては、平成

14年度から社会保険庁が直接国民年金の収納を委託してやり始めたばかりでござ

います。今まだ２年半という現状でございまして、やっとシステムマティックな

やり方を、これから税情報を含めてやろうとしている段階でございまして、これ

がうまくいくかどうかが、これからのポイントだろうというふうに思っておりま

す。行動計画もつくりまして、市町村からの税情報も交換をいただいて、これを

積極的に展開してどこまでいけるのかと。これをまず見極めることが一番大切な

部分だろうと、こんな形で考えております。 

それから４点目の厚生年金等の加入実態を調べて適用逃れをなくす。本件につ

きましては、本年度20名以上の企業については職員が、５名以上の方については

社会保険労務士がということで運用を始めている昀中でございます。本件につき

ましては、市場化テストの対象に入れておりまして、５つの事務所において、本

件を委託していただいて、民間の方にお力添えをいただく形で進めているという

ことを御報告申し上げたいと思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうぞ御発言をお願いいたします。 

（本間議員） 今、社会保険庁改革につきまして、長官から御説明をいただいたので

すが、前回も指摘したのですけれども、市場化テストというのは、一方的に民に

委ねよと、そういうことではなくて、コア業務もノンコアも含めて洗いざらい組

織の効率化に向けての総点検しようという話のきっかけになるわけでありまして、

その点で言うと、やはり今のコア業務を拡大するのは難しいというのは、自己点

検の範囲を限定することにつながるわけで、是非その点について、例えば強制徴

収の問題ですとか、そのようなこともきちんと議論の場の中に入れ込んでいただ

きたいと思いますし、それから我々これまで税との関係を徴収体制の中でどのよ

うに協力関係を含むかというようなことまで指摘しておるわけでありまして、こ

の進捗状況を拝見いたしますと、かなり内向きで限定的な状況にとどまっている

のではないか。したがって、そういう意味で抜本的、より包括的な形での御検討

をお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員） あとでお答えいただきますので、ほかにもし御議論がありましたらど

うぞ。 

（本間議員） 社会保障全般でよろしゅうございますか。 

（竹中議員） 社会保障改革全体で結構でございます。 

（本間議員） ２番目の問題でございますけれども、これは中医協の改革及び混合診

療に関する問題でございます。中医協の問題は、もちろん大臣を先頭にしてしっ

かりと取り組んでいただきたいと思いますけれども、技術の審査の問題を中医協

から切り離してまいりませんと、なぜ中医協の中で国が一元的に独占的にこうい
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う問題を取り扱っていくかという正当性はなかなか主張できないのではないかと。

先ほど吉川議員の話の中にもございましたし、前回、奥田議員の方から、やっぱ

り医療を産業として見た場合に、これが大きなネックになっているということは、

これは事実でありまして、その点において、やはり中医協から判定を別組織にし

ていくと、こういうようなことは是非お考えをいただきたいと思います。 

そういう流れの中で、全体として中医協の仕事に対する批判が出ておりますの

で、是非厚生労働省の外にこの問題も検討をしていく場を設けていただきたいと

いうのが、我々の民間議員の真意でございます。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 混合診療に関してでありますが、厚生労働大臣と担当の村上さんの間

で大変に深く真摯に議論されていることを聞いておりまして、是非良い方向にな

ることを期待しておりますが、大変わかりやすく言えば、規制改革会議の方は、

医療機関に着目をして、一定水準以上の医療機関には混合資料を包括的に認めた

らどうだという考え方に対して、厚生労働大臣の方から、医療技術に着目して特

定診療制度の見直しというものをポジティブに考えて、それに近いものにしよう

という御努力がだんだんくっついてきているというふうに聞いております。 

一番大事なのは、どんなきれいなことを決めても執行面でそうでなければ意味

がないので、結果として、双方のものが近いものになるということが一番大事、

例えば、厚生労働省が特定療養費制度をポジティブに考えて、かつ一般の認定さ

れた病院からそういうものが入って、できるだけ早い期間に、しかも10回のうち

の８回まではポジティブな答えが出るという結果が出れば、病院にすべて混合診

療の解禁を任せたとほぼ同じ結果になる。制度を決めても時間はかかる、ネガテ

ィブなことにノーが多いというのでは決めても仕方がないので、執行した結果に

重点を置いた議論をしてほしいということが１つです。 

それからもう１つは、これは非常に長年の問題なので、今回、大臣、非常に熱

意を持ってやっていらっしゃることですが、ある程度の妥協の産物になっても、

引き続き議論を続けると、2006年ぐらいまで続けるということを是非お願いした

い。それから、非常に熱心な病院の１つ、２つを一回特区にしてみたらどうか。

そこだけを厚生労働省がよく見て、特区で２つ、３つの病院に混合診療の解禁を

認めてみる。そしてそれを監視してみるというものの結果と、今、尾辻大臣がや

っていらっしゃる診療をポジティブに考えた運営面の結果が近ければ全然問題な

いわけですから、そういうことを是非実施して結論を出してほしい。会議にも参

加しないで、非常に上手くいっているという感じのことだけを聞いたものですか

ら、是非その辺の執行面の結果が大事だということと、特区とそれを諦めないで

引き続き検討を続けるという３つの点をお願いしたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 私も今の牛尾議員の御発言に賛成です。特区のアイディアというのも

是非とも積極的に検討していただきたい。 
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（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 村瀬長官にちょっとお伺いしたいのですけれども、いただいたペーパ

ーの中の課題の４番目に、保険料徴収の徹底ということが書いてございますけれ

ども、この保険料徴収、右側を見ますと色々なやり方が書いてあるのですけれど

も、どれをやられるのですか。 

（村瀬社会保険庁長官） これは今既に現在実施中のものをお出し申し上げておりま

して、平成16年10月から税情報の交換を開始し、平成17年度には、磁気媒体によ

る交換を一応行うことを前提として考えておりまして、社会保険庁が収納対策を

図りたいすべての国民年金対象者については、所得の把握が可能になる。所得に

合わせて、例えば所得がない方については免除対策をしっかり講じる。一方、お

金をお持ちになっているけれども、保険料をお納めいただけない方、この方につ

いては、徹底的に納付督励をしてお納めいただくと。昀後、それでもお納めいた

だけないということであれば、強制執行まで持っていくと、こういう形が大事な

仕組みだというふうに考えております。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。それでは、大臣、長官にち

ょっと答えていただいて。 

（尾辻臨時議員） 先ほど来お話をいただいております混合診療、というよりも広く

日本の医療のあり方について、まず日本の医療をきっちり発展させなければいけ

ない、技術の進歩がなければいけない、あるいはまた、患者の利便ということを

考えてあげなければいけない。このことについては、私どもも全くそのとおりに

思っておりまして、特に今回改めて村上大臣にも色々なことを申し上げましたけ

れども、私たちが厚生労働省として申し上げたことの昀初の原点に何を置いたか

というと、なぜ混合診療を解禁しろと言われるのだろうか。その理由は何だろう

か、というのを改めて原点に戻って考えて、色々なことをまた今申し上げている

つもりでございますから、皆様方の御指摘は、そのとおりだと思って私ども考え

ます、という基本的なところで申し上げたところであります。その上で今、村上

大臣と真剣に、それから率直な議論をいたしておりますので、何とか２人でまず

答えをつくってみたいと思っておりますから、それを見ていただきますようにお

願い申し上げます。 

そして御指摘ありました厚生労働省はそもそもスピードがいつも遅いのではな

いかというお話がございました。また、決めてきっちりやるのかというお話があ

りましたけれども、今度の混合診療については、村上大臣との間でまとまりまし

たら、それは本当に責任を持ってスピードも上げて、ただ言うだけという話では

なくて、実効ある、本当にそうなるというものにしたい、こう思っておりますこ

とを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） 長官、特にございますか。 

（村瀬社会保険庁長官） ちょっとお話しさせてください。先ほど本間議員の方から

内向きの施策だというふうにお話がございましたけれども、私自身の考え方を申

し上げますと、実施庁である以上は中をしっかりすることがまず昀優先であり、
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それをやらない限り、組織をどう変えても物事は進んでいかない。私自身はこう

いう認識に立ってございます。したがいまして、今、やっていることは何かとい

いますと、中の人間がいかに意識を変えて仕事をしていただくか、ここが昀も大

切な部分と。そういう点でお手元にお配りしていませんが、11月26日に「社会保

険庁は変わります宣言」というものをお出しさせていただきまして、ホームペー

ジにも掲載をしてございます。これは何かと言いますと、国民の皆さんから社会

保険庁がどういうスタンスで仕事をやるのか、何を約束したのかということをし

っかり見ていただきまして、それに合わせて、おかしければ国民の皆さんからし

っかり批判をしていただいて変えていこうというものであり、そこまで私は出せ

るようになったというふうに思っております。 

れから２点目に、行動規範という民間企業では当たり前のものが今までなかっ

たわけですけれども、それも12月２日に出させていただきまして、これは全事務

所に掲示をしてございます。そしてその中には電話対応、窓口対応、それから事

務所、事務局独自でも自分たちが何をやっていくかということをみんな掲示した

上で、国民の皆さんに見ていただく。一気には変わらないかもしれないが、これ

を変えることによって、社会保険庁というのは随分現場を変え得ることができる

のだなと感じいただくことが大事である。こんな形で考えているということをま

ずつけ加えさせていただきたいと思います。 

それから、市場化テストでございますけれども、市場化テストで社会保険庁が

矢面に立っておりますけれども、先ほどの所得情報の交換を民間でも良いか悪い

かという部分は、ある意味では本質論の問題でございまして、社会保険庁の一括

委託という問題ではなくて、違うところで議論をしていただけないかと。公権力

の行使という問題でも、国として持たなければいけいない公権力の行使が何なの

か。これは大事なポイントだと思いますので、それがある意味では一定条件下で

民間に渡して良いという議論になれば、別に社会保険庁としてはノーと言うつも

りは毛頭ない。したがって、たまたま社会保険庁の問題に対して一括委託という

ことで、所得情報の交換の問題だとか、公権力の行使まで表に出してしまうとい

うことになった場合に、後々、何をやっているのだということにもなりかねませ

ん。私としては、コア業務とコア業務以外と分けた上で、今の段階であれば、コ

ア業務以外であれば積極的にお力添えをいただくということで開放したい。そこ

は御理解をいただきたいというふうに思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは、是非引き続きよろしく

お願いいたします。 

社保庁改革で改革スケジュールに関しましては、村瀬長官の方から有識者会議

の昀終とりまとめや「骨太2005」に間に合うように行うという大変力強い御返答

をいただいたと思います。 

「緊急対応プログラム」の改革について民間議員からの提案については、まだ

若干ニュアンスの差が残っておりますが、市場化テストに関しては、民間議員か

ら、可能な限りテストにはかけていただきたい、そういう趣旨の提案がなされた
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一方で、村瀬長官のご指摘の点は大変重要であると思いますので、その範囲でそ

の他も含めてよろしく御対応をお願いいたします。 

中医協改革についても、尾辻大臣と村上大臣がさらに話し合いをされると伺っ

ておりますが、民間議員から重ねて要望がありますのは、第三者による検討会を

厚生労働省の外に設置する、という点であろうかと思います。この点については、

是非御配慮を賜りたいと思います。 

そして混合診療につきましては、今、まさに昀終調整段階だと思いますので、

引き続きよろしくお願いします。いずれにしましても、この問題は非常に大きな

問題でありますので、どのような決着になろうとも、引き続き議論を続けること

が重要である。また、特区の活用というのを考えてみてはどうか、という提案が

複数ございましたので、これについては、是非いろいろご検討をお願いしたいと

思います。そして、そうすることによって、ポジティブな結果を導くようにして

もらいたい、ということであろうかと思います。 

総理、何かございましょうか。 

（小泉議長） これは現在、両大臣で精力的に協議していただいて、いい成果を上げ

てください。 

（竹中議員） それでは、よろしくひとつお願いいたします。どうもありがとうござ

いました。 

（尾辻臨時議員、村瀬社会保険庁長官退室） 

○「改革と展望」の改定（原案）について

（竹中議員） 引き続きまして、「改革と展望」の改定でございますが、本日は原案

をお示しいたします。 

（村瀬内閣府政策統括官） それでは、「改革と展望2004年度改定」の原案について

御説明させていただきます。まず、２ページを御覧いただきたいと思います。 

「１.2004年度改定について」におきましては、今回の改定の役割等について記

述いたしておりまして、今回の改定の対象期間は2009年度までといたしておりま

すが、基礎的財政収支につきましては、2010年代初頭までの期間を視野に入れる

こととしております。 

３ページを御覧いただきたいと思います。 

続いて「２.経済財政状況」におきましては、本年度末で2002年度からの集中調

整期間が終了することを踏まえまして、集中調整期間を通じた経済財政状況につ

いてまとめております。まず、総論として「集中調整期間」は、巨額の不良債権

と名目、実質ともマイナス成長という厳しい経済環境から出発いたしましたが、

この３年間の政策努力を通じて、不良債権問題の終結に向け、着実な進展が見ら

れるなど、我が国経済が長期停滞から民間需要中心の成長に移行した旨、記述い

たしております。 

一方で若年層の失業率が高い状況が続いていること、景気回復には地域によっ

てばらつきが見られること、また、為替レート、原油価格や世界経済の動向等に
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は引き続き留意する必要があることも記述しております。デフレ克服への取組は

依然重要な政策課題であるとしております。また、構造改革の点では、企業・産

業と金融の一体的な再生、創業・起業の活性化、成長産業での力強い事業拡大な

ど、日本経済のダイナミズムは甦りつつある、といたしております。 

「３.中期的な経済財政運営の基本方針」についてでございますが、まず、「（１）

デフレの克服に向けた取組」といたしまして、デフレからの脱却を確実なものと

するため、政府は日本銀行と一体となって、政策努力をさらに強化することとい

たしております。５ページを御覧ください。 

「（２）安定的な経済財政運営」については、対象期間中の経済財政運営を安

定的に運営する。また、景気動向に十分配慮し、景気が極めて厳しい状況になる

場合には、大胆かつ柔軟な政策対応を行うことといたしております。 

「（３）経済の展望」でございますが、物価動向及び経済成長の展望について

記述することといたしておりますが、これらにつきましては、来年度の政府経済

見通しの数字などを踏まえまして、昀終的な案文を確定してまいりたいと考えて

おります。したがいまして、本日に原案ではペンディング（Ｐ）としております。 

「（４）歳出抑制の目標と基礎的財政収支」におきましては、2006年度までの

間、政府の大きさは2002年度の水準を上回らない程度とすることを目指す。次の

ページでございますが、また、2006年度までに国と地方双方が歳出削減努力を積

み重ねつつ、必要な行政サービスの歳出水準を見極め、また経済活性化の進展状

況及び財政事情を踏まえ、必要な税制上の措置を判断する。さらに2007年度以降

もそれ以前と同程度の財政収支改善努力を行うと同時に、民間需要主導の持続的

成長を実現することにより、2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を目

指すことといたしております。これに加えまして、前回の諮問会議における御議

論を踏まえまして、「上記の2007年度以降の財政収支改善努力に係る歳入・歳出

を一体とした改革の検討に着手し、重点強化期間内にその結論を得る。」との記

述を加えております。 

「４.構造改革への更なる取組」について申し上げます。 

まず、その冒頭では「基本方針2004」等を踏まえまして、総括的にその取組を

述べております。 

７ページを御覧いただきたいと思いますが、特に「基本方針2004」以降の諮問

会議における議論を踏まえまして、（規制改革・構造改革特区）、（金融システ

ムの重点強化）、（包括的かつ抜本的な税制改革）、（予算制度改革の本格化）、

（国から地方への改革推進）、（地域再生）、それから（社会保障の一体的見直

し）について、具体的な取組を記述いたしております。このうち、（金融システ

ムの重点強化）につきましては、現在、「金融重点強化プログラム」、これは仮

称でございますが、これが検討段階にございますためにペンディングの（Ｐ）と

いうこととなっております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ただいまの文章は既に事務方を通じまして、調整をさせていただいた
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ものと承知をしております。さらに引き続き議論をするものでございますけれど

も、もし、今日の時点で何かございましたら。麻生大臣。 

（麻生議員） ３ページの真ん中からちょっと下、「その一方で」のところだけど、

「雇用者報酬は横ばい」という資料だけ後でください。僕の知っている範囲では、

雇用者報酬は下がっていると思う、私の持っている資料では。横ばいだという資

料をください。お願いします。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

（保坂経済産業副大臣） 経済産業省でございますけれども、５ページの今のペンデ

ィングになっております「経済の展望」でございますけれども、「改革と展望」

の主要な論点でありますデフレの克服、また基礎的財政収支の黒字化、これを確

実にしていくためには、当然、経済の中長期的な成長力を高めていく政策努力が

必要だと。このあたりはごもっともでございますが、しかし、この記述では、「企

業部分の生産性が回復する中で、我が国の中期的な成長力も高まっていく」との

見方が示されておりますが、私どもはもう一つ、その前提になります、人、技術

などを含めて、少子高齢化が進展する中で、労働力の人口の減少という点に触れ

ないと、これをしっかりした政策対応の裏づけのない見通しは、むしろ国民に楽

観的なメッセージを送ることになるのではないかという危惧を感じております。

したがいまして、今回の改定案におきましても、中期的な成長力の前提として、

経済力の源泉であるところの人、技術を強化するための政策対応を明確に位置づ

けていただきたい、このように要望いたします。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 中期的な経済財政運営の展望を示す、これは当然であります。財政再

建は大変重要な課題で、これに取り組もうということですが、財政再建というの

はどういうことか具体的に言えば、公的債務のＧＤＰに対する比率を発散させな

いで、現在の水準よりも長期的に下げていく、こういうことである。後ほど財務

大臣からもお話があるだろうと思いますが、現在、公的債務、国で言うと500 兆

くらい、地方も含めて700 兆と言われている。年々の国債発行は35兆ぐらいです

から年率７％ぐらいで公的債務は増えているわけです。一方、分母である名目Ｇ

ＤＰの伸び率はせいぜい１％ぐらいですから、公的債務のＧＤＰに対する比率は

もちろん上がっているわけです。そういうことから言いましても、未だに厳しい

状況にあるわけで、長期的な経済財政運営をしっかりやっていかなければいけな

い。 

そのため我々民間議員としては、大きなところとして、これは前回もお話しし

ましたが、社会保障、それから地方、こうしたところについて、マクロ経済との

整合性を考えながら改革を進めていかなければいけない、と考えている。それで

なければ財政再建ということも実現は到底難しいだろうと考えております。「改

革と展望」、書かれていることは結構ですが、これを具体的に諮問会議の場でも

詰めていく必要があると考えております。以上です。 

（竹中議員） 本間議員。 
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（本間議員） 「改革と展望」の初動の期間、重点強化期間、これはマクロ経済のパ

フォーマンスを我々は打ち出しているわけで、１つは実質経済成長率２％程度で

ずっと推移させていくということ及び名目と実質の逆転現象を正常化する。これ

をうたっているわけですから、これに向けてやはり全力を挙げていくということ

を確認する必要性があるのだろうと思います。 

その上で、いろいろ我々これまで試みてきた部分、つまり、マクロ経済と財政

状況の持続可能性に関する整合性をどういう具合にとっていくか。こういうこと

で社会保障制度、三位一体、そして公共投資、こういうことを議論したわけであ

りますけれども、これが各論的な形で議論されておりまして、プライマリーバラ

ンスを2010年超でこれを解消するというときの個々の制度改革との関係が不明瞭

になっている。より明確なシナリオを打ち出して、整合的に経済財政を運営して

いくというスタンス、是非これはきちんとフレームワークの中で読み込めるよう

な、これをしていかなければないのではないかという気がいたしております。 

この点に重ね合わせますと、究極的に、もし仮にプライマリーバランスが解消

されても、この利払い費という点で言えば、これは利子率とちょうど公債の発行

量が同じということを単に成立させただけの話でありまして、ストックベースは

またさらに対ＧＤＰ比率で伸びていくわけで、そういうような先ほど吉川議員が

おっしゃった公的債務のストック量の対ＧＤＰ比率というものを見据えながら、

国民負担という観点で、50％どういうぐあいに道筋をつけていくか全体の流れが

少しわかりにくいのですね。是非、そういう意味で時系列的な部分についてのイ

メージというものも、より工夫をして表現できるような点があれば織り込んでい

ただければというぐあいに思います。議論の詰め方を、やはり読んだ者が理解で

きるように工夫をしていくということだろうと思います。 

それから３番目は、私はやはりこれから増税論議というものが避けて通れない、

定率減税の部分もその典型でありますけれども、いろんな報道のされ方を考えま

すと、官がしっかりと歳出削減に向けて特別会計も含めてきちんとやっているの

だと。財投改革も含めてしっかり取り組んでいるというイメージを強調するとい

うことが必要ですし、具体的な行動も、やはりこれからとっていくのだというア

クションプランも考えてまいりませんと、マスコミはワンパターンで負担を押し

つける前に効率化・合理化だと、こういうようなパターンの議論が出てきており

ますから、私は広い意味での行革論議も含めて、やはり次年度はこういう問題が

表に出てくるような工夫を是非お願いをいたしたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。奥田議員。 

（奥田議員） 前回も申し上げたのですけれども、歳出の無駄を徹底的に無くすとい

うことはよく分かるのですけれども、これは言葉だけであって、ほとんど効果が

ない。多少はもちろん減っているわけですが、社会保障の給付の問題、あるいは

公共工事の３％カットとか、それに比べて歳出の削減策の中で、多分大きいのは

公務員、特に地方公務員の官民給与格差ではないかと思うのですが、こういうも

のを本当に無くせるのか無くせないのか。無くせないのであれば、それは無くせ
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ないということではっきり考えないといけない。ものの考え方として減らすべき

だと思うが、本当にああいうのを相手にして、ポリティックスの問題もあると思

うのですが、やれるのかやれないのかということは、はっきりどこかで決めてお

かなければいけないだろうと。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 地方公務員の給与の話が出ました。これは人事院の勧告などを踏まえ

て決めることになっているが、ラスパイレス指数で見ると、今年、史上初めて100 

を切るところまできます。どれぐらいが良いかはもう少しやってみないと分から

ないところですけれども、一番極端な自治体は74.6となっている。地方公務員の

給与は、地方公務員法から国家公務員に準ずることになっていて、74.6では25ポ

イントも低いわけです。首長は強引に押し込んでいるわけで、そういう自治体が

あるということも考えておいていただかなければいけません。給与をやる場合に

は、制度自体を触らない限りは、なかなか難しいと思っております。事実、やれ

る首長はやっているけれども、組合とは非常に具合の悪いことになるところまで

来ておるように思います。実際、一番高い自治体は、かつて140 程度であったの

が、今一番高いところで105 程度でありますので、一番低い自治体で74.6まで下

がってきておるというのが実態である。制度までいかないとなかなか難しいかな

という感じがいたします。 

（竹中議員） よろしいですか。どうもありがとうございました。 

今、「改革と展望」の議論をしているのですが、「改革と展望」の御意見にわ

たる部分と、それ以外のより広範囲な御意見にわたる部分があったと思いますの

で、御意見にわたる部分は、骨太等々で議論されるべき問題も多いのかもしれま

せん。「改革と展望」の御要望については、事務方で引き取っていただいて、し

かるべき調整を引き続きさせていただきます。よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

○平成17年度予算の基本的方向性について

（竹中議員） それでは、残されました時間で、谷垣大臣から平成17年度予算の基本

的な方向性について御発言をいただきます。 

（谷垣議員） 私からは横長の資料を出しておりますが、予算編成につきましては、

この前閣議決定をしていただいた「予算編成の基本方針」の基本的考え方を踏ま

えながら、今、大詰めの作業を行っております。その際、構造改革を一層推し進

めていくために、改革断行予算という基本路線を継続して、持続的な財政構造の

構築と予算の質の向上を図る。こういう基本的な考え方でやっているわけです。 

まず、改革断行予算の継続につきましては、１ページ目の「聖域なき歳出改革」

というところで項目を挙げております。社会保障については、今年は、介護保険

における食費・ホテルコストの利用者負担の適正化等々をやっているところでご

ざいます。 

公共事業については、引き続きコスト縮減を進めると同時に、省庁の枠を越え
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て一本化する交付金をつくろうということで詰めております。 

防衛については、新しい大綱、中期防等ができましたが、メリハリ付けをして

防衛力整備を推進していくということではないかと考えてやっております。 

文教・科学技術については、例年伸びている費目でございますけれども、引き

続きメリハリづけを徹底するとともに、従来伸びていた費目についても聖域なく

見直していくということが必要ではないかと思っております。 

特別会計についても、先の財政制度等審議会で、去年のものを更に深掘りをし

ていただいたわけですが、それを受けて事業の重点化を実施していくといった全

体を厳しく見直していきたいと考えております。 

それから次に、持続的な財政構造の構築と予算の質の向上という点については、

２ページ目の「重点化と歳出抑制の両立」に書いているわけですが、予算配分の

重点化・効率化については、昨年度と同様に２割増しの要望ということで、新規

要求を含めて幅広い要求、要望を受けまして、「予算編成の基本方針」に示され

ました「大学改革の一層の促進」であるとか、「中小企業の活性化・再生支援」、

「新新エンゼルプラン」、「循環型社会・脱温暖化社会の構築」といった重点課

題に予算の重点的な配分を行おうということでやっております。 

それで、その際、総合科学技術会議であるとか、政策群であるとか、府省横断

的な調整を踏まえるといった重点分野へ のメリハリづけの強化を図ろうとして

おります。 

それから「国債発行額の抑制」というところですが、経済社会動向を踏まえた

税収の確保と同時に、三位一体改革の着実な反映、予算編成過程における一般歳

出の更なる抑制等々を図りまして、新規国債発行額を対前年度以下に抑制すると

いうようなことで歳出改革路線を堅持・強化して、改革断行予算と評価するに相

応しいものとしてまいりたいと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。平成17年度予算につきましては、財務大臣

のもとで、今大変厳しい作業をしていただいていることは承知をしております。

特によろしゅうございますでしょうか。先ほどの御意見も重なる部分があるかと

思いますので。総理、よろしゅうございますか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは以上をもちまして、本日の諮問会

議は終了といたします。 

（以 上） 
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