
 

平成 16 年第 33 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 
 

(概要) 

○社会保障制度の一体的見直しについて 

（竹中議員） 審議の参考用に諮問会議でのこれまでの確認事項等についての資料を配付

している。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

と思う。 

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
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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について、これは民間議員から御

提案があったことだが、引き続き民間議員に検討をお願いする。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

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あ

ったので、これは尾辻臨時議員に御検討をお願いしたい。 

また、「『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』の主要なポイント」について、対照表の形でまとめているので御参考に

していただきたい。 

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

料を御説明する。 

「１．社会保険庁改革」について、１番目に改革スケジュールの前倒しが必要であ

る。「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」は、来年夏に最終とりまとめを行う

予定ということだが、これでは進捗が明らかに遅い。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

もは考えている。この際なので１つ指摘させていただくと、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いる。例えば、レセプ

トの電算処理、この点については、2001 年（平成 13 年）の骨太から、我々はずっと

言っており、厚生労働省として平成 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掲げていると思うが、平成 16 年 10 月時点では、レセプトの電

算処理化は、13.2％と聞いている。やると決めた以上はぜひとも素早くやっていただ

きたい。社会保険庁の改革も迅速に行うことが必要である。 

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

ると考える。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

についてである。 

「２．中医協改革」について。「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、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、このことについても改革内容を

「基本方針 2005」に明示すべきである。 

資料には書いてないが、本日の議題が社会保障の一体的見直しということなので、

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たい。

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だが、患者の選択肢

を広げ、また、これは前回奥田議員が指摘されたが、日本の医療が健全に発展してい

く、つまり医療分野の技術進歩が的確に生かされるためには、こうした制度改革が必

要であると考えている。ぜひとも尾辻臨時議員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る。医療制度は、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。そうした中
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で日本の医療保険制度、これが優れたものであることについては、我々民間議員も全

く同じ考えを持っている。ただし、現在の制度、医療保険を活かすためにも、いわゆ

る混合診療の解禁が必要であると考えている。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が、いずれにしても、この改革

というのは、終わりなき改革ということだろうから、大臣としてぜひとも我々の意を

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いる。 

（尾辻臨時議員） 最初の竹中議員からお話があった「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、少子高齢化が急速に進む中で、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が、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していて、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と考えている。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ある。ただ、社会保障の規模の「総額管理」に

ついて、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

意味合いだと思うが、そのようになると、どうしても社会保障を担当する立場から問

題が多く、同意するというわけにはいかない。この点については、これまでの諮問会

議でも再三申し上げているが、改めて申し上げると、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る。特に医療や介護は、一旦病気や要介

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、給付の抑

制という結果を性急に求めると、必要最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ある。したがって、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十分認識はしているが、

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もあり、さらに慎重に検討すべきであると

考える。いずれにしても、社会保障の給付と負担のあり方については、今、「社会保

障の在り方に関する懇談会」でも御論議しており、精力的に議論していきたいと考え

ている。 

その他の年金の一元化、中医協の改革等、混合診療について、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」で一通り議論をしていただいているところだ

が、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

めた負担の議論をしていく予定である。委員の方々には、毎回精力的に御議論をして

いただいているところである。 

最後に特に申し上げるが、中医協改革については、規制改革の一環として村上規制

改革担当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、今、二人でしっ

かりと詰めているところである。また、混合診療についても、そういう状況であると

いうことだけを申し上げておきたい。 

（竹中議員） 尾辻臨時議員、今の確認だが、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、「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、そのような理解であるので。 

（尾辻臨時議員） わかった。それ以上申し上げないので。 

（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いて。現在まで有識者会

議で５回論議を重ねていただき、運営主体である社会保険庁が、まずしっかりした業

務をやるべきであるということで、優先的に 80 項目について、「緊急対応プログラム」

をまとめさせていただき、現在実行中である。 
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この考え方は、組織論よりも、まずは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、という

考え方に基づいて、先行してこの部分を実行させていただいている。 

その結果、今後どういう形になるのかということについて、資料の下に書いてある

ように、有識者会議において、来年夏頃の最終とりまとめに向けて、社会保険庁の組

織のあり方について御論議をいただくことになっているが、若干これが遅いのではな

いかという指摘をうけて、「基本方針 2005」に間に合うような形で私どもとしてはや

らせていただく。これは厚生労働大臣からも強く言われている。有識者会議自身は、

官房長官の下でやっていただいているので、官房長官並びに座長にはお話をした上で

進めていきたいと考えている。 

それから「緊急対応プログラム」の中で４点ほど御指摘の件について、説明をさせ

ていただきたい。 

１点目の市場化テストについては、規制改革会議のメンバーの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」の部分について、例えば国民年

金の収納という問題からいうと、平成 16 年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の提供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、納付対策をきめ細かくやっていくということを決

めさせていただいたばかりである。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。もしそういうことになった場合、市町村から所得

情報が得られないということになると、収納対策が根本的に変わってくるという問題

があり、今回の市場化テストでは、今の段階では無理ではないか。 

それから、最後の公権力の行使という強制徴収権の問題については、これは保険料

だけではなく、ほかに税などいろいろあり、社会保険庁で果たして先行してイエス・

ノーと言えるのかという問題点がある。今回の市場化テストでの社会保険事務所の全

面的な開放については、まだイエスとは言えない状況で、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かと思っている。 

今後議論が進んで、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、もっと大幅な改定ということが出てくるかもしれな

いが、現段階では私は精一杯のところではなかろうかと思っている。 

２点目の保険料納付記録、それから年金見込み額の通知について、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思っている。当面の問題としては、当

年度の保険料納付記録については、平成 17 年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いるけれども、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いる。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

めている。 

一方、年金見込み額の通知について、平成 20 年度にポイント制ということで御通

知をすることを約束しているが、年金見込み額までということになると、マクロ経済

スライドを含めていろんなシステム的な開発が必要になってくるのだろうと思って

いる。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進めており、平成

17年３月までに刷新可能性調査、平成 17年度に最適化計画という段取りをしている。

そこで年金見込額までのシステム開発が可能かどうか、わかるのだろう。 

３点目の国民年金の納付率の 80％については、平成 14 年度から社会保険庁が直接

国民年金の収納を始めたばかりである。今まだ２年半という現状で、やっとシステム
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マティックなやり方を、これから税情報も含めてやろうとしている段階である。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思っている。行動計画も作成

し、市町村からの税情報も共有して、これを積極的に展開してどこまでいけるのか、

これをまず見極めることが一番大切な部分だろうと考えている。 

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ことについては、本年度

20 名以上の企業については職員が、５名以上の企業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最中である。本件については、市場化テストの対象に

入れており、５つの事務所において、本件を委託して、民間の方にお力添えをいただ

く形で進めている。 
（本間議員） 今、社会保険庁改革について、村瀬社会保険庁長官から御説明をいただ

いたが、前回も指摘したことだが、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。その点で言うと、やはり今

のコア業務に拡大するのが難しいというのは、自己点検の範囲を限定することにつ

ながるわけで、ぜひその点について、例えば強制徴収の問題とか、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う。それから、我々は、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として含むかというような

ことまで指摘しているわけであり、この進捗状況を拝見すると、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したい。 

２番目の問題であるが、これは中医協の改革及び混合診療に関する問題。中医協

の問題は、もちろん尾辻臨時議員を先頭にしてしっかりと取り組んでいただきたい

が、技術の審査の問題を中医協から切り離さないといけない。なぜ中医協の中で国

が一元的にこうい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。先ほど吉川議員の話の中にもあったし、前回、奥田議員の方から

もあったように、やは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事実であり、そういう点から、やはり中医協から別組織にして

技術を判定していくことはぜひお考えをいただきたい。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いるので、ぜひ厚生労働省の外にこの問題

も検討していく場を設けていただきたいというのが、我々民間議員の真意である。 

（牛尾議員） 混合診療に関して、尾辻臨時議員と村上規制改革担当大臣の間で大変深

く真摯に議論されていると聞いており、ぜひいい方向になることを期待している。

総合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

合診療を包括的に認めたらどうだという考え方。これに対して、尾辻臨時議員の方

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あり、両者がだんだんくっついてきている

と聞いている。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、病院すべてに混合診

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しょうがないので、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。 

もう１つは、これは非常に長年の問題で、今回、尾辻臨時議員が、非常に熱意を
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持ってやっていることだが、ある程度の妥協の産物になっても、引き続き議論を続

ける場合、2006 年ぐらいまで続けるということをぜひお願いしたい。それから、非

常に熱心な病院の１つ、２つを一度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

れを監視してみた結果と、今、尾辻臨時議員がやってい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だから、そういうことをぜひ実施して

結論を出してほしい。会議にも参加しないで、非常にうまくいっているという感じ

のことだけを聞いたものだから、ぜひその辺の執行面の結果が大事だということと、

熱心な病院を特区にしてみるということと、それをあきら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。 

（吉川議員） 私も牛尾議員の御発言に賛成。特区のアイディアというのもぜひとも積

極的に検討していただきたい。 

（奥田議員） 村瀬長官にちょっとお伺いしたいが、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あるが、この保険料徴収、右側を

見るといろんなやり方が書いてあるが、どれをやられるのか。 

（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しているが、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行う

ことを前提として考えている。そうすると、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、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、お金を持っているが、

保険料を納めていただけない方、この方については、徹底的に納付督励をして納め

ていただく。最後、それでも納めて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、こういう形が大事な仕組みだと考えている。 

（尾辻臨時議員） 先ほど来お話をいただいている混合診療、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と思っており、特に今

回改めて村上規制改革担当大臣にも色々なことを申し上げたが、私たちが厚生労働

省として申し上げたことの最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あるから、皆様方の御指

摘は、そのとおりだと思って私ども考える、という基本的なところで申し上げたと

ころである。その上で今、村上規制改革担当大臣と真剣に、それから率直な議論を

しており、何とか２人でまず答えをつくってみたいと思っているので、それを見て

いただくようお願い申し上げる。 

そして、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

があった。また、決めてきっちりやるのかというお話があったが、今度の混合診療

については、村上規制改革担当大臣との間でまとまったら、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、こう思っていることを申し上げたい。 

（村瀬社会保険庁長官） ちょっとお話しさせていただきたい。先ほど本間議員の方か

ら内向きの施策だというようにお話があったが、私自身の考え方を申し上げると、

実施庁である以上は中をしっかりすることがまず最優先であり、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である。し

たがって、今、やっていることは何かというと、中の人間がいかに意識を変えて仕
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事をするかを最も大切にしている。そういう点で、お手元にお配りしていないが、

11 月 26 日に「社会保険庁は変わります宣言」というものを出させていただき、ホ

ームページにも掲載した。これは何かというと、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、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思って

いる。 

それから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

たわけだが、それも 12 月２日に出させていただき、これは全事務所に掲示をして

いる。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

いただいた。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ていただくこ

とが大事であるということをまずつけ加えさせていただきたい。それから、市場化

テストで社会保険庁が矢面に立っているが、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あり、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うので、それが一定条件下で民間に渡していいという議論

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とだか、

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ない。私としては、コア業務とコア業務以外とを

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。 

（竹中議員） 社会保険庁の改革における改革スケジュールに関しては、村瀬長官から、

有識者会議の最終とりまとめや「基本方針 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。 

「緊急対応プログラム」における改革に対する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いるが、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かけていただきたい、という趣旨の提案がなされた一方、村瀬

長官のご指摘の点も大変重要であると思われるため、その範囲で、その他の提案へ

の対応も含めて、よろしく御対応をお願いする。 

中医協の改革に関しては、尾辻大臣と村上大臣がさらに話し合いをされると伺っ

ているが、民間議員から、第三者による検討会を厚生労働省の外に設置することに

ついて重ねて要望が出されているため、ぜひこの点については御配慮を賜りたい。 

混合診療の解禁については、今まさに最終調整段階だと思われるため、引き続き

よろしくお願いしたい。いずれにしても、この問題は非常に大きな問題であるため、

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

区の活用を考えてみてはどうか、という提案が複数なされた。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、ということだと思う。この点に

ついては、ぜひご検討をお願いしたい。 

（小泉議長） 両大臣で精力的に協議し、良い成果を上げて欲しい。 

 

（尾辻臨時議員、村瀬社会保険庁長官 退室） 

 7



 

 

○「改革と展望」の改定（原案）について 

（村瀬政策統括官） それでは、「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定」の

原案について、御説明する。 

「１．2004 年度改定について」においては、今回の改定の役割等について記述し

ている。今回の改定の対象期間は 2009 年度まで、基礎的財政収支については、2010

年代初頭までの期間を視野に入れる、としている。 

「２．経済財政状況」においては、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、集中調整期間を通じた経済財政状況についてまとめている。

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、記述している。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は引き続き留意する必要があること、

加えて、デフレ克服への取組は依然重要な政策課題であること、を記述している。

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、としてい

る。 

「３．中期的な経済財政運営の基本方針」においては、まず、「（１）デフレの克

服に向けた取組」について、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、としている。 

「（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、としている。 

「（３）経済の展望」では、物価動向及び経済成長の展望について記述すること

としており、来年度の政府経済見通しの数字などを踏まえ、最終的な案文を確定し

たいと考えている。したがって、本日の原案では、ペンディング（Ｐ）としている。 

「（４）歳出抑制の目標と基礎的財政収支」においては、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。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、とし、加えて、前回の諮問会議におけ

る議論を踏まえ、「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

えている。 

「４．構造改革への更なる取組」については、まずその冒頭で、「基本方針 2004」

等を踏まえ、総括的にその取組を述べている。また、「基本方針 2004」以降の諮問

会議における議論を踏まえ、特に、（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）、（社会保障の一体的見直し）について、具体的

な取組を記述している。このうち（金融システムの重点強化）については、現在、

「金融重点強化プログラム」（仮称）が検討段階にあるために、ペンディング（Ｐ）
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となっている。 

（麻生議員） ３ページの中程に、「雇用者報酬は横ばい」という記述があるが、その

資料をいただきたい。私が持っている資料の範囲では、雇用者報酬は下がっている

となっていたと認識しているため、確認したい。 

（保坂経済産業副大臣） 「３．経済の展望」について、「改革と展望」の主要な論点

であるデフレの克服、基礎的財政収支の黒字化を確実にしていくためには、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、という点はもっともである。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」との見方は示されているが、その前提である人、技術等を含め

て、少子高齢化が進展する中での労働力人口の減少に対するしっかりした政策対応

について触れられていない。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という危惧を感じる。したが

って、中期的な成長力の前提として、経済力の源泉である人、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。 

（吉川議員） 中期的な経済財政運営の展望を示すことは、当然である。財政再建は大

変重要な課題であり、これに取り組もうとしている。財政再建とはどういうことか

具体的に言えば、公的債務のＧＤＰに対する比率を発散させずに、現在の水準より

も長期的に下げていく、ということである。現在、公的債務の残高は、国で約 500

兆円、地方も含めて約 700 兆円と言われる。年々新規で国債を約 35 兆円発行し続

けているわけだから年率約７％のペースで公的債務は増えていることになる。一方、

分母である名目ＧＤＰの伸び率は１％程度であるため、公的債務のＧＤＰに対する

比率はもちろん上がってくることになる。こうしたことからも未だに厳しい状況に

あり、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。 

そのために、我々民間議員は、大きな問題として、社会保障制度を一体的に見直

さなければならない、また、地方財政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。そうでなければ、財政再建の

実現は到底難しい。「改革と展望」に書かれていることはもっともだが、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思う。 

（本間議員） 「改革と展望」の初動の重点強化期間は、マクロ経済のパフォーマンス

を打ち出している。つまり実質経済成長率２％程度で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とを謳っているわけで、これに向けて全力

を挙げていくことが必要である。 

その上で、我々がこれまで試みてきたマクロ経済と財政状況の持続可能性に関す

る整合性を、どのように取っていくかが問題となる。社会保障制度、三位一体、そ

して公共投資を議論してきたわけだが、これが各論的な形で議論されており、プラ

イマリーバランスの赤字を 2010 年超で解消するという時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を、フレームワークの中で読み込めるようにしていか

なければならない。 

この点に重ね合わせると、仮にプライマリーバランスの赤字が解消されても、元

本返済・利払費と公債の発行量が丁度同じということを単に成立させただけの話で

あり、公債発行量はストックベースでも、更には対ＧＤＰ比率でも伸びていくわけ

である。吉川議員がおっしゃった公的債務のストック量の対ＧＤＰ比率を見据えな

がら、国民負担という観点で、50％をどのように道筋をつけていくかという全体の

流れが、少し分かりにくい。時系列的なイメージも表現できるように工夫して、織
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り込んでいただきたい。読んだ者が、議論の詰め方を理解できるように工夫をして

いくということだと思う。 

さらに、これから増税論議というものが避けて通れない。定率減税の議論もその

典型だが、色々な報道のされ方を考えると、官が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、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

ジを強調することが必要であるし、具体的な行動も取って行くのだというアクショ

ンプランも考えて行かない。マスコミからはワンパターンで、「負担を押しつける

前に、効率化・合理化だ」というような議論が出てきているから、広い意味での行

革論議も含めて、次年度はこういう問題が表に出てくるような工夫をお願いしたい

と思う。 

（奥田議員） 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だが、これは言

葉だけで、ほとんど効果がない。もちろん多少は減っているのだが、社会保障の給

付の問題、あるいは公共工事の３％カットに比べて、歳出削減策の中で、多分大き

いのは公務員、特に地方公務員の官民給与格差の問題ではないかと思う。こういう

ものを本当に無くせるのか無くせないのか。ものの考え方として、減らすべきだと

思うが、ポリティックスの問題もあると思うが、やれるのかやれないのかは、はっ

きり何処かで決めておかなければいけない。 

（麻生議員） 地方公務員の給与の話が出た。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。

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。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かなければい

けない。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

ている。事実、やれる首長はやっているが、組合とは非常に具合の悪いところまで

来ているように思う。実際、一番高い自治体は、かつて 140 程度であったのが、今

一番高い自治体で 105 程度である。一番低い自治体で、74.6 まで下がってきている

というのが実態である。制度までいかないと、なかなか難しいという感じがする。 

（竹中議員） 今、「改革と展望」の議論をしているのだが、「改革と展望」にわたる部

分と、それ以外のより広範囲にわたる部分の御意見があった。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ない。「改革と展望」の御要望

については、事務方で引き取って、しかるべき調整をさせていただく。よろしいで

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 

（谷垣議員） 予算編成について、この前閣議決定をした「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いる。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行っている。 

まず、改革断行予算の継続については、資料１ページ目の「聖域なき歳出改革」

で項目を挙げている。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ある。 

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、省庁の枠を越えて

一本化する交付金をつくろうということで詰めている。 

防衛については、新しい大綱・中期防等が出たが、メリハリ付けをして防衛力整
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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いる。 

文教・科学技術については、例年伸びている費目であるけれども、引き続きメリ

ハリ付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

くことが必要と思っている。 

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堀していた

だいたわけだが、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。 

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、

資料２ページ目の「重点化と歳出抑制の両立」に書いている。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、「予算編成の基本方針」に示された「大学改革の一層

の促進」や「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

でやっている。 

その際、総合科学技術会議や政策群など、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付けの強化を図ろうとしている。 

「国債発行額の抑制」について、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、新規国債発行額を対前年度以下に抑制するという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。 

（以 上） 


