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（開催要領） 
1．開催日時：2007年 10月 17日(水) 19:00～20:00 
2．場所：官邸４階大会議室 
3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫   内閣総理大臣 
議員    町 村   信 孝   内閣官房長官 
同     大 田   弘 子   内閣府特命担当大臣(経済財政政策） 

同     増 田   寛 也   総務大臣 
同     額 賀  福志郎   財務大臣 
同     甘 利      明   経済産業大臣 
同     福 井   俊 彦   日本銀行総裁 
同     伊 藤   隆 敏   東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 
同     丹 羽  宇一郎   伊藤忠商事株式会社取締役会長 
同     八 代   尚 宏   国際基督教大学教養学部教授 
臨時議員  舛 添   要 一   厚生労働大臣   

 
（議事次第） 

1.開会 
2.議事 
（１）社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について 

１）給付と負担の選択肢 
２）医療 

（２）地域経済の建て直しについて 
3.閉会 
 
（説明資料） 
○社会保障と税の一体的改革の推進について（有識者議員提出資料） 
○給付と負担の選択肢について（有識者議員提出資料） 

○「社会保障政策」の課題と対応の方向性（舛添臨時議員提出資料） 
○甘利議員提出資料 
○医療制度改革について（有識者議員提出資料） 
○今後の医療の課題（有識者議員提出資料） 
○地域力再生機構（仮称）の検討状況について（大田議員提出資料） 
 
（配布資料） 
○「社会保障政策」の課題と対応の方向性（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） 
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(本文) 

○ 議事の紹介 
 
（大田議員） それでは、ただいまから平成 19 年第 23 回「経済財政諮問会議」を開

催いたします。 
 今日の議題ですけれども、社会保障制度と財源の在り方を中心に議論させてい
ただきます。 
 まず、社会保障制度と財源の在り方で、最初に給付と負担の選択肢について議
論した後、引き続き医療について議論をいたします。 
 まず、給付と負担の選択肢について、八代議員から民間議員の資料の説明をお
願いいたします。 
 その後、民間議員の資料ではありますが、ややテクニカルになりますので、給

付と負担の試算について、事務方の方から御説明申し上げます。 
 では、まず八代議員、お願いします。 

 
○社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について 
１）給付と負担の選択肢 
（八代議員） それでは「社会保障と税の一体的改革の推進について」という民間議

員資料を御説明いたします。時間がありませんので、ポイントだけ御紹介いたし
ます。 
 高齢化が本格化する我が国においては、社会保障と税制の一体的な構築が国家
の大計であります。この改革は、各世代の状況認識の共有と協力なくしては実現
しない。 

 したがって、長期的視点で、国民の立場に立った望ましい社会保障と税を実現
する「安心・持続のための５原則」というものを御提案させていただきます。 
 まず「１．問題の所在」であります。 
 １番目に、世代間の不公平というのが非常に重要になっております。人口増加、
高度成長を前提とした現行制度は、人口減尐、尐子高齢化、成長減速に対応して
おらず、世代間の公平性が確保されなくなってきております。 
 ２番目に、国民の側に立った制度設計が大事であって、これから高齢化で人手
が不足するときに、働き方や就業意欲を妨げているという制度というのは、変え
なければいけない。家計の立場から見て、税と保険料の負担、税制上の控除と手
当等が一体的に考慮されていないということで、非常にわかりにくいということ
になっております。 

 ３番目に、社会保障に対する不安・不信が高まっており、信頼が確立されてい
ないという問題があります。国民年金の未納率が３分の１に達する事態に至って
おり、社会保障としての機能の空洞化が生じている。例えば基礎年金制度を通じ
て、この国民年金の未納の問題が、サラリーマンの負担増にしわ寄せされている
という仕組みもございます。 
 ４番目に、持続性の担保ということが大事であり、今後予想される年金や医療
等の社会保障費用の増大に対して、保障すべき給付水準や負担面での道筋が明ら
かでないということ。財政の悪化は、社会保障制度の持続可能性にも影響いたし
ます。 
 ５番目に、経済活力の維持・拡大ということが大事であり、安定した社会保障
が経済活力の基礎であるように、経済成長なくして持続的な社会保障制度は成立

しない。企業や個人への過大な負担は、経済活力を阻害する、これは基本原則で
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ございます。 

 「２．『安心・持続のための５原則』」について、以下の５原則に沿って進めて
いくということが大事で、原則ごとに「チェック・ポイント」を設けて、制度の
在り方を評価・審議すべきである。 
 １番目は「受益と負担の世代間格差の是正」であるが、人々が信頼できる持続
可能な社会保障制度を確立するためには、受益と負担の世代間格差の縮小という
ことが何よりも大事であります。重点化・効率化のための制度改革を通じて給付
の増大を抑制し、必要な給付増に対しては、各世代が広く公平に負担し、将来世
代に先送りしないというのが大事であるので、この「チェック・ポイント」のた
めには、世代ごとの受益と負担の推計を公表し、制度改革への取組みとその効果
をチェックするということが大事です。 
 ２番目は「社会保障と税の一体的・整合的見直し」ということで、働き方等に

かかわらず、ライフステージにおいて必要な給付が効率的・効果的に得られ、負
担が公平に担われる仕組みが大事であります。 
先ほども申し上げましたが、働く意欲を削がない仕組みということで、例えば

専業主婦の問題で、年間 130 万円以内の所得であれば、個人として保険料を納め
なくてもいいという制度は公平でないだけではなく、専業主婦の就業を妨げる大
きな要因になっております。 
 真に必要な人に必要な給付が実施されるように、別個に設計されている社会保
障と税制を関係省が連携し、一体的・整合的に見直すということが大事でござい
ます。 
 この「チェック・ポイント」としては、保険料と税を合わせた負担と給付を総
合的に見て、所得階層や年齢、就業形態別に比較し、その公平性を点検する必要

がある。 
 ３番目の「制度の信頼性・透明性」では、社会保障給付の仕組みと制度運営・
徴収体制を確立する。社会保障カードシステムを導入し、国民が社会保障に関わ
る自らの情報を一元的に把握し、利用できる制度にする。 
 「チェック・ポイント」としては、年金記録など、運営状況をチェックすると
ともに、社会保障カードの導入とその後の活用状況をきちんとチェックする。 
 ４番目は「中期的な財政健全化との両立」ということで、歳出・歳入一体改革
を堅持し、基礎的財政収支の黒字化を 2011年には達成する。その後においても持
続可能な社会保障制度と財政健全化をともに実現する。 
 「チェック・ポイント」としては、基礎的財政収支の黒字化を確実に達成させ
るべく、毎年の経路を確認する。今後 10年程度を念頭においた経済財政の展望を

国民に示しつつ、改革を進める。 
 ５番目の「経済活力の向上」では、安定した経済成長と充実した社会保障の両
立を図る。競争力を維持・強化するためには、企業活動や労働参加を妨げるので
はなく、逆に促進するような社会保障制度とする必要がある。 
 「チェック・ポイント」としては、税制や社会保障制度が経済活動や働き方に
及ぼす効果を実証的にきちっと分析することが大事である。 

（大田議員） ありがとうございます。 
 それでは、内閣府から、民間議員提出の資料について説明をお願いいたします。 

（松元内閣府政策統括官） 補足的に「給付と負担の選択肢について」という資料の
御説明をさせていただきます。 
 資料は３つあり、１つ目が 2011年度までの歳出の異なる姿を想定した当面の選

択肢。 
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 ２つ目が、2025年度までの中長期において、医療、介護給付の増大への対応に

関する社会保障の選択肢。 
 ３つ目が、それを一人当たりのイメージとして示したものである。 
 まず、資料「試算Ⅰ：2011年度に向けての歳出の異なる姿（当面の選択肢）」に
ついて。本年１月の「進路と戦略」の参考試算において、2011 年度までに 11.4
兆円から 14.3兆円の歳出削減を行うケースを示したが、今回の試算では、それら
に加え、14.3兆円の歳出削減を行うケースに比べ、毎年度１兆円ずつ歳出を積み
増したケースについて試算を行っております。 
 ２ページ目は、平均３％程度の名目成長率、実質成長率 2.4％が実現した場合に
ついて示している。 
 右側の吹き出しのところに、それぞれのケースについて、2011年度に基礎的財
政収支を均衡させるために必要な増税額を示している。 

 一番上の実線が、14.3兆円の歳出削減を行った場合であるが、この場合には、
新たな増税なしに基礎的財政収支の黒字化が達成される。 
 真ん中の破線は歳出削減が 11.4兆円の場合で 2.3兆円程度の増税が、一番下の
波線が今後１兆円ずつの歳出増となった場合で 3.2 兆円程度の増税が必要という
姿になっている。 
 ３ページ目は、名目成長率が 2.2％程度、実質成長率が 1.6％程度にとどまる場
合である。 
 この場合には、右側の吹き出しにあるとおり、14.3兆円削減のケースで 3.2兆
円程度の増税が、11.4兆円削減のケースで 5.8兆円程度の増税が、今後１兆円ず
つの歳出増となるケースで 6.6兆円程度の増税が必要という姿になっている。 
 次に、資料「試算Ⅱ：中長期の社会保障の選択肢」について。 

 ここでは、今後、高齢化の一層の進展に伴って見込まれます医療・介護の増大
に対し、どのように対応するのかという選択肢を団塊の世代が 75歳という後期高
齢者に達する 2025年度までという中長期的なスパンで試算をしている。 
 具体的には、２つの選択肢がある。給付を受ける側の一人当たりの給付を現行
のままに維持する「給付維持・負担上昇」ケースと、支え手側の一人当たり負担
を現状に据え置くために給付の方を削減する「給付削減・負担維持」ケースにつ
いて、真ん中に示しているが、2つの経済前提を置いて、シミュレーションをして
いる。 
 主な結論は下の方に示しているが、次の２ページ目の左下のところが現状の姿。
2025年度の姿が右側に、それぞれのケースについて掲げている。 
 こちらはテクニカルな面もありわかりにくいと思うので、次の資料３により、

言わば国民一人ひとりの目線で見た場合のイメージ図で御説明をさせていただき、
この２ページに戻っていただきたい。 
 「試算Ⅲ：１人当たりでみた給付と負担（イメージ）」について。ここでは今、
御紹介した２つの選択肢それぞれの個人への影響を 2008 年度、2015 年度、2025
年度について試算している。 
 ２ページが現在の姿。上半分は給付の受け手として、65歳以上の高齢者、約2,800
万人が受けている年金、医療、介護の一人当たりの平均的な給付額で合計が 238
万円ということを示している。 
 内訳は年金が 153 万円、医療が 58 万円、介護が 27 万円であり、高齢者の保険
料負担は、真ん中にある濃い網かけの部分の 12万円である。 
 これに対し、下半分は納税者、社会保険料の支払い者としての 20～64歳の現役

の国民の姿のイメージである。社会保障制度全体に対する保険料、公費負担が一
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人当たり 121万円、うち７割弱の 82万円が網かけをした高齢者向け分となってい

る。 
 その後、３ページと５ページ目が現行制度に基づく給付を維持した場合に、2015
年度と 2025年度にどうなっていくのかを示したイメージ図で、４ページ目と６ペ
ージ目が支え手一人当たりの実質的な税負担を現在とおおむね同じに据え置くよ
うに給付の伸びの方を抑制した場合にどうなっていくのかを示したイメージ図で
ある。 
 現行と同じレベルで比較するために、数字は物価上昇分を調整した 2008年度価
格で示している。お時間の都合上、2025年度分についてのみごらんいただきたい。 
 ５ページで示されている 2025年度の姿であるが、65歳以上の高齢者は約 3,500
万人に増え、特に受給額が高額な後期高齢者が増えるために、高齢者一人当たり
の平均的な給付額は 269万円と現在に比べて 31万円、１割強の増加となる。内訳

は年金は 153 万円で変わりないが、医療が 77 万円と３割強の増加、介護が 40 万
円と５割弱の増加となっている。 
 これに対し、このような増加を支える現役側の負担を下半分に示しているが、
これは 162万円と約３割強、41万円の増加という姿である。現役の社会保障負担
全体の約 8割が高齢者向けに当たる姿となっている。 
 ６ページはこのような負担増とならないように、具体的には高齢者の医療介護
に係る現役側の負担をＧＤＰ比で現在とおおむね同じ水準に据え置くために一定
の制度改正を行い、高齢者の給付を削減した場合の2025年度のイメージ図である。 
 下半分に示されている支え手側の税負担は、同じ所得の個人をとってみると、
現行とおおむね同じ水準となっている。この場合の高齢者一人当たりの給付額が
上半分であるが、これは現行制度のままで行った場合、すなわち前のページの給

付水準と比べると、医療で２割強の削減、介護で４割弱の削減という相当厳しい
姿になっている。 
 以上でイメージ図の説明を終わらせていただき、前の資料の「試算Ⅱ」にお戻
りいただきたい。 
２ページ目に示しているのは、国内総生産に占める医療、介護給付の現時点の

姿が左下で、ここから矢印で右側に向けて、細かい破線の矢印、下に水平でまず
伸びている矢印であるが、これが成長ケースである。 
 それに対し、粗い破線の矢印が制約ケースで、それぞれ 3.2％と 2.1％という名
目成長率であるが、その行き着く先として赤い線で囲ってあるのが給付維持、負
担上昇の場合である。青い線で囲ってあるのが給付削減、負担維持の場合となっ
ており、それぞれ、今、御説明いたしましたイメージ図、先ほどの５ページと６

ページの姿に対応している。 
 なお、赤い棒グラフは潜在国民負担率を示しており、給付維持の場合には 49％
ないし 51％になる。負担維持、給付削減であるので当然ではあるが、この場合に
は 45％ないし 46％にとどまる。 
 赤、青それぞれの枠内の右の括弧書きに示しているのが、債務残高の名目ＧＤ
Ｐに対する比率を上昇させないために必要な増税を含めた、2025度にかけての全
体の増税必要額である。 
 その額はそれぞれの枠の下に示しているのが細かい波線の矢印の先に示されて
おり、成長ケースでどうなるかということで、それぞれ 14.4兆円と 8.2兆円であ
る。 
 それぞれの枠の上の方に示されている数字、すなわち荒い波線の矢印の先に示

されているのが制約ケースで、この増税必要額が 28.7 兆円と 24.1 兆円というこ
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とになっており、成長ケースの方が増税額が尐なくなっているという姿が示され

ております。 
（大田議員） それでは、続いて舛添臨時議員から御説明をお願いいたします。 
（舛添臨時議員） お手元の資料の中で「『社会保障政策』の課題と対応の方向性」と

いうレジュメがございますので、それをごらんになりながら、お願いいたしたい
と思います。 
 １ページ目、まず「社会保障政策の現状と課題」について。厚生労働省は尐子
高齢化が急速に進む中で、社会保障制度を将来にわたって持続可能で効率的なも
のとするための改革を行っている。 
 具体的には平成 16年以降、年金、介護、医療の一連の大規模な社会保障制度改
革を断行した。このような一連の改革によって、平成 19 年度から平成 23 年度ま
での間に国庫負担ベースで約１兆円が抑制され、平成 37 年の対国民所得比で約

４％相当の給付が抑制される見込みである。 
 その下の「歳出・歳入一体改革」。これは平成 18 年の骨太方針の一環として、
社会保障分野で平成 23年度までに社会保障全体で総額 1.6兆円、国庫負担ベース
で 1.1兆円の削減を行うとされているところである。 
 1.1兆円抑制の対応については、今年度予算では雇用保険の見直しなどで対応し
たところであるが、来年度は薬価の見直しとともに被用者医療保険の財政調整を
検討したい。御承知のように、これについてはいろいろな批判もある。 
 また、本年５月に策定した「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」
に基づいて、医療・介護サービスの質の向上を図りつつ、効率化を目指すことを
考えている。 
 このように厚生労働省としては、改革に向けて最大限に努力してきたし、今後

も制度全般にわたる見直しを進め、非効率的な仕組みを効率化していく努力が必
要なことは言うまでもない。しかし、国民の暮らしを支え、社会の発展を支える
社会保障の歳出抑制に、私はほぼ限界が来ているかなという感じを抱いている。 
 1.1兆円の抑制を達成するということは、並大抵のことではない。今般の予算委
員会でも議論があったように、やはり国民負担率がほかのＯＥＣＤ諸国に比べて
極めて低いということで、歳出抑制の余地が極めて限られている。最後の「２．
課題」であるが、２つの点を強調しておきたい。持続的な経済成長を達成するた
めには、２つ必要だろう。 
 １つ目は「尐子化の一層の進行」、「若者を中心としたいわゆる非正規雇用に伴
う問題」。「尐子化対策や労働市場への参加の実現」ということをしっかりやらな
いといけない。 

 ２つ目は、今御承知のように、私も日々苦労しているが、「医療提供体制の深刻
な状況」、「格差問題」などが顕在化しつつあって大きな政治課題となっており、
地域の医療や雇用不安を解消するための政策をやらないといけない。まさにこれ
が参議院選挙の敗因の１つの原因になった。 
 ２ページ目「尐子化対策・労働市場への参加の実現～持続的な経済成長を支え
るために～」。左のグラフは尐子高齢化が非常に急速に進行して、人口構造に影響
している。右は労働市場への参加の実現によって、労働力人口の減尐は一定程度
緩和されている。 
 しかし、2030年以降は、尐子化影響によって、若年人口が激減する。したがっ
て、尐子化対策を打たなければ、労働力人口が現在に比べて著しく減尐するおそ
れがあるということを示している。労働力人口の減尐は、経済成長の大きな制約

要因になることを指摘しておきたい。 
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 「２．尐子化対策・労働市場への参加の実現」ということで、これはだれもが

希望に応じて働ける社会を実現する。それから、包括的な次世代育成支援の制度
的枠組みの構築を進める。したがって、このためには、一定規模の財政投入によ
る本格的尐子化対策の実施が不可欠である。そのためには、財源の手当が必要で
あることを強調しておきたい。 
 ３ページ目「改革の進展に伴い生じた課題への対応（例）地域の医師不足によ
る不安の解消」。国民の不安を解消する必要がある。福田内閣は希望と安心という
ことで、安心が非常に必要である。 
 そこで、今、私が日々格闘している医師不足である。これは医師の過剰労働や
その他たくさんの問題がある。 
 医療のパフォーマンスの低下につながらないような努力をしないといけないと
いうことで「１．医師不足の背景」として、今のような医師の現状をどう解決す

るか。 
 「２．医師不足問題の解消策」として、勤務医の労働条件を改善するとか、過
剰な勤務の解消に向けて、いろいろな手を打たないといけない。 
 それから、医療紛争が起こると、特に産婦人科の医者が減っているのは、福島
県の大野病院の医者が警察に逮捕されることが起こってからなので、そういう意
味で、訴訟リスクへの対応も必要である。これもやっている。 
 このように、尐子高齢化に向けた持続可能な社会保障制度の構築に向けて、今
後とも社会保障制度改革、歳出・歳入一体改革の着実な実施に向けて、最大限努
力していく。しかしながら、これまで申し上げたようないろいろな課題に対応し
ようとすると、今の財源では非常に限界があるということを感じているし、地域
の不安を解消しなければ、改革も進まないのではないかという不安も持っている。 

（大田議員） 甘利議員からも資料が提出されております。お願いします。 
（甘利議員） 社会保障制度は、経済産業の活力、企業の活力に密接に関連している。

安定した経済成長と充実した社会保障の両立が重要である。 
 その関連で２点を申し上げる。 
 まず第１点であるが、日本の競争力の観点からは、重い社会保障負担は企業の
活力を損なうおそれがある。資料をお配りしているが、国際的な企業負担の動向
についても、目を配っていくことが必要である。企業負担と企業活動のバランス
について議論することが重要である。 
 第２点であるが、医療、介護制度の効率化に向けて、質はしっかり確保しつつ、
高コスト構造の是正を図っていくことが重要である。その際、医療のＩＴ化であ
るとか、ジェネリックの活用等を進めていくことが重要である。 

 経済産業としても、安定した経済成長と充実した社会保障の実現に向けて、知
恵を絞ってまいりたい。 

（大田議員） ありがとうございます。 
 それでは、後は御自由に御議論いただきたいと思います。 
 まず、額賀議員から御発言があると承っております。 

（額賀議員） 今、舛添臨時議員からいろんな話が出たけれども、社会保障の負担は
急速に伸びていくわけであるから、中長期的には安定した財源をきっちりとして
いかなければならない。できるだけ早く消費税を含む税体系の抜本的な改革を行
っていかなければならないのではないか。 
こうした問題は、国民生活に直結することであるから、我々は真剣に取り組ん

でいく必要がある。ただ、政治状況がものすごく変化しているので、政府与党と

して、しっかりと協議をしていく必要がある。そういう場をまずつくって、我々
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の考え方を整理していく必要がある。その上で、国会の中で野党との共通の認識

を持っていく必要があるのではないか。 
（大田議員） ありがとうございます。 

 まず、丹羽議員、それから八代議員お願いします。 
（丹羽議員） ２点申し上げたい。 

 １つ目は、社会保障の財源は天から降ってくるわけではなくて、税による公費、
保険料、窓口負担であって、いずれにしても、何らかの形で国民自らが最終的に
はすべてを負担しているという事実を再確認すべきではないか。また、国民の将
来世代に負担を先送りすることが現在の世代の責任として特に避けるべきである。
こういう意味で、５つの原則というものをつくって、それに基づいて長期的な視
点から社会保障と税の在り方について、国家百年の大計として考えていくことが
重要であろう。 

 ２つ目。今日の内閣府の長期予測のように、マクロ的なフレームを踏まえるこ
とは、社会保障に限らず制度の持続可能性を維持していく上で検証しなければい
けないことである。しかし、この議論を出発点に社会保障の議論をすると、実感
が持てないまま、無機質な数字のみが一人歩きして、諮問会議は国民の立場に立
っていないのではないか、弱者に冷たいのではないかというような誤解を招くお
それがある。これを懸念して、一言申し上げたわけであるが、社会保障は国民生
活のセーフティーネットとして安全・安心の基本であり、また、高齢者ほど所得
格差が大きく、国民の就労形態、家族形態も多様化していることから、制度の具
体的な内容について、諮問会議でもきちんと議論することは、福田議長が日ごろ
話しているように、いずれこれも議論されることになるが、細かなところにも気
を配るということではないか。 

さまざまな限界はあるが、具体的な制度設計を踏まえて社会保障給付額を積み
上げて、その結果をマクロ的にチェックしてフィードバックしていくのが制度設
計のプロセスとして、ＰＤＣＡサイクルであり、我々はそのような形で、今後、
諮問会議で議論していきたい。諮問会議は非常に冷たくて、無機質な数字ばかり
を挙げておるという誤解をされないように、我々も注意して、細かなところに気
を配ってやっていきたい。 

（大田議員） それでは、八代議員。 
（八代議員） 先ほど内閣府の事務局から説明した試算であるが、これには２つの重

要なポイントがある。 
 １つ目は、2011年度には、とにかく基礎的財政収支を黒字化させることが不可
欠であるということで、一旦この前提が崩れると、増税必要額が大きくふくらん

でいくということを繰り返し言う必要があるのではないか。 
 ２つ目は、「試算Ⅱ」の３頁で示されたが、問題は増税だけではなく、制約ケー
スと成長ケースで実質成長率が 0.8％違うだけで、2025 年時点で債務残高ＧＤＰ
比を上昇させないための増税の必要額がいずれの場合においても 14 兆円から 16
兆円ぐらいの違いを生むわけで、まさに成長がいかに大切かということを示して
いる 
 だから、歳出・歳入一体改革という足元の目標をきちっとやって、財政健全化
を図ることが重要。それから社会保障についても、成長していかなければ、財政
の健全化も社会保障の充実もできない。甘利議員もおっしゃったが、やはり成長
ということが非常に大事ではないか。 

（大田議員） ほかにございますか。増田議員、どうぞ。 

（増田議員） この社会保障の分野であるが、今後、恐らくこの分野は地方の役割と



 
平成 19年第 23回 議事録 

 

 9 

いうのがますます大きくなっていくのではないか。 

 例えば医療制度改革の中で、平成 20年に、各県ごとに医療費適正化計画という
のをつくって、そこで医療費が増えることを抑えるという新たな県の役割なども
出てきている。社会保障給付の地方負担というのは勿論であるが、こうした分野
ではマンパワーを配置したり、さまざまな給付以外の分野での地方の役割という
のは重要であるので、こうした社会保障制度を今後考えていく上で、やはり地方
での安定的な財源確保ということ、これを十分見ていく必要があるのではないか。 

（大田議員）  それでは、舛添臨時議員どうぞ。 
（舛添臨時議員） 全体的な大きな問題だが、財源の問題もしっかりやる。ただ、社

会保障ということから考えたとき、非常に不安感が醸成される。例えば日本のＧ
ＤＰ500兆円のうち６割の個人消費 300兆円は、不安があれば蓄えるばかりで高齢
者も消費をしない、という側面からの経済成長の阻害も考えないといけない。 

 医療水準を含めて一生懸命努力をしているが、それを下げることは、結局、国
民の負担が増えることになるのではないか。 
 また、甘利議員提出資料の法人所得税と社会保険料負担の国際比較については、
いろいろな解釈があると思う。税方式のところは、どうしても数字が小さく出る。 
 税方式でも、例えば付加価値税、消費税でやる場合は、結局企業の価格の上に
負荷されることになり、全体的に考えてどうか。企業の社会的責任というのも、
今からの企業経営としてどうしてもやっていかないといけない点を指摘しておき
たい。 

（大田議員） では、八代議員、それから額賀議員。 
（八代議員） 決して医療水準を下げるのではない。今の医療にはかなり無駄がある。

その無駄をなくすことで、むしろ医療の質を上げていく、その余地はまだあるの

ではないかと考えている。 
（舛添臨時議員） 医療水準を下げるという意味ではない。一生懸命総理中心にやっ

ており、相当努力しているが、尐し限界かなと思っている。 
 1.1兆円生み出すために被用者医療保険間で財政調整をするのは、筋が悪いでは
ないかと企業の健保組合から相当抗議が来ていることも指摘をしておきたい。 

（大田議員）  額賀議員、どうぞ。 
（額賀議員） 八代議員から説明のあった試算には２つのシナリオがあって、名目成

長率が 3.2％、2.1％となっているが、余りにも楽観的でもいけないし、悲観的で
もいけない。しっかりと安定した堅実な形で考えていくことも大事である。 
 「骨太 2006」において、2010年代半ばに向けて国・地方の債務残高の対ＧＤＰ
比を安定的に引き下げ、その前に 11年度にはプライマリー・バランスを黒字化す

ると言っているが、この試算では、2025年度以降に債務残高の対ＧＤＰ比を発散
させないことになっている。しっかりと引き下げを含めて必要な収支改善幅を考
えてもらいたい。 
 試算では段階的に税負担の増加を行っていく形になっているが、最終的にどん
と来ると政治的にも対応できない。そこも実態的には考えていかなければならな
い。 

（大田議員）  町村議員。 
（町村議員） 八代議員が言われた成長が重要であるということは、皆さん異論がな

いと思う。 
 ただ、試算における成長ケースと制約ケースについては、既にこの場では何度
も議論されていることで、私は前回からの参加だからその議論を余り詳しく知ら

ないからかもしれないが、問題は、新成長戦略とかいろいろ決めたが、それが世
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の中にまるで知られていない。高めの成長といっても、できればいいが、そんな

ものどうやってできるのかとほとんどの人が思っている。 
高めの成長を唱えるのであれば、もう一度改めて、こういうことをしっかりや

りましょうということも併せて言わないと、ただ高い成長の方がいいですよねと
言っても、そんな楽観的なことを前提に財政のことは考えられないと言われたら、
それっきりになる。新成長戦略をまとめる際には、もう一度、こういう内容のこ
ういうことを大いにやりましょうということを併せて言っていただかないと、国
民の理解は得られない。そんなに人為的に成長率なんて上がらないと思っている
人もたくさんいる。 

（八代議員） 今の日本では、まだまだ成長率を上げる余地がある。 
（町村議員） 上げる余地があるという話をだれも知らない。八代議員や皆さんは御

存じかもしれないが、世の中の人は、そんなに計算したとおり成長率を操作でき

るのならだれも苦労しませんよ、と思っている。 
（丹羽議員） 国民に対するわかりやすい説明を欠いてきたことは事実。もっとわか

りやすく国民に説明していく責任が我々にもあるということだと思う。 
（町村議員） 我々政治家も同じ。 
（大田議員）  それはまた改めてきちんと説明していきたいと思う。 

 額賀議員の御意見に私の方から簡単に説明しておく。債務残高の対ＧＤＰ比は、
2025年度の時点で上がらないようにするのではなく、2011年度以降ずっと上がら
ないようにするという前提になっている。 
 増税については、2011年度までは 2011年度に不足分を上げることになっている
が、2011年度から 2025年までは毎年上げていく形になっている。余り予見を入れ
ないように毎年になっているが、実際の上げ方はそうでなく、計算上ということ

である。 
 では、甘利議員、どうぞ。 

（甘利議員） 成長が大事ということは共通認識だと思う。成長しないと税収は増え
ないし、成長しないと雇用も増えない。ただ、予算に制約がある。同じ予算で成
長させるため、予算の質を変える。車で言えば、10キロ走るのにガソリンが１リ
ッター必要、20キロ走るのに２リッター必要だが、そんなにガソリンがない。そ
ういうときは１リッターで 20キロ走るエンジンにすればいいだけの話。 
 これが成長戦略枠で、予算の量は変えられないから質を変えていく、成長に資
する予算から優先的に満額査定をしていくやり方をしている。これを次年度予算
でも堅持することになっているので、しっかり成長型の効率予算を組んでいただ
きたい。これは成長戦略の中の趣旨である。 

（大田議員）  それでは、あとに医療がありますので医療の議論に入って、また同じ
社会保障ですので、引き続き議論を進めたいと思います。 
 まず、民間議員の丹羽議員から医療制度改革についての資料説明をお願いしま
す。 

 
○社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について 
２）医療 
（丹羽議員） 有識者議員４人の連名で作成した資料「医療制度改革について」、御説

明する。 
 安心できる医療制度の確立は、高齢化社会における最も重要で、かつ最も困難
な課題である。 

 したがって、現在大きな課題になっている高齢者医療制度のあり方については、
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衆知を集め、高齢者と現役世代とがともに支えあえる改革をめざさなければなら

ない。 
 「１．高齢者医療制度の凍結について」。今般の高齢者医療制度改革は、１つは
適切で効率的な高齢者医療の提供をいかに実現するか、２つ目はどのように公平
に分担するか、という視点から行われた。 
 したがって高齢者医療制度の凍結を行う場合には、高齢者の負担の動向にも十
分配慮しながら、以下の点について政府がしっかりとした責任を果たすべきと考
える。 
 １つは高齢者のみならず、幅広く国民に説明し、理解を得ながら進めること、
２つ目は凍結期間はできるだけ短くし、改革の道筋を国民に明らかにすること。
「２．高コスト構造是正プログラムの具体化について」。 
 今後の負担増を最小に抑えるためにも、「骨太 2007」で決定された「医療・介護

サービスの質向上・効率化プログラム」を厚生労働省を中心に着実に実行してい
くことが重要である。 
 このプログラムには、後発医薬品の使用促進やレセプトの完全オンライン化、
包括払いの促進、医師・看護師等の役割分担の見直しなど、これまで経済財政諮
問会議で議論したことが数多く含まれている。 
 したがって、「骨太 2007」にあるとおり、経済財政諮問会議で、プログラムの具
体化状況について、フォローアップする必要がある。 

（大田議員）  有識者議員から併せて資料が出ておりますが、これもややテクニカル
な推計を含んでおりますので、内閣府から御説明申し上げます。横長の資料です。 

（松元内閣府政策統括官） 補足説明をさせていただく。資料「今後の医療の課題）
の２ページ目。医療費全体を 65歳以上と 64歳以下で分けた場合、2008年度から

2025年度にかけてどのように変化するかを示している。 
 2008年度は 65歳以上と 64歳以下の医療費がほぼ半分ずつの 18兆円と 17兆円
になっている。 
 これが 2025 年度になると、物価上昇分を 2008 年度価格に割り戻しているが、
65歳以上が 30兆円、64歳以下が 16兆円で、65歳以上の医療費が３分の２を占め
るようになっている。 
 また、2025年度の黒い括弧の右側にある「＋５」などの数字は 2008年度と比べ
た増減額だが、65 歳以上の医療費が全体として 30 兆円で、12 兆円増加する中、
財源の内訳は 65歳以上の負担増が３兆円で、残る９兆円は公費と保険料で主に現
役世代により負担されるという姿になっている。  
 １ページ目は、それを 75 歳以上に限定して示したもの。2008 年度では全体の

33％、12兆円となっている 75歳以上の医療費が、2025年度には 45％と半分弱を
占めるようになっている。 
 65歳以上の医療費が 12兆円増加するうち、75歳以上が９兆円を占めている。 
 なお、2025年度の 75歳以上の人口は 2008年度の 1,300万人から 2,000万人に、
一人当たりの給付額も 82万円から 93万円になることになっている。 
 ３ページ目は、わが国の若年者一人当たりと比べた高齢者一人当たりの医療費
が、欧米諸国と比べると高い水準にあることを示している。 
 ４ページ目は、平均在院日数や人口千人当たりのベッド数を欧米諸国と比較し
たもの。日本は平均在院日数が長く、人口千人当たりのベッド数も多くなってい
る。 
 反面、医師や看護職員が分散して配置され、その結果、特に急性期医療の分野

で過重労働や人材不足が起きる要因になっていることが伺われる。 
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 ５ページ目は、一人当たり老人医療費の都道府県別の数字をグラフ化したもの。 

 一番左にある福岡県と右側にあります長野県との間で、一人当たり老人医療費
が 1.5倍、約 35万円の差となっている。この最大の要因は、入院医療費の差やベ
ッド数の差からとされており、こうした格差は我が国における医療供給の構造改
革、効率化の余地がまだあることを示しているものと考えられる。 
 最後に６ページ目は、医療の供給面での構造改革・効率化を進めるために、本
年５月に厚生労働省において策定された、「医療・介護サービスの質向上・効率化
プログラム」を示している。平均在院日数の短縮、後発医薬品の使用促進、医師・
看護師等の役割分担の見直し、診療報酬の包括化、医師確保対策などが含まれて
おり、今後、政策としての具体化と着実な実施が求められるところと考えている。 

（大田議員）  それでは、自由な意見交換に入ります。 
 まず、舛添臨時議員、どうぞ。 

（舛添臨時議員） １番目の高齢者医療制度の凍結について。世代間の負担を公平化
する、制度の持続可能性を高めることがポイント。したがって、高齢者の医療制
度の改革の方向は間違っていないと思う。ただ、これをやるときに、高齢者の方々
の生活に直結するため、極めて激しい反応が返ってくるので、きめ細やかな対応
が必要だと思う。現在、与党のＰＴで議論を賜っているので、それを踏まえてき
ちんとした結論を出したい。 
２番目の高コスト構造是正のプログラムについてはおっしゃるとおりで、我々

としても、先ほど説明があったことについては着実に手を打っている。それによ
って安心を与えるんだという方向を政治的にきちんと出さないと、不安が醸成さ
れてしまう方向になってしまう。国会でも質問が出ているが、そうじゃないんで
すよ、むしろいいんですよと。 

ただ、例えば社会的入院者の入院日数を減らそうとしたときに、ぱっと療養病
床を切ったりすると、ものすごい反発が来る。だから、方向は正しいが、非常に
きめ細かく、本当にかゆいところに手が届くように懇切丁寧に説明しながら、場
合によっては激変緩和措置を入れながらやるということが非常に必要。 

（大田議員） まず八代議員、丹羽議員、どうぞ。 
（八代議員） 舛添臨時議員がおっしゃったとおりだが、一方で高齢者の医療費がこ

れだけ大きく更に増えていくということは、他方でそれを若年者がますます多く
負担するということ。しかも、日本の場合は諸外国に比べ、社会保障費が若年者
に著しく尐なく高齢者に多いという不均衡がある。日本は世界に最たる速さで高
齢化していくので、ほかの国以上にこの改革が必要だろう。 
 丹羽議員からも指摘したように、日本の高齢者の特色は、特に高齢者世代内の

所得格差が大きいこと。勿論、貧しい方は別だが、豊かな高齢者には応分の負担
をしていただくことを是非やっていただく必要がある。 

（大田議員） 丹羽議員、どうぞ。 
（丹羽議員） この問題は激変緩和措置が織り込まれているが、皆さん御存じのとお

り、例えば前期高齢者自己負担についても、実にややこしい。様々なルールがあ
って、やっている人しかわからないのではないかと思うほどで、町村議員もおっ
しゃったが、国民にわかりやすく、よく説明をして、理解と納得を得る努力をす
る必要がある。現役並みの所得者の負担は３割で変更がないとか、一般の所得者
の自己負担率が１割から２割に上がるが、入院の自己負担限度額は 1.4 倍にすぎ
ないとか。あるいは高額医療が４か月以上続く場合は、４か月目からは従来の負
担上限が適用されるとか、こういうことは、よく説明を受けると、なるほど政府

がいろいろ激変緩和措置を取っているということがわかる。 
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 やはり町村議員がおっしゃるように、国民にわかりやすく、できるだけ説明を

していく努力を続けていく必要が、特に高齢者医療についてはあるのではないか。 
（大田議員） 伊藤議員、どうぞ。 
（伊藤議員） 患者にとってのサービスの量、質を落とさずに、いかにコストを下げ

ていくか。高コスト構造の是正、ここが一番のポイント。 
 以前も発言したが、議事録に残っていますけれども、舛添臨時議員はいらっし
ゃらなかったので、一つだけ改めて発言する。医師、看護師の役割分担の見直し
について、看護師を高度化したナースプラクティショナーという制度がアメリカ
にある。専門知識をある程度持った看護師の資格をつくって配置することによっ
て、医師の仕事のある部分を代替することができる。これは非常に重要な一歩だ
と考えているので、是非御検討いただきたい。 
 出産に関して、患者及び医師にとっての安全・安心について、様々なアイディ

アが既に出ている。ここでは具体的な話は申し上げないが、今後是非いろいろ議
論させていただき、その方策について考えていただきたい。 

（大田議員） どうぞ。 
（舛添臨時議員） 大学などは雑務が多い。医師、看護師とともに、医師の補充員、

雑務をやるアシスタント的なものを入れようということで取り組んでいる。レセ
プトを書いたり、パソコンにデータ入力するのを彼らがやれば、診療時間を２時
間ぐらい作ることができる。そういうことも含め、総合的にやろうとしている。 

（大田議員） どうぞ。 
（丹羽議員） 医師が不足しているので、文科省は各都道府県で医学部定員を増員し

てよいこととするよう、予算要求している。ただ、各都道府県で５名ではいかん
ともし難い。長期的に見れば、医師を養成するのに 10年ぐらいかかる。地方を回

っていると、10年ぐらいのスパンで今から始めても、５名ではどうしようもない
という不満が結構出ている。やはり文科省と厚労省の方でよく話し合いをしてい
ただかないと、文科省が５名と言っても、厚労省の方が５名では話にならないと
いうことで、やはり厚労省と文科省が省庁の壁を越えて話し合いをして対応して
いただくということを、是非お願いしたい。 

（舛添臨時議員） はい。 
（大田議員） どうぞ。 
（町村議員） 私もかつて文科大臣をやっていたが、この件には、文科省は基本的に

受身。厚労省がいう、何人必要であるとか、今は足りないとか、将来過剰になる
とか、そういうことを前提にして定員を決める。 
例えば今でも厚労省は日本全体で医師不足とは言わない。特定の診療科目、特

定の地域で足りないという言い方をするが、オールジャパンで見て医師は不足し
ているとは絶対断言しない。何度か医政局長に問い詰めたが、言わない。将来は
過剰になりますということは依然として言い続ける。 

（丹羽議員） 今度は舛添大臣だからおっしゃるかもしれない。 
（町村議員） 舛添大臣の蛮勇に期待したい。ごく単純な話、私は足りないと思って

いる。厚労省が足りないと言えば文科省は、今は２人とか５人とかで議論してい
るが、やってもいいと思うだろう。 
ただ、結果として、一般の医師の数は将来増えるだろうし、歯科医師は既に過

剰だろう。ところが、歯学部は、依然として定員を減らさない。一般の医師は増
えない。 
10年も 20年も前から、将来過剰になることを前提に押さえ込んでいる。だから、

厚労省の方で足りないからやってくれと言えば変わる。勿論財務省から、特に国
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公立はチェックが入るが、基本はそういうことだ。 

定員を将来余るからといって、国公立は減らした。これは文科省が最終的に査定
をすれば減るのだが、私立大学は、医学部定数は減らさない。これは経営がある
からである。国公立だけ減っているから、国公立だけ、もし財務省がＯＫといえ
ば増やすこともできる。 

（丹羽議員） ３省でお話しをしていただければと思います。 
（町村議員） 根っこは厚労省である。 
（舛添臨時議員） 私は国会答弁で、減らせばいいという方針はだめだから、革命的

に変えると言っているので、そういう方針でやりたい。 
（町村議員） そうなると、そこは変わると思います。 
（丹羽議員） ありがとうございます。 
（大田議員） 額賀議員、どうぞ。 

（額賀議員） 先ほど来話が出ている、若い世代と高齢者の世代間のバランスと、世
代内のバランスをよく考えなければいけない。 
経済成長や将来の日本のことを考えると、やはり若い世代に希望を持たせた方

がよい。それは何も医療関係の負担だけではなく、教育や技術習得など、企業に
もお願いせねばならないが、非正規雇用から正規雇用にするとか、むしろ総合的
に力を注いでいくことによってバランスを取っていく必要がある。 
 舛添臨時議員が御苦労されて、要するに政管健保と組合健保の話で御苦労いた
だいておりますけれども、ただ組み替えるということではなくて、若干不公平感
もあるわけですから、そういうことを視点に置いて、是非頑張ってください。 

（舛添臨時議員） それはわかるが、そこでまわらぬとやれないというのは、もう来
年同じことをやるのが限界だということ。 

（大田議員） それでは、簡潔にお願いします。 
（伊藤議員） 町村議員がおっしゃった医師の数について。これだけグローバリゼー

ションが進んでいる中では、患者も国境を越えるし、医師、看護師、介護士も国
境を越えられる。だから、もしある期間足りないということであれば、フィリピ
ンの看護師を受け入れるという決定を我々はしたのだから、そういった形でヘル
プを頼むことはできるし、医者が余っているというならば、外国の患者が日本に
来て治療をしたいというぐらいの立派な病院にすればよい。世界中で色々な患者
がいい病院を求めている。「非常に技術が高い日本の病院で是非治療してもらいた
い」と思われるぐらいの病院と医者をつくればよいと思う。 

（大田議員） ありがとうございました。 
今日は民間議員から、まず「安心・持続のための５原則」が提示されたが、こ

れについては格別な御反論はなく、大筋において御納得いただけたかと思う。 
 民間議員から御提案のあったチェック・ポイントは大変重要なので、どんなデ
ータを指標として使うのかはまた民間議員に御相談したい。 
 今日示されました試算と選択肢については、今後の議論に活用してまいりたい。 
 「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」は着実に実行するという
ことでお話があったので、また折を見てフォローアップ、進捗状況をお話しいた
だければと思う。 
 それでは、議長からお願いします。 

（福田議長） 今日は社会保障と税という、国家にとっても、また一人一人の国民の
生活にとっても重要な問題について討議をしていただいた。中・長期的な観点か
ら、安心・持続を確保していかなければならない。本日の議論では、「安心・持続

のための５原則」という、国民の立場に立った議論のポイントを示していただい
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た。 

また、人口減尐、高齢化が進む我が国において、今後社会保障の給付を維持し
ていくためには、国民の皆様に今まで以上の負担をお願いしなければならないし、
逆に負担を維持していくならば、社会保障給付のカットをお願いしていかなけれ
ばならないという、非常に厳しい選択が示された。 
高齢化は確実に進行するために、問題の先送りはできない。選択肢は更に厳し

いものになる。我が国の将来をしっかりと見据え、国民の立場に立った、わかり
やすい議論を今後早急に詰めていただきたい。 
その観点から、丹羽議員からもお話があったように、国民一人一人がよくわか

るような説明、特に給付と負担がどういう内容になるのかといったようなことを、
よく説明していただく必要があるのではないか。そして、現在と将来がどういう
形になるかということを、国民の一人一人が理解できるような説明を是非してい

ただきたい。そして、国民生活の将来の姿が浮かび上がるようなものにしていた
だきたい。また、そういう議論も併せてしていただきたいということをお願いし
たい。 

（大田議員） これからも、なるべくわかりやすい形の選択肢を引き続き一生懸命推
計して出していきたい。また、舛添臨時議員においでいただき、御議論をいただ
きたい。 
 地域経済の立て直しについて、私から地域力再生機構の経過説明をさせていた
だく予定であったが、今日は時間が来ているので、説明はまた次回ということに
させていただきます。 
 地域経済については、次回以降、地域力再生機構や、地域経済建て直しの増田
プラン、中小企業生産性向上の甘利プランなどの議論をさせていただきたい。 

 今日は、舛添臨時議員、どうもありがとうございました。これをもちまして終
了させていただきます。ありがとうございました。 

 

（以 上） 


