
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

   

   

平成 16 年第８回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第８回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年４月 21 日(水) 17:31～18:58 

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 福田 康夫 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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）郵政民営化に関する論点整理について 

（２）予算編成プロセス改革について 

3．閉会 

（説明資料） 

○郵政民営化に関する論点整理（案） 

○谷垣議員提出資料 

○予算制度の改革に向けて（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） ただいまから今年８回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

本日は前回に引き続きまして、郵政民営化について中間的な論点整理に向けた

御審議、それから予算編成プロセスの改革についての御審議をいただくことにな

っております。 
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平成 16 年第８回 議事録 

○郵政民営化に関する論点整理について

（竹中議員） まず資料としまして、「郵政民営化に関する論点整理（案）」という

のを提出させていただいておりますので、中城統括官の方から説明をさせます。 

（中城内閣府政策統括官） それでは、お手元に「郵政民営化に関する論点整理（案）」

というのがございます。基本的に読み上げます。 

はじめに 

郵政民営化は、明治以来の大改革であり、改革の本丸である。その効果は、財

政、行政のみならず、金融、物流等の関連産業にまで及ぶ壮大・深遠な改革であ

る。大きな困難を伴うが、郵政に手をつけずして官業の改革はない。「民間にで

きることは民間に」との方針の下、「官から民へ」の転換を図り、日本経済を活

性化するためには、郵政民営化は避けて通れない改革である。諸外国の経験等に

学びつつ、改革を成し遂げなければならない。 

郵政民営化については、昨年10月以来、経済財政諮問会議において、特に郵政

公社の機能の面に焦点を当てて検討を加えてきた。これまでの検討内容は概要以

下のように整理される。 

今後は、本論点整理を受け、国民との対話等を通じて幅広い意見を集約しつつ、

五原則に則って民営化後の具体的なビジネスモデルや組織のあり方等について検

討を加え、本年秋頃を目途に昀終報告をまとめる。 

民営化の意義 

・ 	郵政公社は、窓口ネットワーク、郵便事業、郵便貯金、簡易保険という４つの重

要な機能を担う存在であり、民営化を通じてそれぞれが市場で自立できるように

することを通じて、 

- 事業間の適切なリスク遮断を行いつつ、それぞれの機能が十分に発揮されるこ

とによって、良質で多様なサービスが安い料金で提供できるようになり、国民の

利便性を昀大限に向上させる 

- 郵政公社に対する「見えない国民負担」を昀小化する。現在免除されている預

金保険料等を民間同様に支払って事業を行うことによって、効率化が促進され、

税金を払える存在になる 

- 特殊法人等の公的部門に使っていた資金を縮小させ、国民の貯蓄を経済活性化

につなげるとともに、財政の健全化を促すといったメリットを実現するべきでは

ないか 

・ 	民営化によって、民間企業とのイコールフッティングを確保するとともに、並行

して経営の自由度を高め、既存の事業や組織の効率化と成長事業への進出の双方

を積極的に進めることにより、収益力を高めていくべきではないか 

４つの機能の目指すべき方向 

〔窓口ネットワーク〕 

・	 幅広いサービスの提供の拠点としてすべての国民が利用可能な状態を維持しつつ、
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窓口ネットワークの効率化を進めるべきではないか 

・ 	民営化後も引き続き、郵便・郵貯・簡保のそれぞれのサービス提供の窓口として

の役目を果たすべきではないか 

・ 	国民の利便性のためにも、事業展開の自由度を昀大限に高めて、多様な事業形態

の導入や、窓口で提供するサービスの多様化を進めるべきではないか 

・ 	多様なサービスを扱えるようにするためにも、窓口ネットワークのガバナンスを

強化し、惰報やリスクの管理を強化すべきではないか 

〔郵便事業〕 

・ 	既存の郵便事業には効率化の余地が存在することから、昀大限の効率化が必要で

はないか 

・ 	郵便のみならず物流にも進出して、郵便・物流事業を総合的に手がけるようにな

るべきではないか 

・ 	世界に通用する総合的な郵便・物流事業への成長を目指し、アジアの物流市場等

の国内外の成長市場に戦略的に進出するべきではないか 

〔郵便貯金・簡易保険〕 

・ 	民営化を通じて、郵政公社の金融分野における経験・能力を踏まえつつ、利用者

のニーズに十分応えることのできるビジネスモデルの確立を目指すべきではない

か 

・ 	民営化後の郵便貯金・簡易保険のビジネスモデルの検討に際しては、事業展開の

自由度とイコールフッティングの度合いは表裏一体であることを踏まえつつ、以

下の点に十分に配慮し、郵政公社の有する膨大な資金が民間金融システムに円滑

に統合されるようにすべきではないか 

- 規制改革等の金融改革の進展との整合性の確保 

- 地域への貢献と地域金融機関との共存のバランス 

・ 	郵便貯金・簡易保険の民営化が財政構造改革を妨げることのないよう、以下の点

に十分に配慮するべきではないか 

- 財投改革、政府系金融機関や特殊法人等の改革との整合性 

- 国債の安定消化への貢献 

・ 	民営化前の預金・保険については、民営化前と同等の水準の保証を継続するとと

もに、適切に運営・管理すべきではないか。一方、民営化後の新規の預金・保険

に対する保証については、民間と同等の扱いとすべきではないか 

民営化のあり方 

・ 	 2007年に民営化を実施する。ただし、民営化に伴う資金量の大幅な変動の可能性

や、今後10年で相当数の職員が定年退職すると見込まれるとともに、マクロ経済

や財政の状況の改善が見込まれること等を踏まえると、昀終的な民営化の姿を実

現するまでには移行期間（５－10年程度か）を設けるべきではないか。また、移

行期間においては、昀終的な民営化の姿の実現に向けて出来ることは一挙に実施

するとともに、定期的に民営化の進捗状況をレビューすべきではないか 

・ 	 2007年の民営化までの期間を準備期間と位置づけ、この期間の重要性に鑑み、郵
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政公社と政府の双方が、この期間から民営化を視野に入れた戦略的な取り組みを

始めるべきではないか 

・ 	準備期間、移行期間、昀終的な民営化の姿を実現する時といった段階に応じ、経

営の自由度やイコールフッティングの度合い、国の関与のあり方等を考えていく

べきではないか。また、そうした段階を通じて、民営化の進捗や関連する制度の

改正等を全体として適切に管理することにより、現在郵政公社が抱える困難な課

題に適切に対処するとともに、金融市場等の関連する民間市場や財政制度等に混

乱を生じさせないようにするべきではないか 

・ 	提携、買収等も含め民間企業の経営資源やノウハウを積極的に取り込むこと等を

通じ、収益力のあるビジネスモデルを構築すべきではないか 

・ 	郵政公社の職員の雇用に支障を来たさないようにするためにも、安定した経営を

可能にすることが必要ではないか。また、民営化に際しては、職員のモラールと

労使関係の安定に配慮すべきではないか 

・ 	ユニバーサルサービスの提供が可能となる枠組みを確立すべきではないか 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。今読み上げさせていただきましたのは、前回

骨子をお出ししまして、そのとき、頂いた御意見を取り入れ、また、様々な御意

見も伺いながら、構成を、例えば、「民営化のあり方」というのは前の方につい

ていたんですが、それを後の方にまとめて表示した。さらには、幾つかの点で文

書にして、わかりやすいものにした。基本的にはそういう作業として、案として

提示をさせていただいております。まだ、各省にもいろいろ御検討いただいては

おりますけれども、今日御議論を少しいただいて、次回26日には、この案がとれ

たものが諮問会議として決定されればありがたいというふうに思っております。

どうぞ御自由に御意見をお寄せいただきたいと思います。 

（麻生議員） ユニバーサルサービス３ページ目に初めて出てくるんですが、このユ

ニバーサルサービスの定義というのは伺っておかなきゃいかんところだと思うの

ですが、このユニバーサルサービスとイコールフッティングというところが一番

関係するところだと思うんです。ユニバーサルにサービスをするという前提条件、

縛りがかかった上で民間のイコールフッティングということは、民間もユニバー

サルサービスをするのですね。民間のユニバーサルサービスというのは何です？

極めて不明確だと思います。したがって、民間のユニバーサルサービスをはっき

りしてください。そうじゃないと、こちらは全然利益の出ないところもやらなき

ゃいけないというサービスを引き受けておきながら、いろいろなものはイコール

フッティングというのは公平ではなくて、アンイコールなフッティングだと私は

そう思いますので、基本的にこの大前提が違っていると思います。今新しい紙が

来ましたので、ちょっとばたばた書き込んだだけなので、よくわからないのです

が、そんな感じがします。 

それから、「民営化のあり方」のところの昀初の「・」のところの下から２行

目のところで、「定期的に民営化の進捗状況をレビューすべきではないか」とあ
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るが、誰がレビューするんですか。これは民間になった後レビューするというの

は、民営化をしている状況を誰がどの権限で縛るのですか。役人ですか、学者で

すか、誰かほかの三条委員会か、まさかそんなことはないとは思いますが、そこ

らのところは誰がお締めになるのか、極めてここのところはよく意味が、どうい

うことをやろうとするのかよく分からんというところだと思います。 

それから、その上の「一挙に」と、「５－10年程度」というのは、この一挙と

いうのは、田中先生が言っておられた話が一挙ということなんだと思うのですが、

「移行期間においても」という、移行期間というのは2007年度までを意味してい

るのだと思う。2007年度には基本的には民営化するということでいきますと、こ

れは基本的にやれることは全部やれるようにしていただかぬと、この間、生田総

裁も言っておられた話だと思いますので、助走期間が要るとかいろんなことを言

っておられましたけれども、そういったことだと思いますので、そこのところは

この表現がもうちょっとよく、後でいろいろ解釈されるような話をしない方がい

いのではないかという感じがします。 

それから、その前のところの「民営化のあり方」の上の３行のところに、「適

切に運営・管理すべきではないか」という言葉が出てくるのですが、「管理」と

いうのは何を意味するんだかがよくわからないんですが、「同等の水準の保証を

継続するとともに、適切に運営・管理すべき……」、ちょっとよく意味がわから

んのですが、「別会社の管理とする」という意味ですかね、ちょっとよくここの

ところの意味が不明です。 

２ページ目の一番下、「地域への貢献と地域金融機関との共存のバランス」と

書いてありますけれども、地域金融機関と共存では、なれ合いにするということ

にとられかねないので、地域金融機関とは競争が入らないとおかしいと思います

ので、ここは「競争」という言葉を何らかの形で入れていただきたい。地域金融

機関とは限らず、他の金融機関とも競争することになろうと思っております。 

それから、地域への貢献というけれども、ここは国際競争をやろうとしている

ように思われますので、そういった意味では、ここのところは社会とか、国際社

会とかいろんな言葉が適当だと思いますので、そういうところだと思っておりま

す。 

その上は昀初に言ったのと同じですが、「自由度とイコールフッティング度合

いは表裏一体である」というときのイコールフッティングの中にユニバーサルサ

ービスの定義というものをきちんとしておいていただかないと、このところのイ

コールではないという結果を招くと思いますので、そこのところはちょっとどう

かなという感じがします。 

今いただいたところなので、もう一個のところで言わせていただければ、１ペ

ージ目のところで、これは「現在免除されている預金保険料等を民間同様に支払

って事業を行うことによって、効率化が促進され、税金を支払える存在になる」

というのは、民間と同等の事業ということなんだと思いますが、そうすると、こ

こでまたユニバーサルサービスという話が出てくる。民間と同等のサービスとい
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うことは、生産性・効率性の悪いところはやめたいということができるならいい

ですけど、それをさせないという前提条件で山村やへき地でも島でもやらなきゃ

いかんということになるのだったら、民間同様にというのであれば、民間もやっ

ていただけるんですねということに、多分、郵政公社の側としては当然言うこと

になる。そこらのところは考えた上で、イコールフッティングの定義とユニバー

サルの定義というのをきちんと整理していただかないと、この話は込み入る、私

はそう思いますので、本当の意味でのイコールフッティング、ユニバーサルサー

ビスの定義が、今ちょっと一読したところではぱっと見えたところであります。 

（竹中議員） 谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 「民営化の意義」のところですけれども、郵政公社に対する「見えな

い国民負担」を昀小化するとか、預金保険料も払って税金を払える存在になると

書いていただいておりますが、今まで国民負担なしにやってきた郵政事業ですか

ら、民営化したら、そこに新たな国民負担を生ずるというのでは、本末転倒とい

うか、国民の理解は得られないんじゃないか。だから、そこのところをもう少し

明確にしていただく必要があるんじゃないかと思います。民営化後、政府支援が

なくて自立してやっていけるビジネスモデルについて、今後そこをきちんと議論

していくということが必要ではないかと思います。 

それから、私も麻生大臣が今おっしゃったのと同じように、ユニバーサルサー

ビスが何かということについては、今まで十分議論がされてきておりませんで、

そこが明確になっていかないと、今後の制度設計なんかはなかなか難しいんじゃ

ないかなと思っておりますので、そこは今後議論をさせていただきたいと思って

おります。 

それから、３枚目の上の方に「民営化前の預金・保険については、民営化前と

同等の水準の保証を継続する」云々と、こう書いておりまして、ここの「・」の

ところの基本的な考え方はそのとおりではないかと思うのですが、民営化前のも

のといっても、例えば、通常貯金と定額貯金のようなものでは性格の違うところ

があるんだと思うんですね。そこらあたりはもう少し詰めた議論もしていく必要

があるのではないかと思います。差し当たって以上です。 

（竹中議員） いかがでしょうか、ほかに。 

（福井議員） 全体的にだんだんとすっきりした整理になってきていると思っており

ます。ただ１つだけ、今出ました議論とも絡むんですけれども、2007年度までは

「準備期間」であり、それから「移行期間」というのがある。「移行期間」は何

だということがわかったようで、まだいまいちわからないところがあるような気

がいたしまして、５－10年という比較的長い期間ですので、この概念はできる限

り整理しておいた方がいいのではないか。 

私自身が感じますのは、この会議でも何回か申し上げておりますが、民営化と

いうのは、結局、政府保証をなくすとか、市場メカニズムに合わない商品性は見

直していくとか、ビジネス間のリスク遮断は明確にするとか、それぞれのビジネ

スについての収益性モデル、コアの部分をしっかり見出す、「かんぬき」という
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言葉を私は使わさせていただいてきましたけれども、この2007年以降の、５年と

か10年のいわゆる移行期間の中で、今、私が申し上げました「かんぬき」に該当

することが非常に遅いタイミングで入ってくるということになると、いろいろ混

乱する可能性がある。できればスタート時点、あるいはなるべく早い期間にこれ

が入ることによって、本当の意味の移行期間というのが国民の目にもはっきり見

えてくる。そうでなければ改革の姿がぼやけるし、かえって混乱を呼ぶかもしれ

ないという心配がちょっとあるので、その点だけできるだけクリアにさせていた

だければということであります。 

もう１つだけ申し上げますと、ユニバーサルサービスは何かというのはなかな

か難しい。前回もちょっと申し上げたんですが、今、麻生大臣は、民間のユニバ

ーサルサービスが定義できるかとおっしゃったけど、これはなかなか難しいよう

な気がしまして、要するに郵政が民営化され、民間金融機関はもともと民営だと。

つまり、普通のそろばん勘定ではできないところまで手を伸ばすというのがユニ

バーサルサービスかなと。しかし、民間そのものも企業の社会的責任（ＣＳＲ）

という概念がどんどん広がっていますから、昔の民間金融機関ができないところ

まで、これから手を伸ばしていくというところまで考えて、残りの部分は、国民

が求める必要なサービスは、もし民営化後の郵政がやるとすれば、それはある意

味で昀小限の国民負担を伴ってでもやるという部分であるかもしれないという気

がするんですが、それは間違っているかもしれません。 

いずれにしても、民営化された郵政が担うユニバーサルサービスとは何か。も

し民営化後に、通常のコストの範囲内で賄えなければ、そのコスト負担は誰がす

るんだということをやっぱり詰めないといけないのかなという気がしております。

以上でございます 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 今お話があった移行期間の問題ですけれども、民営化の姿を実現する

ということは、要するに儲かる会社ができ上がるという、そういうふうに理解し

ているんですけれども、それではいかんのですか。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） これは奥田議員の話で、私も、前々回の経済財政諮問会議で申し上げ

たと思いますが、民営化された、されない、今、いろいろ民間化された後どうな

るかという話をみんなされているときに、私は民営化された会社の一番の問題は、

たった一つ、その会社が黒字か赤字かということで、その民営化された会社のバ

ランスシートが昀大の関心事です。民営化されたら赤字になって倒産したんじゃ

話になりませんから。したがって、民営化された後、黒字になれるような自由度、

ルールとしないと、少なくとも民間化されたら、ユニバーサルサービスを強要さ

れた結果としてだめになりましたでは、何のために民営化したか意味がないとい

うことになろうと思いますので、私の唯一昀大の関心事は、今の奥田議員の意見

と同じだと思っております。 

（竹中議員） 牛尾議員。 
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（牛尾議員） ユニバーサルサービスの問題まで含めて、収益性というのは非常に大

きな議論になるわけですね。収益性にこだわれば、収益に逆らってでもしなきゃ

ならないサービスはどのぐらいあるのか。いろんなユニバーサルサービスの議論

を聞いておりますと、民営化する前の現在の郵政公社や官制郵政業務のときのユ

ニバーサルサービスの説明はまだあるのですが、それはあんまり意味のないこと

であって、郵政民営化、プライバタリゼーションというものが起こった後、本来

の民営のサービスで及ばないものをユニバーサルサービスと言うなら、それはど

のようなものかということを議論する必要があるわけです。今、この議論をする

と差し障りあるかもしれませんが、金融のときでもそれがあるんですね。収益性

の議論を追いかけるのだったら、中小企業に融資をすることは、ユニバーサルサ

ービスかどうかは別にして、反する場合だってあるわけですよ。そういう問題と

いうのは、公共性、社会的責任という企業の持っているガバナンスからいって、

非常にデリケートで明解でない部分が多いんですね。 

今、麻生大臣がおっしゃった、どこまで収益性で自由にやって儲かる保証があ

るかという議論に関しては、前回も言ったんですが、準備期間を終えた2006年ぐ

らいの後半のところで、初めて民間経営というものの幅がわかってきて、それを

民間経営でやれるかどうかというのは、その辺までいかないとわからないじゃな

いかと思うんですね。また、ルールじゃなくて、半分は経営者の資質、経営体そ

のものの能力にかかわる部分が多いので、そういう点で、かんぬきみたいなもの

が後で決まるのは困るという議論もあるけれども、初めにしたら抜き差しならぬ

ものになる。できれば、ユニバーサルサービスを必要としなくてもやれるような

仕組みをつくるのが一番大事だと思うんですね。あっても昀小限、現在の10分の

１ぐらいにするべきだというぐらいのことを目途に置いて、民間サービスの範囲

というものを広げる。一般の民間企業でも、損をしても、これをやっておけば、

こっちで儲かると思うとやるわけですから、そういう連関性が読めれば、相当負

担の少ないものになるんじゃないか。ユニバーサルサービスをあんまり議論する

と、従来、その間で意見の不一致で議論が進まないから、あんまり明確にするな

というふうに言われている部分もあるんですが、収益性の確保というのは昀大原

則だと思うんです。 

自由社会では、民間サービスともう１つ、誰がガバナンスを監視するんだとい

うことを麻生大臣がおっしゃっている。全くそのとおりで、やっぱり株主であり、

マーケットであり、世界の行政であり、いろんなものがガバナンスにはあって、

そういう一つの通念というもの、昀大のガバナンスは株主だと思うんですね。株

主がある程度社会性を持っていれば、ユニバーサルサービスと言わなくてもガバ

ナンスの範囲は広まってくるわけですから、2007年におけるかなり公的な意味合

いを持った行政におけるサービスの精神というのは、相当民間サービスに含まれ

ていく可能性を持っているわけですね。 

僕は電話をやっていてしみじみそう思うんですけど、ここまで電話が発達し、

固定電話がなくても、携帯電話を持っていれば、それで全部済むような流れにな
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ってくると、かつてはユニバーサルサービスで山奥までやれというのが、郵便で

も、やがてファックス等への代替がもっと進んでくる。ただ、実体の物を運ぶ場

合、これは封書じゃなくて、物流の話ですから、物流をきちんと分けてしまえば、

ほとんどメールで済んでしまうというようなことを考えていくと、状況の変化に

よって、今の議論と大分変わってくるぞという感じを私は持っています。 

（小泉議長） このユニバーサルサービスという言葉は、郵政民営化反対論者が盛ん

に使っていた言葉なんです。封書と葉書ですよ。それを民間に任せたら、いいと

こどりしかしない。いわゆるクリームスキミング、それが間違いだったというの

が今わかったわけだ。小包なんかは、過疎地、離島、今、民間が全部やっている

わけです。郵便局よりもサービスがいいわけです。ところが封書と葉書だけはで

きない。これのためにユニバーサルサービスという言葉を、いわゆる郵政民営化

反対論者が盛んに使った言葉なんですよ。だから狭い定義かもしれない。この郵

政民営化反対論者の使っていた言葉は、民間は小包ができても、封書と葉書は同

一料金ではできないんだという言葉で盛んに使われていた。言葉の定義をはっき

りさせる必要がある。今までできないと言っていた小包は、どんな奥地でもどん

な過疎地でも、郵便局よりもサービスよくやっているんだから。その論拠は、封

書・葉書以外は壊れているわけです。問題は、封書・葉書まではできないという

のが郵政民営化反対論者の言葉なので、同一料金じゃないとだめです。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 私の申し上げているのは、儲かるところ、儲からないところ、何回も

申し上げますけれども、基本的には民営化された後の会社が黒字か赤字以外興味

がないんです。要は黒字になれば、それでよろしいのであって、そのときに黒字

にならないと、従業員のモラルも、従業員の確保も維持もできませんから、黒字

か赤字かになるというときに、赤字になるという絵をつくってはめ込んじゃった

ら、まず経営者で引き受ける者はいないので、やっぱりある程度黒字になるとい

うことにしておいた上でやらないといかんということになるんだと思うんです。

その赤字が足を引っ張るものとしたときに、私が経営者だったら、儲からないも

のは全部やめていくわけです。簡単なことを言えば、それが一番儲かる方法です

から。 

しかし、そのときに、それをやらねばならぬというのを決められていくと、そ

れがユニバーサルサービスだから、それはやめちゃだめよということになると、

その分の赤字は背負いこむわけです。その赤字を背負い込まざるを得ないという

のであれば、それに見合う黒字になる分をどこかつくっておいていただかないと、

赤字は背負いませんよ、断りますということになる。例えば、郵便の配達回数を

減らすとか、週６回を週３回に減らせば生産性は倍に上がりますから、やり方は

いろいろあると思いますが、それはできないという前提で考えていった場合に、

ある程度黒字をやれるものを考えておかなければならんと、民間とイコールとい

うことにはならないということを申し上げているだけです。この会社が黒字にな

るための手口がきちんとしておいていただければよろしいんです。 
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（小泉議長） ところが民間に聞くと、黒字にならなきゃやらないというんじゃない

んだな。この地域は、赤字だからやらないという会社じゃだめだという経営者が

出てきたんだな。赤字のところでもやりますというと、この会社が黒字になる。 

（牛尾議員） 戦略的にね。 

（小泉議長） 戦略的に。だから、黒字のところしかやらないという経営者だけじゃ

ない。むしろ、赤字のところでもやると、この会社は信用がある、この会社はこ

の地域しか行けない、この会社はあの地域も行くといったら、そっちに行って全

体的には黒字になる。そういういろいろ考え方があるんですよ。 

（麻生議員） それはわかります。 

（小泉議長） 民間会社になったら赤字はやらないというのは、それは言えないと思

う。 

（竹中議員） ほかに御意見ございますか。本間先生。 

（本間議員） ユニバーサルサービスの定義という問題は、前回、前々回等でも出た

問題でございまして、我々としてこれまでは機能論で議論してまいりましたから、

今までのイメージとして、ユニバーサルサービスというもの、窓口ネットワーク

は維持するよ、この点についてはユニバーサルなサービスというものをやろうよ

というようなことは、暗黙のうちにこれまで議論されたと思います。それと同時

に、法律で今総理がおっしゃったとおり、公社に対してユニバーサルサービスと

いうものを認めているという部分はあると思うんです。それ以外のところは、ま

だユニバーサルサービスの定義はしておりません。したがって、前二者の部分の

ところを今後制度設計に当たって、どのように民営化会社に対して、これを負わ

せるか、それによってイコールフッティングの条件が、ここに特殊に設けるので

あれば、いわばその見返りとして、イコールフッティングのところにおいて、幾

分の手心を加えるというようなことは、これからの問題だろうという具合に思い

ますので……。 

（麻生議員） 手心というのは別の表現しておいてください。 

（本間議員） 手心というのはちょっとあれですけれども、要するに、こちらできつ

い条件を置いているんだから、こちらの部分のところで、それに見合うものをち

ゃんと担保としてとろうよと、こういう考え方というのは、これからの具体論の

中で出てくるのではないかと思っていますので、この段階では、このぐらいの表

現でいいのではないかという具合に思っているんですけれども。 

（麻生議員） 先生、こういうのが文章になって出ますと、途端にそれがひとり歩き

するという世界なんです、この世界は。ですから、私らは非常に言葉に慎重にな

らざるを得ぬところでして、人がどんどん変わってきますので、そうすると、あ

のときの話は、そういう雰囲気はなかったなんて言ったって、残っている紙一つ

でどんどん事は決まりますので、ものすごく慎重にならざるを得ないというとこ

ろがありますので、私は言葉にえらくこだわるわけです。こだわらざるを得ぬと

ころに20年もいりゃ、何回もだまされましたので、やっぱり、お役人の言葉なん

て信用したってろくなことはないよという感じにならざるを得ないところがある
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ので、ここのところも……。 

（本間議員） ここの文章に入っていなかったら、ユニバーサルサービスは一切ほか

の文章のところには入っていませんから、全くこれは考慮しないのかという逆の

読み方もあり得るわけですから、この辺のところの表現ぶりで今後の制度設計の

部分で議論した方がいいのではないかと思いますけれども。 

（麻生議員） どこに置くかにもよるでしょうけれども。 

（本間議員） はい。 

（竹中議員） ほかに御意見よろしいですか。 

（中川議員） 直接的な話ではないのかもしれませんが、金融のところのイコールフ

ッティングなんですけれども、何回もこの場で無担保とか、無保証とか、証券化

という議論を政府系でもやりますよと言っていて、私のところの政府系金融機関

は幾つかあるんですけれども、やっぱり正直言って、政府系金融機関というのは

役割があると同時に、今の議論ではいいところは民間に合わせようというんです

けれども、どうも見ていると、政府系金融機関というのは、民間の方がどんどん

進んでいって、そっちに追いつくイコールフッティングが必要ないんじゃないか

という気が昀近しているんですね。ですから、さっき牛尾議員がおっしゃられた

ように、昀後は経営者の資質だということなんですけれども、資質の判断をする

ためには、データとか、ノウハウとか、そういうものがないといけない。その上

で経営判断、経営責任ということが出てくるんでしょうけれども、例えば、民間

金融機関がある銀行は無担保・無保証を何千万円までやっています。ある会社は

やっていませんと。経営判断もあるでしょう。一番無担保のノウハウを持ってい

るのは消費者金融会社、いわゆるサラ金と言ってはいけないんだそうですけれど

も、消費者金融会社は膨大なデータを持っているそうです。 

教えてくれないんですけれども、１つ、２つ教えてもらった例を挙げますと、

お金を無担保で借りに来た人のデータを調べて、夫婦の間の年齢差が幾つ離れて

いるかとか、男の方が何歳年上かとか、あるいは逆に奥さんが何歳年上かでもっ

てデフォルト率と一つの相関関係を持っていて、だから貸さないとか貸すとか、

金利がどうだとか。 

（小泉議長） どっちが違うの？ 

（中川議員） それは教えてくれないですけど、夫婦の間の年齢差と……。 

（小泉議長） どっちが上の方が違うんですか。 

（中川議員） それ、教えてくれないんですよ。 

（小泉議長） ほんとかね。 

（中川議員） ええ。例えば、１つだけ例として教えてくれたのは、夫婦の間の年齢

差とデフォルト率というのが相関関係にあるんですって。総理が興味があれば、

私、強引に聞いてきますけれども、それは企業秘密だから教えない。根拠はない

かもしれない。とにかくデータがあるんです、相関関係の。例えば、民間の都銀

なり、ましてや地銀が無担保で貸すときに、ちょっと地域で少し聞いて、社長を

信用するとか信用しないとか、その程度じゃない膨大なデータがあるから、デフ
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ォルト率を計算して、テレビでよく宣伝している、困ったらどうぞ、いつでも何

百万円まで貸しますよ、無担保・無保証で。これはデータと経験があるわけで、

例えば、民間の銀行が個人消費者会社を買うとか、つくるとかと昀近よく出てい

ますけれども、他方、進出しない人はお手並み拝見で見ているんだそうですよ。

今ごろ都銀が出ていって、データもなしでできるのかとはっきり分かられている

そうですね。 

だから、逆の意味でイコールフッティングというのは、何もいいところを民間

にさせるんじゃなくて、民間がどんどん先へ行っていて、逆に今から追いつけま

すかというのを、私のところの政府系金融機関が、これは政府系ですから、もち

ろんきちんとしたモラルハザードの範囲内で、「官から民へ」と総理がおっしゃ

る意味で、民ができない部分は官がやらなければいけない。絶対、官が民を押し

退けてはいけませんよということを役所の中でもよく言っているんですけれども、

逆に言うと、完全に民になっちゃうのだったら、先にどんどん民間が行っている

ところに、果たしてイコールフッティングに行くだけのノウハウなり技術なり、

時間がありますかということも、逆の意味でひとつ考えることではないかと、ち

ょっと流れと逆のことを言っているかもしれませんけれども、そんな感じがしま

す。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 中川さんのおっしゃるとおりで、だから、当面この２年間懸命になっ

て、そういう学習する努力をしないとだめですよと言っている。ただ、今日の麻

生大臣の発言でちょっと気をつけなきゃいけないなと思うのは、我々は違うこと

ばかりに気をとられ過ぎて、儲かる民営化を真剣に考えていないということはち

ょっとあるかもしれませんね。ここは儲かりやすい分野だというと、みんなが参

入してくるわけですから、それを考えないで、これまでトラブっている例だけ、

差し障りなくやろうということばかり考えて、魅力ある職業としての民営化プラ

ンというものの視点から物を考える配慮が少し足りない。それは考えてみりゃ、

我々、僕と奥田さんみたいに民間出身の人が一番言うべき議論で、中川大臣も非

常にお詳しいから、そういう分野をきちんと考えていけば、もっと明るい民営化

の芽が出てくると思うんですね。 

（竹中議員） どうぞ。 

（奥田議員） 自動車を例にとって失礼ですけれども、自動車でも、一個一個の部品

をそれぞれ原価計算して、この部品に値段が幾らついているというようなことで

言えば、一つ一つの部品には値段がついていないんです。コストはありますけれ

ども。コストはあるけれども、販売価格というのはついていないんですね。自動

車全体として儲かればいい。販売価格はあるけれども、一個一個の部品について

はない。例えば、今はやりのハイブリッド車なんかでも、ハイブリッドだけのメ

カで、儲かるか儲からんか、これもコストと販売価格は幾らだと、こういうこと

を言われますと、正直言って、多分マイナスじゃないかと思うんです。ところが、

トータルの車のパッケージとして仕上げると儲かる。だから、やっぱりこういう
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話も同じで、儲かるところと儲からないところがあって、その相殺といいますか、

それで考えると、今、中川先生が言われたとおりのことだと思いますけれども。 

（麻生議員） 表現はみんな違いますけど、全く同じことを言っているんだと思うん

です。総理のを含めて同じことを言っている。儲かる部分がないと維持ができま

せんから。 

（牛尾議員） トータルで見るとそうです。 

（麻生議員） それは正しいと思います。 

（中川議員） 儲かる部分にはリスクが伴うということだと思うんです。 

（牛尾議員） それが民間経営です。プライバタイルというのは、リスクマネージメ

ントにのるということですから。 

（竹中議員） ありがとうございます。それではちょっと整理させていただきますけ

れども、今日非常に多くの議論をいただきましたけれども、１つは、御意見にわ

たる部分というのがあったと思うんです。例えば、谷垣大臣は、国民負担はなし

でできるようにすべきではないか。福井総裁は、かんぬきはなるべく早くやるべ

きではないか。多くの方がおっしゃったように、儲かるようにしないといけない。

これは御意見の部分として、引き続き重要なポイントであるということで、議論

をしていくということだと思います。 

それでもう１つは、この解釈をどうするんだという御指摘がありました。これ

は麻生大臣が、例えばレビューするというのが書いてあるけれども、一体誰がす

るのか、どう解釈するのか、運営・管理というのは、具体的な中身は何なのか。

これは御意見として伺って、まさにこれをどう解釈するかということ、それはど

のように制度化していくかということだと思いますので、ここはやはり私自身テ

イクノートして、具体化の中でしっかりと議論をしていこうではないか、そのよ

うなことではないかと思います。 

３番目に、具体的にここはちょっと不足ではないかという御指摘が、これも麻

生大臣からあった。地域金融機関の共存だけではなくて、競争が必要だろう。こ

れはその意味では、明確な修文の御指摘だと思いますので、ここは「競争」とい

う言葉を入れるということで修文をさせていただくのかなと思います。 

昀後に、個別問題としてユニバーサルサービスをどうするか。これは前回、私

の方で一度引き取らせていただきましたけれども、ユニバーサルサービスについ

ては、定義も含めて議論が不十分だから引き続き検討しなければいけない。そう

いうことを申し上げました。ここでは、昀後にユニバーサルサービスは、提供が

可能となる枠組みを確立すべきではないか。だから、ユニバーサルサービスはみ

んなちょっと考えていることは違うのだけれども、何かあることはあるのだろう。

それは確立しなきゃいけないんじゃないか。そこは実はイコールフッティングに

つながってくるわけですので、その意味では、非常にシンプルに書いている。１

つの考え方は、ユニバーサルサービスの議論は、何もしていないから、これを落

としてしまえという議論もあるのかもしれないのですが、これは逆に言うと、本

間先生がおっしゃったように、これについて何も考えていないのかという御指摘
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もあろうかと。ユニバーサルサービスの問題は、定義も含めて引き続き検討する。

その上で必要なものについては、提供が可能となるような枠組みを確立すべきな

のではないか。そのような形でちょっと調整をさせていただければと思うんです

が、いかがでしょうか。どうぞ。 

（麻生議員） １つだけ。地域への貢献というところに関しては、これは生田総裁も

おっしゃっていたが、「社会への貢献」とか、「地域」というと福岡県なら福岡

県とか、神奈川県なら神奈川県の地方銀行との共存、競争というんじゃないんだ

と思うんです。国際社会に出ていこうとしているわけですから、せめて「社会」

ぐらいが適当である。「地域」というと、いかにもドメスティックで、狭いよう

な意味に感じられますので、これは貢献する相手は地域だけじゃなくて。 

（竹中議員） 「地域社会」じゃなくて、「社会」がいいですか。 

（麻生議員） 「社会」じゃないですかね。国際社会にも出ていこうとしているわけ

で。 

（竹中議員） 一方でまさに、これは国際的にいろいろ考えていただく、全体として

国際的に考えていただくわけですが、金融に関しては、その預金を財投が吸い上

げて、地域に還元をしていないんじゃないか、そういう議論もありましたので、

一応こういう表現になっているんだと思うんです。そこはどうぞ御議論いただい

たらいいと思います。吉川議員。 

（吉川議員） 交通整理的なことですが、麻生大臣、先ほど御発言のときにも、「コ

クサイ」という言葉がありました。私は「コクサイ」をナショナルボンドの国債

というふうにとったんですが。 

（麻生議員） インターナショナルという意味です。 

（吉川議員） でしょう。だとすれば、ここで「地域」というのは、金融のところに

書いてあるわけですから、今、大臣がおっしゃったような意味での「国際」とい

うことは、とりあえず、諮問会議で議論してきたのは、物流を特に念頭に置いて

議論してきたんだと思うんですね。金融に関しては、やはり今、竹中大臣がおっ

しゃったように、地域金融との関係が１つの大きな論点ではないかというふうに

我々としては理解してきたということだと思いますが。 

（麻生議員） 今のところで、「地域金融機関との共存」と書いてありますので、そ

っちの話とこっちの話と、だったらこっちは別に地域金融機関との競争と共存と

いうことなので、何となく、そこのところで地域にこだわられると、その地方だ

けというような、えらく狭いイメージになるかなと思ったんです。基本的に「地

方で集めた金を地方で還流することなく、主計局だけで全部というところに問題

がある」というのが、そもそもの始まりじゃないかという指摘は決して間違って

いない。それは正しいと思っていまして、私はその点を全然否定しません。ただ、

何となく地域というと、えらく狭く感じたものですから申し上げただけです。そ

ういう意味じゃないというのであれば、全然、私、こだわりませんけれども、た

だ、何となくということで申し上げただけです。国際というのはナショナルボン

ドではなくて、インターナショナルという意味です。 
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（本間議員） 現実には、今、郵貯、簡保の資金というのは、財政投融資の中に入り

まして、その中で47％ぐらいだったと思いますけれども、地域関係の部分で、こ

れは比重的にも非常に増えておるわけですね。これが民営化の際に激変をすると

いうようなことになれば、これは非常に大きな問題が出てくると思います。地域

の方々の、これは首長さんのお話も含めて、かなり地域への優先的なというよう

な部分があるんですけれども、地域で使ってくれと、こういう願いみたいなもの

があるわけで、そこの全体の雰囲気の中で地域の貢献という言葉が使われている

のだろうという具合に私は解釈しております。 

ですから、財投の部分を引き上げて、直に地域に使えというような、そういう

強いインプリケーションまではないと思いますけれども、ここの文面は。しかし、

それとの連関で言えば、少しは地域の部分のところについて、民営化された後で

も、やはりそれなりの貢献をすべきではないか、こういうことじゃないかと思い

ますけれども。 

（麻生議員） 定義のあれだったので、決して、今の「地域」の意味にこだわるわけ

ではありませんので。ただ、基本的には、この国債というものに対して、昀初の

民営化しなくちゃいけなくなったもとの話からいくと、私どもとしては、その点

に関しては、そこのところにそもそもの問題があったんじゃないのかというのが、

多分民営化のもとの議論だったと思いますので、私はその点に関しては全然反対

じゃないんです。ただ、現実問題としては、今の中で国債を買っております、ほ

かに買うのがないから、今でいけばですよ。ただ、景気がよくなると世の中変わ

りますから、そのときに、国債の借り換えだ、新しい国債の発行だというような

ところがある日ばたっと民営で、自由度が増すと、それは財務省としては、とて

もじゃないということになるし、国家経営上も多々問題ということになろうかと

思いますので、歯止めをかけなきゃいかんというところは間違いない。それは、

この間も申し上げましたし、そこのところは大事なところだと私自身はそう思っ

ております。 

ただ、基本的には景気がよくなったら金利は上がりますから、その場合に、そ

このところとの関係でいけば、より良い金利の方にいく。例えば、先ほどの中川

先生の話じゃありませんけれども、東京三菱銀行がアコムを買ったように、この

郵便銀行がどこかのそういったノウハウを持った消費者金融を１個買ったとしま

しょう、資金量はありますから。ということになると、その方が利益が出るとい

うことなったら、よほど国債より出るわけですから、昀高額29.9％まで金利がと

れても合法的ですから、それはえらい儲かりますよ。失礼ですけれども。 

（中川議員） そこいらは、損するかもしれない（笑）。 

（麻生議員） そこのところは、リスクをとるというところはそういうことですから、

私どもとしては両方考えておかなきゃいかんところだと思います。この経営者と

いうのは、よほどバランス感覚のある方がなさらないと、えらいことになるなと

いう感じがしますので、そこのところは何回も申し上げますけれども、新しくス

タートする会社の自由度は基本的にある程度確保されて、先ほどうまく儲かる話
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にしておかないと、モラルももちろんのこと、魅力がないということになりかね

ないと思います。 

（牛尾議員） 本間さんもおっしゃったように、「資金の流れが民に集まったものが、

官に還流し過ぎているから、民に流す」というのが郵政民営化の１つの大きな目

的なんですよ。それが目先の議論になると、国債を買うとかそっちに行くのです

が、基本的には国債なんか買わないで、半分以上の金は民に流れることが民営化

の基本思想なんですね。そこはちょっとあんまり目先にとらわれないで、「10年

単位で見れば、大量に民に流れるようになった。あのおかげで民に流れるように

なった」というふうにしないといかんわけです。今、短期と長期の話がごちゃご

ちゃになっていることから言うと、基本的には民に金が流れていく形をつくるん

だということが絶対忘れちゃいかんと思います。 

（谷垣議員） 私も何か言わなきゃいけない（笑）。ですから、ねらいは、今、牛尾

さんのおっしゃったことで私はいいと思いますけれども、それだけに、何も過渡

期をえらく重視しろ、過渡期だけを言えと言っているわけじゃないんですが、過

渡期はある程度考慮してやっていただかないと、当分まだ借換債なんか相当あり

ますから。 

（牛尾議員） 十分緊張感を持ってやってほしい（笑）。 

（竹中議員） ありがとうございます。御意見の部分、それと解釈については、今後

引き続きやろうという部分、その点については、今日の議論を踏まえて以降の議

論はしっかりとしていきたいと思います。 

論点整理に関しては、もう一度整理させていただきますと、３か所、これはち

ょっと考えますけれども、「地域への貢献」というのを、「地域・社会への貢献」

という形で少し膨らませておくということと、それと「共存のバランス」の前に、

「競争と共存のバランス」というふうにする。それが２か所目で、３か所目は、

「ユニバーサルサービスについては、引き続き検討をするとともに、必要なサー

ビスの提供が可能となる枠組みを確立する」と、そのような書き方にさせていた

だきます。それで一応修文に関しては引き取らせていただけるかなというふうに

思います。次回、昀終決定に至りますように、引き続き御協力のほどよろしくお

願い申し上げます。 

郵政に関しまして総理ございますか。よろしいですか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

○予算編成プロセス改革について

（竹中議員） それでは、今日の後半の議題に移らせていただきます。「予算編成プ

ロセス改革」でございます。次回、今年の骨太の方針についての枠組みのご議論

をいただくのでございますけれども、その中で予算プロセス改革というのは、大

きな１つのテーマになろうかと思っております。 

まず谷垣大臣から資料の提出がございますので、よろしくお願いします。 
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（谷垣議員） 私の提出したペーパーの表紙をめくっていただきますと、「公会計整

備の取組み」という図がございます。それを御覧いただきながらお聞きいただき

たいと思います。 

公会計の整備は、国の財政事情に関する国民の理解を深めるということからも、

あるいは財政の効率化、適正化という観点から見ても、大変重要でございまして、

着実に押し進めていかなければならないと考えております。そこで財務省も去年

１月に公会計室というのをつくりまして、このことをもっぱら担当してもらって

おりまして、今、一生懸命作業をしております。公会計整備をしていくという作

業は、財務省だけの仕事ではありませんで、全部の役所に御協力をいただく、巻

き込んでいく膨大な作業でございますので、時間もかかる面もありますが、目下

の急務として格段の努力を注いでいかなきゃならないと考えております。 

そこで、これまでの取組みですが、公的部門における企業会計の手法、考え方

を活用した財務書類の取組みとしては、これまでに、まず国の貸借対照表（試案）

というのを平成10年度決算からやりました。それから、特殊法人の財務諸表を平

成12年度決算からやりました。それから独立行政法人に関しては平成13年度決算

から、さらには、新たな特別会計の財務書類というのを平成11年度からつくって

公にしてきているところであります。 

そして、公会計の意義、目的、それから公会計として開示すべき情報などに関

していろいろ検討しまして、公会計に関する基本的考え方というのを、平成15年

６月の財政制度等審議会の公会計基本小委で取りまとめていただきました。そこ

では、公会計の意義、目的、財務報告に関する基本的考え方などが整理されたわ

けでございますが、国の財政状況などに関する報告については、引き続き、その

充実に努めるべきであって、省庁別のフローとストックの財務書類を作成すべき

であるといった今後の方向性が示されたわけであります。 

そこで、今年度の取組みでありますが、この「公会計に関する基本的考え方」

において示されました方向性、つまり各省庁ごとに一般会計及び特別会計等を合

算した省庁別の財務書類をつくろうということで、昨年の12月に取りまとめた試

作基準をもとに、各省が作成した施策の財務書類を今検証を行っているところで

あります。その検証の結果を踏まえまして、今年の６月をめどに作成基準を取り

まとめようということで今、鋭意検討しております。 

それから平成14年度分の省庁別財務書類につきましては、各省が作成の上、秋

ごろに公表をしたいということで作業をいろいろやっていただいているわけであ

ります。 

それから、この省庁別財務書類の作成基準によりまして、一般会計、特別会計

から独立行政法人や特殊法人に至るまでのそれぞれの公的部門について、企業会

計的手法を活用した財務書類の作成基準が出そろうことになるわけであります。 

今後の取組みの方向ですが、以上のような取組みを基盤としまして、一般会計、

特別会計、それから特殊法人、独立行政法人等を連結した省庁別連結財務書類を

つくること、それから個別の施策、政策等に係るコストに関する情報開示をどう
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充実させていくかということを検討する。こういうことをやって財政の効率化、

適正化を図っていきたいということで、今、作業をしているところでございます。 

特別会計につきましては、去年の通常国会で固有の財源などをもって不要不急

の事業が行われているのではないかといったような批判がありましたことを踏ま

えまして、財政審の特別会計小委員会で、去年の４月からすべての特会を対象と

して総ざらい的な検討をやっていただきました。その結果、去年11月報告書がま

とめられまして、特会の見直しについての基本的考え方と、50項目を上回る具体

的方策が提言されたわけでありますが、財務省としては提言された、その具体的

な方策につきまして、可能な限り速やかに実行するということで、平成16年度予

算においては、労働保険特別会計における雇用保険３事業の縮減・合理化である

とか、国民年金特別会計における福祉施設整備にかかる経費の縮減であるとか、

それから石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計における一般会計繰入

額の縮減といった見直しを行いました。 

また、特別会計の説明責任の強化を図る必要があるということで、歳出の内容

などにつきまして、新たな説明資料を作成して発表いたしましたほか、企業会計

的手法を活用した新たな特別会計財務書類の取組みを進めるといったことをやっ

ております。こういう特別会計の見直しについては、財政審でいただいた包括的

な提言をもとにして、十分な問題意識を持って国全体としての歳出の合理化・効

率化に向けて成果を出さなきゃいかんということでやっております。特別会計に

ついては、今後とも不断の見直しを進めることが必要だと思っておりまして、今

年も昨年と同様、特別会計の事業に重点を置いた予算執行調査を実施し、特別会

計の歳出の合理化・効率化を図っていくということをやっておりまして、できる

だけわかりやすい説明について、さらに工夫を重ねていきたいと思っております。

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは有識者議員から予算制度の改革に

ついてお願いいたします。 

（本間議員） それでは私の方からお手元に「予算制度の改革に向けて」というペー

パーを出しておりますので、この点について簡単に説明をさせていただきたいと

思います。 

平成17年度予算、これは実質的に集中調整期間後の予算でありまして、「構造

改革の仕上げ」をきっちりしていくということ、それから「新たな成長」をどの

ように具体化していくかという点で非常に重要な予算であろうと思っております。

その点でまず第１の柱は、これは予算配分の大枠の見直しをやる必要性がある

のではないかということでございます。景気が少し改善しているということもご

ざいまして、歳出改革路線を堅持するということに対して、幾分ちょっと緩めて

ほしいというような機運もあるようでございますけれども、きちんとこれを仕上

げていくということこそ、持続的な財政基盤をつくり上げる上で不可欠な作業で

ございまして、その点でより費用対効果の高いものに重点配分するということが

必要になってこようかと思います。特に、これからの一つの課題であります地域
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再生と雇用拡大に重点を置くということを明確に示していく必要があろうかと思

います。 

しかし、それをするということで財政全体の規律が緩むということがあっては

ならないわけでありまして、メリハリをつけてきちんと仕上げていくためには、

ペイ・アズ・ユー・ゴー、これは「利用時支払い」という日本語が当てられてい

ますけれども、増やす部分のところと相殺をされる、削減される部分のところを

きちんと組み合わせていくということが必要であろうと思いますし、やる必要性

が本当にあるのであれば、増収、増税的な部分のところについても考慮すべきだ

という考え方であります。その点で、この３年間試行錯誤的に概算要求のレベル

で、昀初は２割を全体とし、そして１割を官房で削減をして、主計局に渡すとい

うようなことを初年度でやってまいりましたし、直近では２割増しで概算要求を

するというようなことをやったわけでありますけれども、こういうやり方が一体

予算編成の中でどのような影響・効果というものを与えたのかということは、こ

れは一度検証する必要性があるのではないかと考えております。 

それから、歳出の重点化の手法として、ニュー・パブリック・マネジメント、

新しい行政の予算編成のやり方ということのパイロットの事業として、「モデル

事業」と「政策群」という考え方を打ち出し、昨年はボトムアップでやってきた

わけでありますけれども、このボトムアップだけでは幾分項目が小さいというよ

うなこともございまして、平成17年度予算では、導入効果が高いと見込まれる分

野について、例えば電子政府関連等については、広く導入すべきであるという方

向性を打ち出す必要性があろうかと思います。 

それから政策群、これは１つの政策に対して複数の役所が関与しているケース

が非常に多く、例えば、ＩＴを活用した医療の利便性の向上、建設業の事業転換

の円滑化、新産業創造戦略等々、極めてこれからの効果も上げるためには横串の

関係の強化をしていくということも必要になってくるだろうと思いますので、こ

の辺のところも考えていくべきであろうと思います。 

それからもう一つ、これは橋本内閣のときに、まさに財政構造改革に向けて制

約を置いて、これを法律化したという部分もあるわけでありますけれども、今ま

では割と緩くやってきたわけでありますけれども、次回の経済財政諮問会議で内

閣府の方から有識者アンケートに対する報告があろうかと思いますが、この中で

プライマリーバランスを黒字化していく手法として、歳出別の削減目標の設定と

いうものに対して、極めてこれがいいんだという答えが返ってきております。義

務的経費についてもこれを聖域化せず、きちんとやっていくということになりま

すと、ロットの大きい社会保障給付費、これは中期的な観点から、どのように経

済整合的な形でこれをコントロールしていくかということは非常に重要な問題で

ございますし、それの中期的な目標との関連の中で、毎年の歳出総額というもの

をきちんと抑えていくということが必要になってこようかと思います。科学技術、

防衛費、公共投資などの分野では、これは中期的な観点からの歳出目標があるわ

けでありますけれども、社会保障の部分のところについては、この点がないとい
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うことでございます。この点を考慮すべきではないかと考えます。 

また、義務的経費といいましても、これは裁量的な部分のところはかなり事業

の中に入ってきているような部分もございまして、この事務事業の合理化、単価

の見直し等によって、この分野にも大胆にメスを入れる必要性があろうかと思い

ます。 

それから第２は、この予算がなかなか見えにくいという問題であります。これ

をいかに見える予算に転換をしていくかということが非常に重要なわけでありま

すが、見える予算に転換するためには、やはり何を目的として予算がつけられて

いるのか、こういう成果目標の提示というものが必要でありますし、突き詰めて

いくと、それを数値化するというようなことは諸外国でも、これはかなり導入さ

れているということを考慮いたしますと、少なくとも、我々重点４分野というこ

とで予算編成をやってきたわけでありますけれども、この重点４分野に含まれる

すべての予算については、成果目標というものを来年度提示して、予算が変わっ

た、そういう予算なのかというようなメリハリのついた形のプロセス管理をして

いくということも非常に重要ではないかということであろうかと思います。この

辺についても、ぜひ説明責任の向上という観点からも、これを実現していく必要

性があろうかと思います。 

同時に、この目標の達成状況というものを事後的に評価し、そして予算の中に

フィードバックさせていくというプロセスの形成というものも、来年度予算では

始める必要性もあろうかと思いますので、この辺、工夫を十分していく必要性が

あると思います。 

それから見える予算の第２でございます。これは先ほど谷垣大臣の方からお話

がございますが、公会計の問題と特別会計の問題でございます。私も実は財政制

度等審議会に関与しておりまして、幾分言いづらい部分もございますけれども、

方向性としては、これは財務省の御努力でかなり整備がされておりますし、その

面に非常に注力をしていただいているということは、先ほどの御説明からも明ら

かであろうと思いますが、このテンポについては、やはり前倒しをしていくとい

うことが必要ではないか。これは各省庁に対して、協力を求めていく場合にも、

いろいろ難しい部分もあるということは私もよく存じ上げておりますけれども、

しかし、これを見える予算にしていくためには、平成17年度に頭出しをし、平成

18年度までには公会計の基盤整備を終了させるぐらいのことをやるべきではない

か、民間議員のペーパーではそのように提言をさせていただいております。 

それから昀後に、特別会計の推進の問題がございます。これにつきましても、

昨年、特別会計は今までタブー視されてきた分野にかなり踏み込んで、いわば「離

れですき焼きを食べている」ところにメスを入れたということは私どもも十分理

解をしておりますし、この全体的な進め方について、今後もう一段積極的なスタ

ンスを示していくということが必要ではないかと思います。具体的には、中期的

な数値目標を掲げ、そしてそれをどのように実施していくかということを明示化

していくということで、各省庁へのいわば協力を積極的に求めていくということ
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を内閣全体として図るべきではないかと考えております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうぞ御自由に。 

（麻生議員） 本間先生のお話のところで、今の谷垣さんの話と関連するんですけれ

ども、地方公共団体の公会計がどうなっているかという話に多分関心がおありに

なるんだと思いますが、基本的にはこれは当たり前の話ですけれども、単式簿記

と複式簿記の違い、減価償却が入るか入っていないかということは、きっちりし

ておかなきゃいかんということで、47都道府県すべてバランスシートを作成して

おります。それから、都道府県でいきますと、約60％の市町村がバランスシート

を作成いたしております。いわゆる公会計的なものになりつつある。 

ただ、私どもはどうもひねて見るようで恐縮ですけれども、基本的にバランス

シートの左側の方に立てなくちゃいかんもので、例えば、徴税権というのを幾ら

で評価していただけるのか、国債の発行ができるという権限は幾らで評価してい

ただけるのか、お札を印刷して発行できるという権限は幾らで認めていただける

のかということなしに、バランスシートなんて言ったって、この権限こそが、昀

大の権限をどう評価されるのかがわかっておられぬと、何となく大蔵省はそこだ

けねぐって、こっちは大変なんですよと言うけど、実はこっちは全然起算してお

らんとか、ああいう話をしそうで、何となく危なそうな話ですからね。 

（谷垣議員） 別にサボっているわけじゃないんですよ。そこが一番難しいから、手

探りでやっているんですよ。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 谷垣大臣から、この資料を見て着々進んでいることは全く頼もしい限

りでありますが、とにかく平成17年度予算に向かって、平成17年度というのは、

平成18年の３月の末まであるわけですから、できるだけ、その間にどこまででき

るかぜひ協力してほしいと思います。 

民間を自慢するわけじゃありませんけれども、民間の場合は、この２、３年の

状況ですが、四半期３カ月の連結決算で海外まで入れて、例えば７－９月の連結

決算を10月の第２週か第４週に発表しているわけですから、間に合わないところ

はラフに発表して、３か月後に修正することもあるんですけれども、海外の場合

はね。しかし、それでも一応、形なりにも全体の連結決算というものを３か月決

算で翌月の２週間目か３週間目で出すという努力を達成しているわけです。それ

が経営の指針を一番誤らない昀大の情報収集なんですね。そういう意味では、せ

めて平成17年中に相当なところまでやって考えていく必要があるんじゃないか。 

ただ、従来に比べれば大変な、この基本計画を見ると夢と疑うばかりにそんな

ことが書いてあるんですけれども、しかし、時間的なスピードというのは非常に

大事なので、何とか平成17年度中に相当なところまでやってほしい。平成17年度

を書いたときには相当いろんな陳情を受けましたけれども、平成17年というのは、

平成17年の４月じゃなくて、平成18年の３月末まであるんだぞと言っているわけ

で、それをぜひお願いしたい。 

もう１つは、地方と中央で三位一体の議論をしていると、やっぱり地方の経費
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をどうやって下げるかというときに、地方の人件費の問題があるんですね。我々

は臨時行政調査会以来、人事院の勧告やそういうものを入れ、中央官庁は総定員

法でどんどん人数を下げてきた。しかし地方は、僕も地方は無知だったんですが、

我が敬愛する麻生さんが総務大臣になってから地方に関心を持っているんですけ

れども、地方には地方人事委員会というのがあって、それこそ人事院に代わるよ

うなことをやっているんだというお話で、しかし、僕らあんまり手に入らないで

すね。どういう管区になっているのか。ぜひ次回ぐらいまでにそのへんのところ

の調査をお願いしたい。やっぱり表をとると、いろんな表のとり方があって、僕

たちはそういう表をいろんなところからもらうと、必ずしもフェアな表でもない

ような感じがするので、地方人事委員会というのはかなり公正なものであるはず

だし、地方人事委員会と人事院がどういう交流をしているのか、そういうことま

で調査をお願いしたい。民間は中央と地方は確かに差があるんです。 

それから、福井さんとかそういうところも、地方で固定した人の給与というの

は若干の差があるはずでありまして、そういうものは、逆にある時期は地方の方

が高かったわけですから、そういうものを適切に常識の範囲内でここで考えてい

く時期に来ているというふうに思うので、これは決して誤解されると困るけれど

も、そういう適切な物価、適切な住み心地のよさというものを考えながら、日本

全体が同じようなバランスになるためにはどうふうな可能性があるかということ

を一回調べてみたいので、ぜひその辺、お願いいたします。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 過日、総理からも明らかに大蔵省作成と思われる資料をちょうだいし

たので参考になりました。ただ、幾つか理解していただきたいのは、地方公務員

の方が国家公務員より２歳平均年齢が高いことは確かです。これは天下っており

ませんので、地方の方が中央より高い。これは年齢がですよ。 

それからもう１点は、地方公務員は国家公務員に準じることになっているにも

かかわらず、ラスパイレス指数は100 を超えて百十幾つあった時代と違って、今

は完全に100.1のところまでどんと下がってきたというのが、この10年間の大きな

変化だと思います。しかし現実問題として、地方に行きますと、小さな町に行け

ば行くほど、その小さな町の企業で大規模な企業はありませんから、そうすると

比較するものがほかにいきます。その町では一番高いのは国に準じることになっ

ていますので県庁に準ずる。その企業の人数から比較する相手がその地域にあり

ませんから。私どもの飯塚市の場合ですと、麻生セメントと比較するわけです。

飯塚市は間違いなくうちの企業より低いわけです。うちがあるから。隣の町は、

うちみたいな企業がないから比較するものがないわけです。そうするとどういう

ことになるかというと、そこは明らかに飯塚市に見習います。そうすると、その

企業は、その地域の企業に比べて高いということになっております。 

調査の仕方はものすごく難しいと思いますので、現業部門があるのとないのと

で全く違いますし、そういった意味では、これは仕方が非常に難しいことは確か

です。一概に国家公務員に比べてどうとか言われたときに、地域によって同じ九
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州でも、鹿児島市と福岡市ではかなり違う。なんて言うと、鹿児島市に怒られち

ゃうけれども、そうだと思います。大阪と和歌山もかなり違うと思います。 

（小泉議長） ブロックで分けないの。選挙区でブロックがあるようですが、ブロッ

ク別でいいじゃない。 

（麻生議員） ちょっと手口を考えなきゃいかんところです。この間、この話は総理

からお話をいただきましたので、今、総務省でこの話をもとにしてちょっと詰め

ようということでやって、調べたところは、今のはわかったところまでがそうで

す。 

（竹中議員） 谷垣大臣、吉川議員の順番でお願いします。 

（谷垣議員） 麻生大臣が苦労しているのは、地方公務員の問題ですよね。だけど、

地方にいる国家公務員の問題もあるんですよね。これは人事院で前からやってい

ただいているんですけれども、なかなか具体化してこないので、これはぜひ人事

院に、ここで言ってもいかんのかもしれませんが、ぜひ人事院に格段の御努力を

お願いしたいなと思っています。 

（麻生議員） 具体的に申し上げるなら、東京都で財務省採用になったのが、鹿児島

県何々崎なり何々半島に行ったとしますよ。そうすると、そこに出向しておるわ

けです。そうすると、そこの地域の物価指数が違えば、当然一番高いわけです。

この人は、東京から単身赴任していますから、交通費やら何やらかかっておるわ

けです。それをみなきゃ、出向を拒否されたりしたらどうなんだという話が現場

としては、またあるというところがしんどいところなんだと思って、これまでで

きなかったというのが多分背景だと思います。いずれにしても、企業はそれぞれ

皆やっておるんだから、その段階でせきを切るかとか、いろんな言い方はあるん

だとは思いますけれども。 

（牛尾議員） 地方人事委員会というのは、そういう仕事もしているわけ？ 

（麻生議員） はい。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。吉川議員、中川大臣。 

（吉川議員） 先ほど郵政民営化に関連して国債市場への影響という問題が出たと思

うが、これはもちろん注意深くやらなければいけない。しかしながら、国債市場

への影響ということからすると、私は今後の景気の動向と、もう１つは、何より

も財政規律、これが金利への影響という問題を考えるときのポイントだと思いま

す。小泉内閣のもとで、この３年間財政規律が大切だ、つまりは大盤振る舞いは

できないということで財政運営をしてきた理由もここにある。一方でだからこそ

中身を見直そうということ、これがこの３年間、我々が繰り返し申し上げてきた

ことだと思います。それはそれなりに効果が上がったと思いますが、しかしなが

ら、まだ改善すべき点が多々あると我々は考えております。 

具体的な例を挙げるのがわかりやすいかと思いますが、偶然、今日午前中本間

先生と私、国民経済計算にかかわる統計の会議に出てまいりました。これは総理

に任命していただている委員会です。国民経済計算、ＧＤＰ、その統計ですが、

そこで専門家の方々が口をそろえておっしゃったのが、日本の統計が相当悪くな
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っているということです。その理由は何かというと、現場で予算が切られている

からだと、こういうお話でした。これは大変恐ろしいことだと思います。統計は

地味なことですが、病気の診断治療にたとえてみれば、病院に入る、そのときに

体温を測る、血圧を測る、血液検査をして数値が出る、しかしその数値がいずれ

も必ずしも信用できないということだったら、これはどういうことになるでしょ

うか。大変恐ろしいことだと思います。 

ちなみに、明治維新の後、明治の新政府は、大蔵省の中に明治４年に「統計司」

を設けて国づくりをする上で統計が大事なんだと、こういうことをやったわけで

す。しかし残念ながら、今の日本の統計というのは、かなりがたがきているとい

うことです。国が金をかけていない。こういうようなところは民間の企業ではで

きないから国がやらなければならない。高齢化といい、少子化といい、もし統計

がなかったらどうなるでしょうか。統計のおかげで我々は高齢化社会がくるとか、

少子化が進んでいるということをみんな認識し、それなりに政策を立てているわ

けです。ですから、これはやはり国がきちんとやらなければいけない。 

問題は機械的に予算が削られているということです。総理に具体的に問題をお

話したいと思って統計のお話しをいたしましたが、これはもちろん一例であって、

要は国の予算の中で、お金をきちっとつけるべきところと、誰が見てもこんなと

ころにお金を使わなくてもいいのではないかというところが混在している。中身

を見直そうというのがこの３年間、小泉内閣のもとでやってきたことだと思いま

すが、まだ課題が残っている。 

そういうことからして、本間議員が昀初におっしゃったことですが、夏に向け

ての概算要求のあり方も含めて再度検討してみる必要があるんじゃないか。いず

れにしても、概算要求段階でいろいろな知恵を出して中身をしっかり見直すため

の工夫をすることが必要だと思います。 

（竹中議員） すみませんでした。どうぞ中川大臣。 

（中川議員） この御四方のペーパー、貴重に拝読いたしまして勉強になりました。 

そこで改革の仕上げと新たな成長ということを前提に予算の歳出の重点化、効

率化ということで、地域再生と雇用拡大と２点を上げておられますけれども、当

然の２点だと思いますが、何となく「悪いものをもとに戻す」という感じだけの

イメージになりますので、２点目のところに新産業創造戦略という項目が、横串

の部分で入っておりますけれども、次回の中間報告、今、省を挙げていろいろや

っておりますことを御報告したいと思いますが、前向きの１つの大きな柱として、

日本の活力は民であり、民の活力の源泉は新産業であるということで、地域再生

と雇用拡大、新産業戦略という形で位置付けをしていただければよりインパクト

が強いのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） 次回に骨太の骨子について、いろいろ議論していただきますので、そ

の中では、ぜひ重要に今の御指摘は位置付けるということかと思います。谷垣大

臣。 

（谷垣議員） 予算制度の改革に向けていろいろ御提言をいただきまして、これはで

 24




 

 
平成 16 年第８回 議事録 

きるだけ生かしていけるように、私としても、もちろん財務省として努力をいた

したいと思いますが、具体的なこれからの運び方は予算の中で工夫をいたします

ので、お任せをいただきたいと思っております。それから、いろいろな書類なん

かを会計にどう提示していくかというのは、もっと前倒しをせよということであ

りまして、これも一生懸命やるつもりでございますが、これは実は一番苦労して

おりますのは、これをやるためには、民間の会計もわかり国の予算制度もわかる、

両方わかる人間じゃないといけないんですが、これがなかなかそうたくさんいな

いというところで、勉強をした人に相当ネジを巻いてやってもらっておりますの

で、その辺の手さぐりの試行錯誤の苦労もお察しいただきたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） ちょっと話は違うんだと思うんですけれども、昀近、ちょっと勉強し

たことで観光事業ですね。観光事業というのは、これからの21世紀の大きな世界

の潮流になって、環境事業の経済波及効果がほかの何よりも大きいという、そう

いう数字が出ているわけですね。イタリアとか、フランスとかに比べれば、現状、

日本は桁違いに低い水準であったりして、そういうことを考えていくと、この施

策の中にも観光というのをひとつ入れる必要があるんじゃないか。そういう意味

では観光業というものについて、もうちょっと国として深堀すべきじゃないか。

そういうふうに思いまして、将来の成長ということを考えても、我々はもっぱら

創造科学立国とか言って、そればっかり言っておるんですけれども、それ以外に

観光というのは、大きな柱になるんじゃないかと思うんです。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 国立大学に観光学部のあるところはないですものね。これはぜひやら

れたらどうですかと申し上げたんですけれども、今、あそこでやろうとしている

んで、それが実態。立教大学に１個だけ昔からあるんですけれども、そこを出た

小田、今、日本一23年間続けた、あの和倉温泉の小田氏。あれは立教大学のホテ

ル学科卒なんです。ただ一つ、アメリカに行ったときに、その学歴だけで大学に

入れたというやつ。僕はあのとき初めて、日本にはほかにないんですと言ったの

が非常に印象的だったので、40年経ってもないんだと。 

（小泉議長） 月曜日の休みが多くなっただけで、結構観光にはいい影響を与えてい

るんでしょう。休日を月曜日にする。 

（牛尾議員） デマンド・サイドとサプライ・サイドの問題の両方あるんですよ。両

方をすれば、５倍、６倍になる可能性はあるでしょう。 

（小泉議長） 観光は眠っている資源だし、新産業だな。どこでも喜ばしいし、地域

を問わず波及効果は大きいし。 

（麻生議員） 京王プラザぐらいかな、ハングルと中国語と英語と３つ書いてあるの

は。ほかはありますかね。 

（竹中議員） 赤坂東急とか、そういうところも結構。 

（小泉議長） つい10年ぐらい前に、「もう日本人はほしいものはないんだ。ものが

売れなくて、景気よくならなくて当たり前だ」という議論があったけどさ、とん
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でもない。薄型テレビ、携帯、自動車なんかみんな持っているのにくるくる変わ

って（笑）。行くところないなんてうそだよ。みんなあちこち行きたがっている

から、どこでも。 

（麻生議員） 飛びもしないゴルフのクラブを買ってね、ほんと（笑）。 

（小泉議長） ゴルフなんて１つあるというと２つほしがる。下手な人ほどいろんな

クラブを欲しがるから（笑）。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。今日は、財務大臣がおっしゃった財

務省での取組、これはぜひ強力に進めていただくということかと思います。民間

議員から、実はかなり大胆な御提案がございました。この中で、例えばペイ・ア

ズ・ユー・ゴー、つまり新規の要求に当たっては、既存のものは廃止・縮減をす

るのを原則とする。それとか、いわゆるニュー・パブリック・マネジメントで、

モデル事業を非常に幅広く導入する。そのうちの成果目標については、４分野に

含まれるすべての予算について、やってはどうか。さらには、これも非常に大胆

を御提言ですけれども、特別会計について何らかの数値目標の設定をしてはどう

か。それぞれ大変困難な問題だとは思いますが、先ほど、財務大臣のお話にもあ

りましたように、前向きにいろいろ考えていこうということだと思いますので、

骨太の議論の中で、ぜひいろいろと結論を出していきたいというふうに思ってお

ります。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） それでは、どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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