
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 17 年第６回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 17 年第６回）

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年３月 25 日(金) 17:32～18:30 

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 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） 

構造改革特区・地域再生担当大臣 

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、構造改革特区について 

（２）社会保障制度の一体的見直しについて 

（３）新地方行革指針について 

3.閉会 

(説明資料) 

○構造改革特区の改善策について（村上臨時議員提出資料） 

○構造改革特区の現状（村上臨時議員提出資料） 

○平成 17 年度「重点検討分野」について（宮内規制改革・民間開放推進会議議長） 

○規制改革・官業開放のために（有識者議員提出資料） 

○尾辻臨時議員提出資料 

資料１ 社会保障制度の改革について（参考資料 中長期的な医療費適正化の取り組み） 
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平成 17 年第６回 議事録 

資料２ 民間４議員提出資料「経済規模に見合った社会保障に向けて」（2/15）についての考え方 

資料３ 中医協の在り方の見直しについて 

資料４ 社会保険庁改革について

○社会保障制度改革について（有識者議員提出資料） 

○新地方行革指針による地方行革の推進（麻生議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それではただいまから、今年第６回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。 

○規制改革、構造改革特区について

（竹中議員） それでは、今日の議題ですけれども、まず、村上大臣と宮内議長にお

いでをいただいておりまして、規制改革と構造改革特区についての御審議をいた

だきます。 

その後、尾辻大臣がいらっしゃいまして、社会保障制度の一体的見直しについ

て、昀後に新地方行革指針について御審議をいただきます。 

牛尾議員は、今日は御欠席でございます。 

なお、本日は１時間という非常に短い時間でありますので、いつもよりも増し

て効率的な議事をお願い申し上げます。特に資料に基づく御説明は申し訳ござい

ませんが、極力短めにお願いを申し上げたいと思います。 

それでは、規制改革、構造改革特区につきまして、まず村上大臣からよろしく

お願いいたします。 

（村上臨時議員） すみません。まず昀初に「構造改革特区の改善策について」とい

うペーパーがありますので、それを見ていただきたいと思います。 

まず１ページ目の資料、昨年の諮問会議で民間議員の皆さんからいただいた御

指摘です。 

次の２ページ目を見ていただきたいと思います。その検討した結果が２ページ

目でございます。まず、特区本部の下の構造改革特区のための「有識者会議」を

開催しまして、重点検討項目の選定及び検討を行っていただきます。有識者会議

のメンバーについては、特区について知見のある特区評価委員会の委員の皆さん

にお願いしたいと考えています。この有識者会議での議論の上、意見をとりまと

めていただき、それを踏まえて、政府として新たな規制改革の対応について、特

区本部で決定したいと思います。 

また、特区提案の実現のための努力を継続するのは重要でありまして、来年以

降の対応方策については、今回の結果を検証して検討していきたいと考えており

ます。 

次に３ページ目をおめくりいただきたいと思います。現在、想定している重点
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平成 17 年第６回 議事録 

検討項目の選定、検討の方法です。これまでに実現していない提案のうち、社会

的、経済的意味があるものを選定することが重要だと考えておりますので、有識

者会議で提案者などの関係者からヒアリングを行っていただければよいと思って

います。また、その際、規制改革・民間開放推進会議の協力を得ながら進めてい

ただければと思っております。 

次に４ページ目をめくっていただきたいと思います。４ページ目は今後のスケ

ジュールでございます。４月に「有識者会議」で議論を開始して、８月頃に意見

をとりまとめて本部長に報告していただき、９月頃には政府としての方針を特区

本部で決定したいと思っています。 

５ページ目は検討の視点でして、特区が規制改革の突破口として役割を果たす

とともに、地域が「自主、自立、自考」の精神で活性化するように検討がなされ

ることを期待しております。 

なお、６ページから７ページ目は前回御説明もしたのですが、実はピラミッド

の半分近くは現行法で可能又は事実誤認であり、また対応できないものには、例

えば公序良俗に反するというものや、高速道路の速度制限をなくすものというよ

うな、合意形成が困難ものも含まれております。 

次に２番目に、「構造改革の特区の現状」という資料がありますので、これを

見ていただきたいと思います。この構造改革の特区の現状について、１ページ目

をお開きください。この構造改革特区制度が動き出して２年半が経過しました。

これまでの農業、教育、医療といった分野への株式会社参入をはじめ、従来難し

いとされた分野における規制改革を進めてまいりました。 

また、３月28日に官邸で行われる認定式で、新たに74の特区が認定され、合計

で549 特区になります。なお、一番下に記載しておりますが、刑務所業務の民間

委託や、いわゆる公設民営学校を可能とする特区法の改正法案を今国会に掲出し

ています。 

次に２ページ目をおめくりいただきたいと思います。これは主な分野別特区計

画の認定状況であります。１番目に国際物流・産業活性化分野では、三重県四日

市の特区でコンビナートの建て替えが可能になりまして、５年間で700 億の設備

投資を引き出すことができると見込まれています。 

それから農業分野では農業分野への株式会社等の参入による特区が71に上る予

定です。先日総理にも会っていただきましたけれども、建設業、土木業の仕事を

なさっている皆さん方が、農業参入に特区を活用するケースが増えています。 

教育分野では株式会社が学校を設置する特区は22に上る予定です。群馬県の太

田市の英語が教育を行う特区では、市と民間が協力した小中高一貫教育が来月開

校します。 

３ページを飛ばしまして、４ページを見ていただきたいと思います。４ページ

は特区の全国展開であります。現在までに46の特例措置の全国展開が本部決定さ

れるなど、着実に進んでおります。 

５ページ目は特区制度のＰＲについてであります。カブトムシ特区のように、
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平成 17 年第６回 議事録 

特区での規制改革の提案者が実は農家のお百姓さんでありました。このように誰

でもできることにつき、依然として誤解がありまして、民間事業者に対して引き

続き周知徹底していくことが重要だと考えております。 

昀後に特区の成果については、ここにあります「特区は宝の山」という昀新版

をつくりましたので、後で御覧いただきたいと思います。 

特区制度を推進するために、今後とも妥当性のある提案や緊急性のある特区提

案については、私自らが関係大臣と折衝するなどして、政治的リーダーシップを

発揮して実現を図っていきたいと考えています。 

それから後ほど、宮内議長さんから御説明いただきますが、規制改革・民間開

放について若干説明します。 

次に規制改革・民間開放について御説明いたします。 

平成16年度の取組の締め括りとして、本日閣議で規制改革・民間開放推進３か

年計画の改定を決定しました。昨年の当会議でも御議論いただいた混合診療の解

禁、それから中医協の改革、市場化テストといった重点課題についても計画の中

に盛り込んであります。市場化テストにつきましては、来年度はモデル事業を実

施するとともに、本格的な導入のために法案作成等の作業を進めていくこととな

ります。このため、体制整備として４月１日に内閣府の市場化テスト推進室を設

置します。中央省庁、地方自治体、民間から約15名の人材を集めて、精力的に取

り組んでいきたいと考えています。 

また、混合診療、中医協改革につきましても、昨年末の閣僚折衝で合意した内

容が確実に実施されるよう引き続き注視し、必要に応じ働きかけ等を行ってまい

ります。 

さて、規制改革・民間開放の今後の課題ですが、推進会議においては、既に議

論を開始していただいております。私は次の世代が生き残っていくためには、我々

の世代が財政、経済、教育の立て直しに、責任を持って取り組む必要があると考

えております。その意味で規制改革・民間開放の面においても、官業のスリム化、

効率化につながる市場化テストの導入、医療・教育分野の規制改革といった課題

は引き続き重要と考えております。さらに経済活動の基盤となる情報通信、金融、

土地利用等の分野の改革にも力を入れていきたいと考えております。 

今後とも推進会議と協力し、規制改革・民間開放推進を昀大限努力してまいり

ますので、諮問会議の皆様方に御支援よろしくお願いします。 

（竹中議員） 宮内議長お願いします。 

（宮内議長） それでは、その次に私の名前で出させていただきましたペーパーがご

ざいます。表紙をおめくりいただきまして、初めのページからまいりますと、こ

れは本年度、ただいま大臣のお話にございましたように、新たな推進体制といた

しまして、規制改革・民間開放推進会議と推進本部が発足いたしまして、規制改

革・民間開放という名前が示しますとおり、個別規制の改革にとどまらず、官業

改革というところまで取り組むことができました。 

具体的には３つの分野につきまして重点的に取り組んでまいりました。１つは

 4




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年第６回 議事録 

ただ今ございましたように、市場化テストについてでございます。ガイドライン、

モデル事業を決定いたしました。これは来年度に、４月からでございますが、実

施される予定でございます。 

２つ目は個別官業の民営化について。国等の事務事業のうち、給付、徴収業務、

公的施設管理等の36事業についての民間開放、こういうことをやってまいりまし

た。 

３つ目は、ただいま御指摘がございました主要官製市場では、特に医療分野。

中医協改革、あるいは混合診療などに成果が得られたと思います。これはやはり、

総理のリーダーシップと当諮問会議との連携、あるいはこの規制改革・民間開放

推進本部による大臣折衝など、色々な方法を用いまして成果を上げることができ

たと思います。この場をお借りいたしまして、総理はじめ御担当の村上大臣にも

大変お世話になりました。厚く御礼を申し上げたいと思います。 

それでは、来年度からのことでございます。次のページを御覧いただきたいと

思います。来年度は大きく分けて３つの取組を行いたいと考えております。１つ

目がここにございます「横断的な制度整備」等でございまして、来年度の昀大の

課題でございます市場化テストの他、個別の官業の民営化等の継続的検討、第一

次答申で提言し、この度閣議決定されました通知・通達等による裁量行政にある

規制の見直し基準の策定、こういうものの検討を行いたいと思います。 

市場化テストにつきましては、既にモデル事業実施に向けて準備が進められて

おりまして、村上大臣のお話にございましたように、市場化テスト推進室が設置

予定で、市場化テスト法案作成が昀重要ミッションになろうかと思います。 

１枚おめくりいただきたいと思います。市場化テストのモデル事業は、本格的

導入の是非を判断するものではなく、試行的に実施し、その成果を法案に反映さ

せるためのモデル事業であるという点が重要ではないかと考えております。 

今回のモデル事業を選定しましてわかりましたことは、実は法律がないままに

進められているということでございますので、さまざまな限界、問題点が生じて

おります。今回のモデル事業では、例えばハローワーク、社会保険庁という、こ

れまで民間開放が難しかった組織について、一部の事業でございますが開放され

る。これは一定の評価ができると思います。 

しかし、その両組織とも法改正などの大幅な規制改革を伴うような事業は、実

は対象にできなかったわけであります。監視機能などを用い、法的根拠のある第

三者機関というものがまだ存在しておりません。その結果といたしまして、モデ

ル事業におきましては、官が入札に参加しないという事態が生じております。こ

れはある意味で官の不戦敗みたいなものでございますが、市場化テストの大きな

目的でございます民間開放だけでなく、民間と競争することによる官の効率化、

こういうものを実現する機会が昀初から放棄された、そういう結果になっており

ます。 

市場化テストにより官自身が効率化すれば、言うならば、デフレなき財政再建

も可能であると考えますが、このためには市場化テストの法制化、強力な第三者
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機関の設置というものが、はやり不可欠であろうかと思います。 

同時に当諮問会議でも御議論されておりますが、公務員の出向、配置転換等の

円滑化されるような制度改革も必要であろうかと思います。来年度中に法制化を

図るということが必要であろうかと思います。 

次のページを御覧いただきますと、私が申し上げました平成17年度以降のスケ

ジュールでございまして、市場化テスト推進室による法制化、第三者機関の設置

というようなことが来年度の課題かと存じます。 

次のページを御覧いただきたいと思います。次は３つの項目のうちの２つ目の

「横断的重点検討分野」でございます。これは従来各省庁別で縦割りの検討を我々

も行ってきたわけでございますが、国民生活に密接にかかわる分野であって、複

数の省庁に関係するテーマ、こういうものにつきましては、横断的な視点を持っ

て取り組む必要がある。これは現在の縦割り省庁のとおりで取り組んでいきます

と、かなり難事でございますので、内閣主導で行っていただくという必要があろ

うかと思います。 

具体的テーマといたしまして、「少子化」というテーマで括りました。多様化

する育児、働き方などに対応する規制制度を改革すべきと。こういう観点でござ

います。 

２つ目は、「生活・ビジネスインフラの競争促進」。ちょうど今、話題になっ

ております放送と通信の融合という問題もそうでございますが、縦割り行政の下

では、適切なルールが未だに整備されていないという弊害が、例えばＩＴ、エネ

ルギー、環境、そういう分野にございます。そういう点を検討したいと思います。 

昀後は「外国人の移入・在留の問題」でございます。グローバル化の進展によ

り避けられない、ここには多岐にわたる問題を抱えております。これの制度整備

等を検討したいということでございます。これらの各重点分野の具体的な重点検

討事項を早急に会議といたしまして、選定したいといしふうに考えているところ

でございます。 

資料７ページでございます。これは３つ目の第３点でございますが、個別重点

分野で長年検討を進めてきました官製市場改革のうち、特に重要性が高い医療、

教育、農業等を重点分野として、厳格なフォローアップあるいは新たな課題の検

討を推進する必要があろうかと思います。 

これは例示でございますが、医療分野では混合診療とか、中医協改革、医薬品

の一般小売店販売、教育ではバウチャーなど、保護者、生徒が多様な主体を選択

できるようにする。あるいは農業、土地・住宅では農地を含めました土地利用の

在り方、あるいは農協の改革など、こういうことが検討対象になろうかと思いま

すが、現在、この内容につきまして、会議で進めているところでございます。こ

れまでも規制改革は内閣主導により推進されてまいりましたが、来年度検討する

市場化テスト、あるいは横断的分野の検討など、これはやはり内閣以外にできな

い分野ではなかろうかと思います。 

医療、教育、農業などハードコアの課題が出てきたということを考えましても、
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より一層の内閣によるリーダーシップをお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

昀後のページは昨年同様、集中受付月間ということで推進するということと、

ただいま村上大臣のお話がございました特区との連携によりまして、この規制改

革を進めていきたいということでございます。 

徐々に大きな問題に取り組んでいるという感じがしております。そういう意味

で一層の御協力をお願い申し上げたいと思いますし、私どもも一生懸命やらせて

いただきたいと思っております。 

私からの報告は以上でございます。 

（竹中議員） 民間議員から資料の提出がございます。奥田議員お願いします。 

（奥田議員） 民間議員ペーパーの「規制改革・官業開放のために」ということにつ

いて御説明いたします。 

以下の４点に取り組むべきであると考えております。 

まず１つ目でございますが、官業のスリム化、効率化、これを徹底的に行う仕

組みとして、市場化テストは非常に有効であると考えておりますが、今後の昀大

の課題は、この市場化テスト法を17年度中に作成して、国会に提出することだと

思っております。 

これについては規制改革・民間開放推進会議の報告を受けて、諮問会議におい

てもしっかりと審議して、法案に向けての基本指針を「基本方針2005」に明示す

るということが必要になる。そういうことでございます。また、国だけではなく

て、地方においても市場化テストを進める必要がございますので、総務省と連携

をとりながら推進をしていただきたい。このように思います。 

２つ目でございますが、推進会議には17年度の重点事項を早急に御検討いただ

きたいと思います。そして、その改革の方向、これも「基本方針2005」に明示す

るべきであると考えております。長年課題となってきました医療、教育、農業、

こういった官製市場開放につきましては、引き続き強力な取組が必要であるとい

うことでございます。 

３つ目は推進会議には中医協の根本的改革が実現するように、「中医協の在り

方に関する有識者会議」の議論を注視していただきまして、規制改革推進会議が

必要に応じて提言をするということをお願いしたいと思います。 

昀後に構造改革特区につきましては、規制改革の突破口としての本来の機能が

十分に発揮されるように、重点事項の選定を行うということが望ましいと思いま

す。 

先ほど村上大臣から御提案のございました有識者会議には、新規の提案も含め

て重要事項の選定を行うように機能強化すべきである。このように考えておりま

す。 

私どものペーパーは以上でございます。 

（宮内議長） ぜひ、そのように当会議への御支援を心からお願いしたいと思います。 

（村上臨時議員） 昀後に中医協なんですが、これはなかなか厳しいところがありま
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すので、ウォッチングとサポートをよろしくお願いいたします。 

（竹中議員） それでは市場化テストの法制化について、17年度中の法案作成、国会

提出に向けて努力いただきたいという民間議員の提案がございました。村上大臣、

宮内議長、ぜひ、この方向に向けての御尽力をお願い申し上げます。 

（村上臨時議員） できる限り可及的速やかに努力を一生懸命させてもらいます。 

（小泉議長） 官の不戦敗ってどういうことですか。 

（宮内議長） 結局、市場化テストは官がやっていることをイコールフッティングで

見て、民間と一緒に入札して、官の方が効率が良ければ、引き続き官にやっても

らいたいということでなんですけれども、民間ばかりが応募してきまして、官か

らはやりたいという声が出ませんので、モデル事業は民間の中から一番有利なも

のを選んでやってもらうということになるわけです。 

（小泉議長） 出てこない。 

（麻生議員） 官でやってもいいと言っても、官はやってはいけないんでしょうと思

っているところが圧倒的に多いんですね。 

（宮内議長） それから、今の法律のもとではできないところがあるんです。例えば、

ハローワークなんかでも、今の職業安定法ですか、あれではできないというとこ

ろもあったりして、法制化が伴わないと、やはりモデル事業では官が手を挙げる

ということになかなかならないので、やはり法制化ということを伴うということ

が一番重要である。 

（小泉議長） できないと思っているのか。 

（麻生議員） 今は法律的にできない。 

（宮内議長） 出来ない部分もあるわけなんです。 

（竹中議員） それでは、この問題につきましては、引き続きよろしくお願いを申し

上げます。 

それでは尾辻大臣においでをいただきまして、社会保障の一体的改革でござい

ます。大臣、まず御報告をお願い申し上げます。 

（構造改革特区・地域再生担当大臣、宮内規制改革・民間開放推進会議議長退室） 

（尾辻大臣入室） 

○社会保障制度の一体的見直しについて

（尾辻臨時議員） それでは４点御報告を申し上げます。 

１つ目が「社会保障制度の改革について」。それから２点目が民間議員の皆さ

ん方の提出なさった資料に対する考え方について、３点目が「中医協の在り方の

見直しについて」、４点目が「社会保険庁の改革について」でございます。 

それぞれ今申し上げた順番で、資料１、２、３、４になっておりますので、こ

れは今日は詳しくは申し上げませんので、後ほどお目通しをいただきたいとふう

に思います。 

それではまず「社会保障制度の改革について」申し上げます。社会保障制度の

適正化に向けた具体的な取組ということになりますと、大きくは年金、介護、医
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療になります。 

年金制度については、昨年度の改革で相当厳しい見直しを実施しておりますし、

特にマクロ経済スライドなどを入れておりますので、将来の見通しでも経済の伸

びと調和のとれた伸び方になっておると考えております。 

介護保険につきましては、今国会に改正法案を提出しておりまして、これから

御審議いただいたくわけでありますけれども、予防重視型システムへの転換であ

りますとか、施設給付の見直し、在宅ケアの重視等により給付の適正化を進めて

いく予定でございます。 

問題は医療でございます。今後もさらに適正化の努力が必要でありまして、こ

のためには保険者の再編・統合、高齢者医療制度の創設などともに、長期、中期、

短期の医療費適正化に全力で取り組んでいかなければならないと考えております。

そこでもう少し詳しく、この医療制度の問題、改革について申し上げておきた

いと思います。医療制度改革を考えますときに昀も重要なのは、これは国民皆保

険制度、これは日本の宝の１つだと思っておりまして、堅持をしていくべきでご

ざいます。そのために今日までも自己負担割合の引き上げなど、ときに厳しい改

正を累次にわたってやってきました。 

しかし、自己負担の見直しなどによる手法というのは、やはりどうしても限度

がございまして、その効果というのは過去の数字を見てみましても、一過性のも

のにとどまらざるを得なかったところでございます。したがいまして、医療費の

伸び自体を適正化していくためには、構造的な取組が不可欠であるということに

なります。 

今私どもが考えておりますのは、１つには生活習慣病対策の推進、２つには医

療機能の分化・連携、平均在院日数の短縮といったようなこと。それから３番目

には、地域における高齢者の生活機能の重視といったような取組を一体的かつ計

画的に行っていくことが基本となります。 

もちろん、今申し上げたのは中長期的な取組でありますが、これらとともに公

的保険給付の範囲の見直しなど、短期的に効果のあらわれる取組についても、今

後、医療制度改革のとりまとめを行っていく中で、引き続き幅広く検討を行って

いきたいと考えております。 

さらにもう少し申し上げますと、医療費の地域差には相当大きなものがありま

す。よく言いますけれども、老人医療費の都道府県別１人あたりの数字をみると、

全国平均が75万円ですけれども、これに大きいところ、小さいところの県でいい

ますと、±15万円になるわけでありまして、すなわち、老人医療費の１人当たり

のコストが一番低いところは60万円、一番高いところは90万円と、このぐらいの

差があるということでございます。 

こうしたことを考慮いたしますと、医療費適正化は地域ごとに関係者が協力し

て、医療の地域特性に応じた取組を推進していくことが必要ということになりま

す。また、この取組を促すために、保険料の水準を地域の医療費水準に見合った

ものとしていくことも必要がございます。このために保険者の再編・統合を進め、
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都道府県単位を軸とした保険運営としていくこと。また、地域のおける医療計画、

健康増進計画、介護保険事業支援計画、これは全て都道府県が行うことになって

おりますから、こうした３計画の見直しと合わせ、新たに医療費適正化計画を作

成することにいたします。これらにより、強力に医療費適正化を進めていくこと

といたしたいと考えております。 

そこで保険者の再編・統合ということに触れましたけれども、その関連で政管

健保の改革について一言申し上げておきたいと思います。これはまた、同時に後

ほど申し上げます社会保険庁の改革とも絡む問題でもございます。政管健保は保

険料が全国一律であるために、受益に応じた保険料負担になっておりません。ま

た、地域に応じた医療費適正化対策や保険事業が不十分と指摘をされてもおりま

す。そのために国から分離するという考え方を含め、保険者機能が十分発揮され

るよう抜本的に改革をしていくつもりであります。 

先ほどちょっと申し上げました生活習慣病対策などの中長期的な医療費適正化

の効果につきましては、資料の１の15ページで粗い算の結果はお示しをいたして

おりますので御覧ください。 

今後、具体的な方策を進める中で精査をしてまいりますけれども、2025年度に

は国民医療費、医療給付費ともに１割以上の縮減効果があり、医療給付費の対国

民所得比は10％を下回るということで、相当の効果を見込んでおります。こうし

た取組とともに、短期的に効果のあらわれる取組も申し上げましたように、改革

全体の検討の中で行っていきたいと考えております。 

２点目は、民間議員の提出されました資料に対する考え方について、簡単に申

し上げておきたいと思います。２月15日の御提出のペーパーに対する考え方につ

きましては、前回と重複する部分もございますので、詳しい説明は省略をいたし

ます。１つだけということで申し上げておきたいと思います。 

医療費などの伸びにつきましては、５年間程度の実績と何らかの支障とに乖離

が生じた場合には、必要な制度の見直しを行うような仕組みをつくるべきとの御

提案でございました。必要なサービスを患者に保障するという医療保険の目的を

踏まえますと、過度にサービス等を削減することになるような見直しは現実的で

はないと考えております。 

何らかの指標を定めることにつきましては、実績と指標との乖離が大き過ぎる

ものにならないような、適切な指標が設定できるのか、また調整のための実行可

能で適切な手法が現実にあるのか、それから調整を行った場合に、国民の適切な

受診や円滑な医療提供に支障を及ぼさないかといった問題があると考えます。 

私としては、医療費の適正化は今日昀も重要な課題と考えておりまして、医療

費適正化の構造的な取組をぜひ実現するため、その具体的な力を注いでまいりた

いと考えております。 

あわせて安定的で持続可能な医療保険制度の構築に向けまして、新たな高齢者

医療制度の創設や保険者の再編・統合などとともに、より短期的に効果のあらわ

れる取組についても引き続き検討していきたいと考えております。 
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このように医療保険改革の全体像を議論している状況でございますので、今の

この状況のもとで御提案のような仕組みをつくることの適否を決めることは適当

でないと考えております。 

昀後に全体的に一言申し上げますと、社会保障の規模を考える際、経済財政と

の調和という視点は、もちろん重要でございますけれども、経済財政を建て直す

ためという考え方だけが先行して、社会保障について、給付抑制ありきで議論さ

れることには率直に違和感を覚えるところでございます。 

社会保障は経済にとって負担とのみとらえられがちでありますが、実際は国民

の安心を支えるという我が国の基本的枠組を支えると同時に、有効需要の創出、

雇用や経済活動の増大、円滑な職業移動や社会の安定などにも貢献している面も

あることは忘れてはいけないと考えます。 

また、欧州諸国における社会保障の規模は、それぞれの経済の規模との対比で

言えば、日本のそれを大幅に上回っておりますが、必ずしも、それら欧州諸国の

経済活力が損なわれているということではありません。 

厚生労働省としては、社会保障給付の適正化に全力を傾けてまいりますけれど

も、政府全体としては、同時に日本経済の足腰を強め、少子高齢社会における社

会保障負担などに耐え得るものにしていく努力も必要ではないかと考えておりま

す。 

次に中医協の在り方の見直しについてでございます。申し上げておりますよう

に、資料３でございます。 

簡単に申し上げます。有識者会議は、これまで既に２回開催しておりまして、

実はまだ皆さん事情をよく飲み込んでおられないということもございましたので、

私自身が座長を務めながら論点の整理をいたしておりまして、この２回で論点の

整理は終わりました。 

今後の予定としては、次回が４月12日に開催をする予定でございまして、実は

宮内議長にもお越しをいただいて、中医協の在り方についてのお考えをお聞かせ

いただく予定でございます。 

議論は私どもも急ぎたいと思っておりまして、有識者会議の検討状況について

は、「骨太の方針2005」にも反映できるように、随時私の方から、この経済財政

諮問会議には御報告をさせていただくつもりでございます。 

それから昀後に社会保険庁の改革についてでございます。資料は４でございま

す。 

社会保険庁につきましては、組織の在り方については御案内のように官房長官

のもとの有識者会議において御議論をいただいております。既に、現行の社会保

険庁の存続を前提としないこと、国民の信頼を回復するためには、どのような組

織とすべきかという観点を重視すること、この２点を基本的な視点として議論が

進められておりまして、今後３月31日でございますが、新しい組織のグランドデ

ザインを整理いたします。そして、昀終的なとりまとめを５月に行うということ

にいたしております。 
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有識者会議においては、かねてあらゆる議論を例外としないと幅広い検討をお

願いしますとも申し上げ、またそのとおりに行われておるところでございますか

ら、その結果をいただいて抜本的な組織改革を断行してまいるつもりであります。

以上、余り時間がないと思いましたので、急いで４点について申し上げました 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、民間議員ペーパーにつきまして

吉川委員お願いします。 

（吉川議員） それでは、私から「社会保障制度改革について」という民間４議員の

名前が書いてある紙を御説明いたします。時間の制約もありますから、ポイント

を絞って御説明いたします。 

１番目が社会保障給付費の伸び率の管理について。この点については、２月15

日の会議でも申し上げましたが、社会保障制度の持続性を担保するためには、我々

が提案してきたように、明確な数値に基づいた具体的な取組が不可欠である。こ

れを改めて強調したい。 

この点については、経緯がありますので、若干コメントをさせていただきます。

前回の会議でも申し上げたとおり、とりわけ医療の施策については、先ほど尾辻

大臣からも御説明があったような、きめ細かいミクロの制度設計が必要だという

ことは我々も十分認識しているわけでありまして、マクロの数字はミクロの積み

上げとして決まってくる。しかし、それを数年ごとに予め決めたマクロの指標、

つまりは経済のサイズですが、それと付き合わせて全体の管理がうまくいってい

るかどうか、チェックした方がいい。それをやらなければ、到底ゴールは達成で

きないだろう。「マクロの管理」というのは、そういう意味合いなんだというこ

とを申し上げて、私どもとしては尾辻大臣にも、この点を御理解をいただいたの

ではないかと思っていたのですが、その後、厚労省の資料等では機会あるごとに

「機械的にＧＤＰにリンクした制度改革というのは不適当」ということが述べら

れているものですから、我々としては大変残念だと思っております。 

議論をスムーズに進めるためには、尾辻大臣が前回正確に御理解されたことを

前提にして進めるべきだと我々は考えているわけです。本日の御説明は、我々の

主張に対する正確な理解に基づいて御説明があったとは思うのですが、私どもが

理解したところでは、要するに「厚労省として、こうしたマクロの指標と数年ご

とに付き合わせることは適当でない。少なくとも、現状でそういうことをするの

は不適当」ということであったと思う。これは繰り返しになりますが、制度とし

ては私たちの資料にも書いてあり、また、尾辻大臣も先ほど縷々説明されたよう

に、例えば、生活習慣病の改善、入院、あるいは医療保険の範囲の見直し、医療

費の地域差などをきめ細かく見直して、医療費の適正化を図る必要がある。その

ことに私たちは全く異論はありません。それで正しいと思います。 

ただし、医療費の適正化は昀も重要な課題だと大臣もおっしゃっているわけで

すが、「適正化」という言葉を使う以上、何か物差しがあって、その物差しとの

比較において、過大であるとか、過少であるということを議論するわけであって、
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物差しなしで、とにかく適正化という言葉だけで議論を進めていくのでは、結局、

物事をあいまいにしてしまうのではないか。このように我々としては考えている

わけです。 

言葉は乱暴ですが、厚労省の資料を拝見すると、「我々一生懸命勉強しますか

ら見守ってください、しかし試験を受けるのは嫌だ」と言っているようだ。やは

り、数年に１回、試験を受けることが必要なんじゃないか。それがゴールを達成

するために重要なことなのではないか。説明責任という点から言ってもそれが必

要なのではないか。 

これも前回申し上げましたが、ＧＤＰというのは１つの提案であって、そのこ

とに私どもは固執しているわけではございません。公的医療費の推移を比べる何

かマクロの指標が必要だということを申し上げているわけで、むしろ、厚労省に

お願いしたいことは、ＧＤＰという指標に、もし異議があるということであれば、

それにかわるような何かベターなマクロの指標を提案していただくということで

あります。こうしたことが議論を建設的に進めていく１つのステップになるので

はないか。このように考えております。これが第１点です。 

２番目、医療制度の改革については、これは先ほど尾辻大臣から詳しく御説明

がありましたが、医療制度改革は2001年以降の基本方針でも述べられているわけ

ですが、その完全実施の工程を「基本方針2005」に入れることが必要である。電

子カルテ、電子レセプトの問題等は、とりわけ進捗が遅れている。 

３番目、社会保険庁の改革については２点挙げております。１つはガバナンス

の強化のために、外部民間による監視・監査を行うこと。２つ目は先ほども議論

がありました市場化テストを全面的に導入する。このことが望ましい、こういう

ことであります。 

昀後に４番目、中医協の改革。これは大変に重要な改革でありますが、現在、

有識者会議で議論を進められている、そのスケジュールを前倒ししていただいて、

基本的な方針を、これもまた「基本方針2005」に明示するべきだ。このように言

っております。 

以上です。 

（竹中議員） 大臣にお答えいただく前に、どうしても御発言のある方いらっしゃい

ますか。本間議員。 

（本間議員） 手短に３枚目のところ。我々のペーパーの３枚目に「国民医療費の構

造」というものを掲げております。我々が１つのマクロ的な指標としてＧＤＰ等

を掲げておりますのは、この費用構造に着目をした場合に、かなりマクロの共通

項が連動するということが一目瞭然だろうと思って、ここの資料を出させていた

だきました。 

例えば、医療サービス従事者、これは５割近くあるわけでありますけれども、

これは要素の分配、国民所得に対応するわけでありまして、これはマクロと連動

する。さらには「経費・その他」のところ、賃貸料、支払利息等も、これまた要

素分配のところで関係をしております。医薬品あるいは医療材料、委託費等につ
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いても、産業構成上、かなり経済構造と密接に関連しておりますので、それぞれ

を関連づけていくということになれば、必ずＧＤＰとマクロの経済成長等との関

係というものが出てくるわけでありまして、高齢少子化に伴う高齢化の費用増大

の部分のところのプラスアルファをどのように適正化するかというような議論の

組み合わせの中で、我々と厚生労働省との間の会話は十分成立するものであろう

と考えております。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。手短に奥田議員お願いします。 

（奥田議員） 資料２の２ページの上段の(4) の中に一番昀後のところで、「総額の

目安を決め、制度改革や効率化を図るべきである」という表現がありますが、こ

れが民間議員として昀も重要な主張であります。 

（竹中議員） それでは、まとめて尾辻大臣お願いできますでしょうか。 

（尾辻臨時議員） まず、大きく指標を決めることと、それに対してどういう照らし

合わせをしていくかというお話でありますけれども、再三申し上げておりますよ

うに、私どもも特に医療費の伸びを抑制しなければならないということは繰り返

し申し上げておりますし、いろんな努力をしたいということも申し上げておると

ころでございます。 

ただ、それを具体的にどういう指標にするかということで、いろいろ御議論が

ありますから、まず、その辺のことを、先ほどは我々に見つけろという話でもあ

りましたけれども、「例えば」という言い方では我々も非常に議論はしづらい、

今の骨太の方針にも「例えば」という枕詞で書いてありますけれども、その辺の

ところをもう少しきっちり言っていただきたい。議論するのならば、そういうと

ころから議論をさせていただきたいとも思いますし、その後、５年程度の期間を

対象に実績と指標を照らし合わせというのは、それはそれでわかるんですが、そ

れでは、その５年間の毎年毎年はどういうことにするのかというようなところの

具体的なお話もいただかないと議論がしづらいと思いますので、そういうことを

申し上げておきたいと思います。 

したがって、今後の議論を、そういったところから詰めさせていただければと

思っておるわけでございます。 

あと、具体的に１つはっきり申し上げられることは、中医協の改革については

議論を前倒しにしますということは申し上げましたから、先ほど申し上げました

ように、随時御報告を申し上げて、骨太の方針に、有識者会議の答えが昀終的に

きっちり間に合うかどうかは別といたしまして、改革の基本的な考え方が「基本

方針2005」に盛り込まれると言われるならば、それに間に合うような御報告だけ

は絶えずさせていただきたい、こういうふうに思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。要約ですけれども、今の伸び率の管理、マ

クロ指標の話が出ておりますけれども、マクロかミクロかという入口論を超えて、

今日、尾辻大臣も何らかの指標が可能かどうか、調整の手段があるかどうかとい

う御指摘でのお話がございましたので、ぜひ、これは民間議員にも厚生労働省に

もより具体的な姿での御議論を進めていただきたいというふうに思います。 
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医療制度改革については、工程表という話もありましたので、ぜひ尾辻大臣に

そうした御努力をお願いしたい。中医協については、今日の大臣のお話で前倒し

をして、「骨太2005」に改革の方向性を折り込めるように努力するという前向き

のお話をいただきましたので、本当にありがとうございます。そのような方向で

お願いします。 

社会保険庁改革につきましても、引き続き官房長官、尾辻大臣、村瀬長官の御

努力をお願いするということかと思います。 

総理、よろしいですか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） それでは、大変今日は駆け足で申し訳ありませんが、どうもありがと

うございます。 

（麻生議員） 今日の議論は、これだけ別にきちんとやった方がいい。 

（竹中議員） ぜひ、重要な問題ですので、またより具体的な議論に踏み込みたいと

思います。それでは、新地方行革指針につきましての審議でございます。麻生大

臣から御説明をお願いいたします。 

（厚生労働大臣退室） 

○新地方行革指針について

（麻生議員） お手元の資料に５枚配ってあると思いますが、１枚だけのものを御参

考にいただければと存じます。 

地方公共団体において、平成９年において、地方行革指針というものに基づき

まして、定員管理とか、給与の適正化とか、真面目に取り組んできたもののなん

ですが、御存じのように、この10年間で地方公務員というのは約19万8,000 人減

っております。また、ラスパイレス指数は初めて100 を切って、約3,000 団体の

うち93％の団体100 未満ということになって、平均でも97.9と過去昀低である。

給与カットも約半分の1,400 団体の総額がちょうど1,400 億円ということになる

んですが、組合との個別に交渉して給与の削減をやっておるという事実も踏まえ

た上で、それでも大阪市の話などが例だと思いますが、特殊勤務手当等々の問題

があり、住民の目から見ても、これは改善すべき点は多々あると思います。 

総務省におきましては、昨年12月の閣議決定に基づきまして、新たな地方行革

指針を、３月中に地方公共団体に提示します。 

既に民間議員の方にその一部を御説明させていただいたと思いますが、行革を

さらに進めていくことにしておりますが、その中身につきましては、簡単に言え

ば、５年間で過去4.6 ％純減をしておるんですが、それを上回る純減が必要との

総務省の認識を示しました上で、平成17年度を起点として、平成21年度までの５

年間の、具体的な行政改革の取組を明示しております「集中改革プラン」の平成

17年度中の策定と公表を求めることにいたしております。 

地方公共団体に対して、少なくとも平成22年４月１日の定員目標を明示した定

員管理計画、特殊勤務手当を含めた手当の総点検をはじめとした給与の適正化、
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民間委託の推進計画などを公表するように、具体的に明示しております。 

加えて、地方公共団体を他の団体と比較対象がしにくいように出してくる傾向

が多々ありますので、地方公共団体においては、この行革の推進状況を、他の同

じような人口規模等々の団体と比較可能な指標を持って住民にホームページ等々

で公開して、わかりやすく公表することを求めている。総務省におきましても、

他団体の比較可能な形はこういう形ですとか、など色々な形で助言を行っていく

という方向をいたしております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。もし御意見がございましたら。本間議員。 

（本間議員） 大変意欲的な行政改革指針をおまとめいただきましてありがとうござ

います。 

問題は、これをどういう具合に具体化し、成果を上げていくかだと思っており

まして、期間が５年間ということになっておりますけれども、団塊の世代が退職

するのは2007年度ぐらいから始まります。したがいまして、マーケットテストと

か、行財政の効率化と人件費の問題を連動させるような形で成果を上げていくた

めには、前倒しして実行をお願いできないかということが第１点であります。 

それからもう１つは、この対象領域については、現場を見てまいりますと、隠

れ人件費というのが結構いろいろな形で入っております。したがいまして、議会

費や３セク等の問題も含めて、これを比較検証できるような状況をつくるために、

ぜひ可視化できるプログラム化をしていただきたいという具合に考えております。

３番目でございますが、地方の行政改革における１つのネックは、情報公開が

非常に遅れているということでございまして、これもプログラム化の中で情報公

開の比較可能なものをしていただくということでございますけれども、ぜひ、情

報公開について、地方で積極的に推進するような体制づくりもお願いをいたした

いと考えております。 

昀後に、この総人件費の問題、御提案の中にございますとおり、平成11年から

平成16年までの4.6 ％を今後も純減を目指すということになっておりますけれど

も、これが例えば地財計画における定員の2.3 ％減と連動していないということ

もございます。事前的な計画のレベルと事後的な関係が大きく乖離しているよう

な問題もございますので、地財計画あるいは地方交付税の三位一体の議論との関

係もまた連動させながら御議論をいただけないかということでございます。 

いずれにいたしましても、非常に新地方行政改革の指針、立派なものでござい

まして、できるだけ速やかにこれを実現していただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 来週３月29日に新地方行革指針を公表させていただく段取りにしてい

る。１枚にまとめた資料に、特殊用語がいろいろとあるんですが、この「給料表

の運用」というのは「わたり」のことを言っておりますので、そういった意味で、

こういったことをきちんとやりたいと思っております。 
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今、ご指摘があったように、いわゆる団塊の世代というのは、こういうカーブ

でバタッと減ることになります。それが2007年から一斉に退職ということになり

ますので、その補充を如何に減らすかというところのやり方ということになる。

ＩＣＴに置きかえる部分と補充を減らすという部分と２つであり、やるなら今と

思っておりますので、かなり激しいやつを出しております。地方がそこそこいけ

ると思いますのは、その部分をＩＣＴの技術、バックオフィスに関する技術と定

年に達しました団塊の世代がごそっと増えますところで増やさないというところ

の２つだと思っております。 

それから、1枚にまとめた資料の中にいろいろ書いてある中で大事だと思ってお

りますのは、下から２行目で「市町村への権限移譲」である。国から地方へかな

りの権限委譲がなされたが、県がその分を市町村にどうするかというところは別

の話であり、県と市町村は同じ地方でも内容がかなり違いますので、人件費など

を含めまして、県は市町村に権限を委譲したんだから、その分人件費は減るはず

だということは私ども言わなければいけない。したがって、簡単に言えば３兆円

の審査をしなくなってよくなった財務省主計局は、その３兆円の審査分人件費を

減らせという話まで、きっと本間先生の方でやっていただているんだろうと思っ

ております。 

事務やら事業の再編・整理というところも、これもやっておかないと、今のま

まで人数を減らすのではなくて、「こんなに機械が進んだんだから、もっと減ら

せるはずだ」という業務内容の見直しをやらないと人も減らせないというところ

でございますので、全部突っ込みでやるとすると、かなり激しいことをやらぬと

いかんのかなと思っておりますので、いろいろフリクションは出てくるだろうと

思います。 

今まで第３セクター等でしかできなかった体育館の管理等も民間委託ができる

ようになったということをまだ知らない者もたくさんおりますので、そういった

ところを含めて、きっちり御要望の線に沿ってやってまいりたいと思っておりま

す。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、この指針につきましては大変意欲的を指針であるという評価であっ

たと思います。民間議員からは５年間の計画であるのでできるだけの前倒しをお

願いしたい等々ございましたが、麻生大臣におかれては、今の民間議員の発言等

も踏まえまして、３月29日、さらにはその後のとりまとめや具体化をぜひよろし

くお願い申し上げたいと思います。 

いずれにしても、公務員の総人件費の問題というのは、諮問会議の重点課題に

今後なりますので、引き続きそういう観点からの議論を続けなければいけないと

思っております。 

（小泉議長） 要するに、これだよ。この１枚紙の新地方行革指針の昀後の青い中の

全部を「他団体と比較可能な指標をもって広く住民にわかりやすく公表」。これ

をやらないとわからないから。そうすればわかるよ。 
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（麻生議員） これが味噌なんです。人口についても、合併が始まっておりますので、

従来８万人で、今、13万人である場合、13万人と比較するのか８万人と比較する

かというとなかなか難しいところではありますので、そこのところを詰めたとこ

ろでやらなければいけないところだと思っております。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。奇跡的に60分で議論を終えることができま

した。本当に今日は窮屈で申し訳ありませんでしたが、御協力大変ありがとうご

ざいました。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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