
 

 

平成 16 年第８回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

 

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

（概要） 
○竹中議員から本日の議事の紹介が行われ、「郵政民営化に関する論点整理（案）」が

中城政策統括官により読み上げられた。 
 
○郵政民営化に関する論点整理について 
（竹中議員） 今読み上げられたものは、前回骨子を出したときに頂いた意見等を取り

入れた。例えば、「民営化のあり方」は後半にまとめて表示し、幾つかの点は文章

にすることで分かりやすくした。各省にも御検討いただいており、本日も議論をい

ただいて、次回は、案がとれたものを諮問会議として決定したい。 
（麻生議員） ユニバーサルサービスの定義を伺いたい。ユニバーサルサービスとイコ

ールフッティングは一番関係すると思う。ユニバーサルにサービスをするという前

提の上で民間と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
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スをするのか。民間のユニバーサルサービスとは何か、はっきりさせるべき。こち

らが全然利益の出ないサービスを引き受けつつ、他の色々なものは、イコールフッ

ティングというのでは、公平でなく、アンイコールなフッティングだと思う。基本

的にこの大前提が違っているという感じを受けた。 
   それから、「民営化のあり方」のところに「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」とあるが、誰がレビューするのか。民営化の進捗状況を誰が

どの権限で縛るのか。ここでやろうとすることの意味がよく分からない。 
また移行期間についてだが、2007 年度には基本的に民営化するのであれば、や

れることは全部やれるようにしておかなければいけないと思う。「一挙に」や「５

－10 年程度」などの表現があるが、後で色々と解釈されるような話は避けるべき

ではないか。 
   「郵便貯金・簡易保険」の中で「適切に運営・管理すべきではないか」とあるが、

「管理」とは何を意味するのか、「別会社の管理とする」という意味なのか、意味

が分からない。 
   また「地域への貢献と地域金融機関との共存のバランス」とあるが、地域金融機

関と共存では、なれ合いにするともとられかねないので、「競争」という言葉を何

らかの形で入れていただきたい。また地域金融機関に限らず、他の金融機関とも競

争することになると思う。それから、地域への貢献というが、国際競争をやろうと

していると思われ、社会とか、国際社会とか色々な言葉が適当ではないか。 
   「民営化の意義」の中の「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」は、

民間と同等の事業を行うということだと思うが、そうするとまたユニバーサルサー

ビスの話が出てくる。民間と同等のサービスということは、生産性・効率性の悪い

ところはやめることができるならよいが、前提条件として山村や島もやらなければ

ならないのであれば、民間もやっていただけるのかと郵政公社側としては当然言う

ことになる。そこらのところを考えた上で、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を整理しないと込み入った話になってしまう。 
（谷垣議員） 「民営化の意義」のところで、郵政公社に対する「見えない国民負担」

を最小化する、預金保険料や税金を払える存在になるとあるが、今まで国民負担な

しにやってきた郵政事業が、民営化によって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のではないか。その点をもう少し明確

にしていただきたい。民営化後は政府支援がなく自立してやっていけるビジネスモ

デルについて、今後議論していくことが必要だと思う。また、麻生議員が仰ったよ

うに、ユニバーサルサービスとは何かが明確にならないと、今後の制度設計などが

難しいのではないか。 
「郵貯・簡保」の中に「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」とあり、基本的な考え方はそのとおりだと思う。しかし民営

化前のものといっても、例えば、通常貯金と定額貯金では性格の違うところがある

と思われるので、そうした点ももう少し詰めた議論をする必要があるだろう。 
（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う。ただ、

1つだけコメントさせてもらうと、2007 年度までは、「準備期間」であり、その後

に「移行期間」を設けるとの記述がある。この「移行期間」という概念はわかりに

くいところがあるような気がする。５－10 年という比較的長い期間なので、この

概念はできる限り整理しておいた方が良いのではないか。 

   民営化にあたっては、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
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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を確立するための、まさにコアの部分、私は「かんぬ

き」という言葉を使わさせていただいたが、これを 2007 年以降の、５年とか 10

年の「移行期間」の中の非常に遅いタイミングで入れるということになると、色々

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時期にこれ

を入ることによって、本当の意味の移行期間が国民の目にもはっきり見えてくるの

ではないかと思う。 

   もう１つだけ申し上げると、ユニバーサルサービスは何かという点がなかなか難

しい。今、麻生議員は、民間のユニバーサルサービスについて定義できるのだろう

かと仰ったけど、これはなかなか難しいように思う。ある意味、収益を追求した場

合に提供しにくいサービスというのがユニバーサルサービスなのかもしれない。も

っとも、民間金融機関にも企業の社会的責任（ＣＳＲ）という概念が広がっている

中では、民間金融機関も、これまでは提供していなかったサービスまで、今後行っ

ていくことも考えられる。そのうえで、なお残る国民が求めかつ必要なサービスに

ついて、もし民営化後の郵政が担うのであれば、間違っているかもしれないが、あ

る意味で最小限の国民負担を伴ってでもやるという部分かもしれないという気も

する。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と

いうことと、民営化後に、通常のコストの範囲内でそれを賄えなかった場合に、そ

れを誰が負担するのかということは、詰めないといけないのではないかという気が

している。 

（奥田議員） 今お話があった移行期間の問題だが、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が、そ

れではだめなのか。 

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

うが、私は民営化された会社の一番の問題は、たった１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最大の関心事である。

民営化されたら赤字になって倒産したのでは話にならない。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、少なくとも民営化された

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ったでは、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うので、私の唯一最大の関心事は、

今の奥田議員の意見と同じだと思っている。 

（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。収益性にこだわれば、収益に逆らってでも提供しなければならない

サービスはどのぐらいあるのか。ユニバーサルサービスの議論を聞いていると、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

明はまだあるのだが、それはあんまり意味のないことであって、郵政民営化の後、

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。今、この議論をすると差し障

りあるかもしれないが、金融のときでもそれがある。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、収益性に反する場合だってある。そういう問題は、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。 

   今、麻生議員が仰った、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、前回も言ったが、準備期間を終えた 2006 年ぐらいの後半のと
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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

かどうかが分かるようになるのではないかと思う。また、ルールではなくて、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が、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。あっても最小限、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、損をしてでても、これをやっておけば、

こっちで儲かると思うとやるわけだから、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が、収益性の確保というのは最大原則だと思う。 

   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

ことがある。株主であり、マーケットであり、世界の状況であり、いろんなものが

ガバナンスにはあるが、最大のガバナンスは株主だと思う。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

てくるわけだから、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。 

   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、メール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、これは封書ではなくて、物流の話だから、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

ると、状況の変化によって、今の議論と大分変わってくるという感じを私は持って

いる。 

（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。封書と葉書。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。

過疎地、離島への小包などは、今民間が全部やっている。郵便局よりもサービスが

いい。ところが封書と葉書だけはできない。こ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。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の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ある。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主張なので、同一料金じゃないとだめだ。 

（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、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。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

確保も維持もできないから、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だめだというこ

とになると思う。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。簡単なことを言えば、それが一番儲かる方法。 
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   しかし、そのときに、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

ということになると、その分の赤字は背負いこむわけ。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るから、や

り方は色々あると思うが、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ないと、民間とイコールにはなら

ないと申し上げているだけ。この会社が黒字になるための手口がきちんとしておい

ていただければよい。 

（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。赤字のところでもやるというと、この会社が黒字になる。 

（牛尾議員） 戦略的にということだ。 

（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。そういう色々考え方がある。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。 

（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

題であり、我々としてこれまでは機能論で議論してきた。イメージとしては、窓口

ネットワークは維持し、この点についてはユニバーサルなサービスをやろうという

ようなことは、暗黙のうちにこれまで議論されたと思う。それと同時に、法律で、

公社に対してユニバーサルサービスを認めているという部分はあると思う。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いない。したがって、今後

制度設計するに当たって、前二者のユニバーサルサービスをどのように民営化会社

に対して負わせ、いわばその見返りとして、イコールフッティングの条件に、幾分

の調整を加えるというようなことは、これからの問題だろうと思う。要するに、一

方できつい条件を置いているのだから、他の部分のところで、それに見合うものを

ちゃんと担保として取ってやるという考え方というのは、これからの具体論の中で

出てくると思っているので、この段階では、このぐらいの表現でいいのではと思っ

ている。ここの文章以外に、ユニバーサルサービスという言葉は一切入っていない

から、全くこのことを考慮しないのかという逆の読み方もあり得る。この位の表現

ぶりにして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うが。 

（麻生議員） どこに置くかにもよるが。 

（中川議員） 金融におけるイコールフッティングについて申し上げたい。この場でも、

政府系金融機関が無担保や無保証、証券化を行うという議論があったが、正直言っ

て、民間金融機関の方がかなり進んでいて、そこに追いつくイコールフッティング

が必要ではないかという気がしている。先ほど牛尾議員が指摘したように、最後は

経営者の資質の問題になるが、資質の判断をするためには、会社にデータやノウハ

ウがないといけない。その上で経営判断、経営責任ということが出てくる。例えば、

民間金融機関は、ある銀行は無担保・無保証を何千万円までやっていて、ある会社

はやっていない。実は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で、

膨大なデータを持っている。例えば、お金を無担保で借りに来た人のデータを調べ

ると、夫婦間の年齢差とデフォルト率とが相関関係を持っているそうである。これ

らのデータは、貸出などの際に活用しているようである。 
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 このように民間の都銀や地銀が無担保で貸す際に地域にその社長の信用度を聞

くといったレベルだけではない、膨大なデータを消費者金融会社は持っている。最

近、民間の銀行が消費者金融会社を買うとかつくるとかという話が出ているが、今

ごろ都銀が進出してデータもなしでできるのかと、お手並み拝見で見ている金融機

関もあるとのことである。 
   だから、逆の意味で、民になってイコールフッティングというのは、いいところ

を民間にさせるだけではなくて、民間が先に進んでいたところに追いつかなければ

ならないという問題がある。政府系金融機関は、きちんとしたモラルハザードの範

囲内で、「官から民へ」と総理がよく言われているように、民ができない部分は官

が行いつつ、官が民を押し退けてはいけない。しかし、逆に言えば、完全に民にな

るのであれば、民間が先に進んでいるところに、イコールフッティングできるだけ

のノウハウ、技術、時間があるかということも考えなければならない。 
（牛尾議員） 中川議員の発言したとおりで、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いけない。ただし、本日の麻生議員の発言を踏まえると、

少し気をつけないといけないと思うのは、儲かる民営化を真剣に考えていないとい

うことがあるかもしれない。儲かりやすい分野であれば、みんなが参入してくるが、

そこを考えないで、これまで問題が生じている部分だけ差し障りなくやるというこ

とばかり考え、魅力ある事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。 
（奥田議員） 自動車を例にとると、１つ１つの部品には値段がついていない。コスト

はあるが、販売価格はついていない。自動車全体として儲かればいい。例えば、今

流行のハイブリッド車でも、ハイブリッドのメカの部分だけで儲かるか否か、コス

トと販売価格は幾らだと言われると、多分マイナスだと思う。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。こういう話も同様で、儲かるところと

儲からないところがあって、その相殺で考えないといけない。 
（麻生議員） 表現はみんな違うが、総理を含めて全く同じことを言っていると思う。

儲かる部分がないと維持できないから。 
（牛尾議員） トータルで見るとそうである。 
（麻生議員） それは正しいと思う。 
（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。 
（牛尾議員） それが民間経営である。民営化するということは、リスクマネージメン

トにのるということを意味する。 
（竹中議員） それでは本日の議論を整理させていただく。非常に多くの議論があった

が、１つは、意見に関する部分がある。国民負担なしでできるようにすべきではな

いかという谷垣議員の意見。かんぬきはなるべく早くやるべきではないかという福

井議員の意見。また、儲かるようにしないといけないという意見が多くの方々から

あった。これらは意見に関する部分として、引き続き重要なポイントであり、今後

も議論をしていくということだと思う。 
   もう１つは、解釈に関する部分である。麻生議員が指摘したように、レビューす

るというが一体誰がするのか、どう解釈するのか、運営・管理というが具体的な中

身は何なのか。これらは意見として伺い、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うので、これらを踏まえ、具

体化の中でしっかりと議論をしていくということだと思う。 
   ３番目に、具体的にここは少し不足ではないかという指摘があった。例えば、地
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域金融機関の共存だけではなくて、競争が必要だろう、という麻生議員の指摘があ

った。これは明確な修文の指摘だと思うので、「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きたいと思う。 
   最後に、個別問題としてユニバーサルサービスをどうするか、という点がある。

これは前回、私の方で一度引き取らせていただいたが、ユニバーサルサービスにつ

いては、定義も含め議論が不十分だから引き続き検討しなければいけないというこ

とをそのとき申し上げた。この案では、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、とだけ書いてある。ユニバーサルサービスの解

釈は少し分かれるだろうが、何かあることはあるのだろう。それは確立しなければ

いけないのではないか、ということである。そこは実はイコールフッティングにつ

ながってくるので、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、これを落とすという議論も

あるのかもしれないが、これは逆に言うと、本間議員の発言にもあったように、こ

れについて何も考えていないのかという指摘もあるかと思う。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と思う。そのような形で

調整をさせていただきたいが、いかがか。 
（麻生議員） 地域への貢献というところについては、生田総裁も指摘していたが、「社

会への貢献」とかにすべきではないか。「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、競争ということになるが、そういうこ

とではないと思う。国際社会に出ていこうとしているわけであるから、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、非常に

狭く感じられる。貢献する相手は地域だけではない。 
（竹中議員） 「地域社会」ではなくて、「社会」がよいか。 
（麻生議員） 「社会」がよいと思う。国際社会にも出ていこうとしているわけだから。 
（竹中議員） 一方でまさに、これは国際的に色々考える、全体として国際的に考える

わけだが、金融に関しては、その預金を財投が吸い上げ、地域に還元をしていない

のではないかという議論もあったので、一応こういう表現になっていると思う。そ

こは議論していけばよいと思う。 
（吉川議員） 交通整理的なことだが、麻生議員、先ほど御発言の時にも「コクサイ」

という言葉があって、私は「コクサイ」を国債というふうにとっていたが。 
（麻生議員） インターナショナルという意味である。 
（吉川議員） であれば、ここに書いてある「地域」は、金融のところで書いてあるわ

けで、今麻生議員が仰った「国際」については、諮問会議では、物流を特に念頭に

置いて議論してきた。金融に関しては、やはり、今竹中議員が仰ったように、地域

金融との関係が１つの大きな論点だと理解してきたのだと思うが。 
（麻生議員） 「地域金融機関との共存」と書いてあり、「地域」だと「その地方だけ」

というようなとても狭いイメージになると考えて発言した。基本的に「地方で集め

たお金を地方で還流することなく、財務省だけで全部取り扱ってきたところに問題

がある」というのがそもそもの始まりではないか、という指摘は正しいと思ってい

るが、「地域」ではとても狭く感じたため、申し上げた。そういう意味ではないと

いうことであれば、全くこだわらない。 
（本間議員） 現実には、今、郵貯・簡保の資金は、財政投融資の中に入り、約 47％が

地域関係の部分に使われている。これは比重的にも非常に増えている。これが民営

化の際に激変するということになれば、非常に大きな問題が出てくる。またこの資
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金を「地域へ優先的に使って欲しい」という地域の方々の願いが、全体の雰囲気の

中であり、そのため「地域の貢献」という言葉が使われているのだろう、と私は解

釈している。従って、この文面は、財投から資金を引き上げて直接地域に使うとい

うような強いインプリケーションまではないが、民営化された後も、やはり地域に

相応の貢献をすべきではないか、ということではないか。 
（麻生議員） 決して「地域」の意味にこだわるわけではない。郵貯・簡保の資金の多

くが地域に向かわず国債に使われているという問題意識が、恐らく郵政民営化の基

の議論であったと思われるため、私は「地域への貢献」という点に関しては全然反

対ではない。しかし、現実問題としては、今、他に選択肢が無いから国債を買って

いる。ただ、景気が良くなると世の中は変わり、国債の発行や借換において、民営

化により自由度が増すと、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があるということになると思われるため、歯止めをかけなけれ

ばならないことは間違いない。以前も申し上げた通り、その点は重要だと思ってい

る。ただ、基本的には景気が良くなれば金利は上がり、運用先はより良い金利の方

にシフトする。例えば、東京三菱銀行がアコムと提携したように、民営化会社が、

ノウハウを持った消費者金融会社を１社買収すると仮定すれば、利益も国債で運用

した時よりも出るため、凄く儲かるだろう。 
（中川議員） 損が出る可能性もある。 
（麻生議員） リスクを取るということはそういうこと。この両方を考えておかなけれ

ばならない。民営化後の経営者は、よほどバランス感覚のある方がなさらないと大

変なことになると思う。何度も申し上げるが、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、利益を出せる形にしておかなければ、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。 
（牛尾議員） 本間議員も指摘された通り、「資金の流れが官に還流し過ぎているから、

民に流す」ということが、郵政民営化の１つの大きな目的。それが目先の議論にな

ると、国債を買うとかそういう議論に流れてしまうが、基本的には、半分以上のお

金が民に流れることが民営化の基本思想だ。あまり目先に囚われずに、「10 年単位

で見れば、民営化のお陰で大量に民に流れるようになった」というようにしなけれ

ばならない。今、短期と長期の話がゴチャゴチャになっているが、基本的には民に

お金が流れる形をつくるということを絶対忘れてはならない。 
（谷垣議員） 郵政民営化のねらいは牛尾議員のご指摘通りだと思う。しかし、今後借

換債など相当程度見込まれるため、過渡期は考慮して頂く必要がある。 
（竹中議員） 頂いた御意見と、文言の解釈については、今日の議論を踏まえ、今後し

っかりと議論していきたい。 
   もう一度整理させて頂く。「地域への貢献」を「地域・社会への貢献」と少し膨

らませる。「共存のバランス」を「競争・共存のバランス」とする。ユニバーサル

サービスについては、「ユニバーサルサービスについては、定義を含め引き続き検

討し、必要とされるサービスについては、その提供が可能となる枠組みを確立すべ

きではないか」という書き方にさせて頂く。以上で、修文に関しては引き取らせて

頂けると思う。次回、最終決定に至るように、引き続き御協力の程、よろしくお願

い申し上げる。郵政民営化に関して、総理、よろしいでしょうか。 
（小泉議長） 結構だ。 
（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 
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（竹中議員） それでは、後半の議題「予算編成プロセス改革」に移らせて頂く。次回、

今年の骨太の方針について、枠組みのご議論を頂く予定だが、その中で、予算プロ

セス改革は１つの大きなテーマになると思う。まず、谷垣議員からお願いする。 
（谷垣議員）公会計の整備については、財政に関する国民の理解、あるいは、財政の効

率化・適正化という観点からも大変重要であり、着実に進めていかなければならな

いと考えている。財務省では、昨年１月に公会計室を設置し、公会計整備に関する

作業に取り組んでいる。これは、財務省だけでなく、全ての省庁を巻き込む膨大な

作業であるが、目下の急務として格段の努力が必要と考えている。 

   これまで、企業会計手法等を活用した財務書類に関する取組みとして、まず国の

貸借対照表（試案）を平成 10 年度決算から行った。それから、特殊法人の財務諸

表を平成 12 年度決算から行い、独立行政法人に関しては平成 13 年度決算から、さ

らには、特別会計の新たな財務書類を平成 11 年度決算分から公表してきている。 

   そして、公会計の意義、目的、開示すべき情報などに関して検討し、「公会計に

関する基本的考え方」を平成 15 年６月の財政制度等審議会の公会計基本小委員会

で取りまとめていただいた。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

続きその充実と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

た方向性が示された。 

   今年度の取組みとしては、この「公会計に関する基本的考え方」の方向性に基づ

き、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の作成に向

け、昨年の 12 月に取りまとめた試作基準をもとに、各省作成の財務書類の検証を

行っているところである。その検証結果を踏まえて、今年の６月をめどに作成基準

を取りまとめるよう検討している。 

   また、平成 14 年度分の省庁別財務書類については、各省作成の上、秋ごろの公

表に向けて作業を進めている。 

   この省庁別財務書類の作成基準により、一般会計、特別会計から、特殊法人及び

独立行政法人に至るまでの各公的部門について、企業会計的手法を活用した財務書

類の作成基準が出揃うことになる。 

   今後は、以上のような取組みを基盤として、一般会計、特別会計、特殊法人及び

独立行政法人等を連結した省庁別連結財務書類の作成に取組むとともに、個別の政

策等に係るコストに関する情報開示をどう充実させていくかということを検討し

ていく。財政の効率化、適正化を図るべく、現在、これらの作業に取り組んでいる

ところである。 

   特別会計については、固有の財源等による不要不急の事業が行われているではな

いかという昨年の国会における批判も踏まえ、昨年の４月から、財政審の特別会計

小委員会において、すべての特別会計を対象とした総ざらい的な検討を行っていた

だいた。その結果、昨年 11 月、報告書がまとめられ、特別会計の見直しについて

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。財務省としては、

提言された具体的方策について、可能な限り速やかに実行し、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・合理化や、国民年金

特別会計における福祉施設整備経費の縮減、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った。 

   また、特別会計の説明責任強化のため、歳出内容等について、新たな説明資料発

表をしたほか、企業会計的手法を活用した新たな特別会計財務書類の作成といった

取組みも進めている。こうした特別会計の見直しについては、財政審の提言をもと
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に、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

を出さなければならないと考えている。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であり、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、特別会計歳出の合理化・効率化を図るとともに、できるだ

けわかりやすい説明についても、さらに工夫を重ねていきたいと考えている。 

（本間議員）民間議員提出の資料「予算制度の改革に向けて」について説明する。 

   平成 17 年度予算は、実質的には集中調整期間後の予算であり、「構造改革の仕上

げ」をきっちり行い、さらに「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ると考えている。 

   第１は、予算配分の大枠の見直しを行う必要があるということ。景気が少し改善

しているということもあり、歳出改革路線の堅持に対して、幾分緩めてほしいとい

う機運もあるようだが、歳出改革をきちんと仕上げていくことこそ、持続的な財政

基盤をつくる上で不可欠である。その点で、費用対効果の高いものへの重点配分が

必要となり、特に、これからの一つの課題である地域再生と雇用拡大に重点を置く

ことを明確に示していく必要があると考えている。 

   しかし、重点配分により財政全体の規律が緩むことがあってはならず、メリハリ

をつけて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るが、増やす部分と削減される部分を、きちんと組み

合わせて相殺していくということが必要。実施の必要性が本当にあるのであれば、

増収、増税的なことについても考慮すべきだという考え方である。この３年間試行

錯誤的にこのようなやり方を行ってきた。平成 14 年度には概算要求において最初

は全体で１割増して構造改革特別要求を行うということを行ってきた。直近では、

２割増しで概算要求するといったことも行われたが、こういうやり方が予算編成の

中でどのような影響・効果を与えたかということは、一度検証する必要があると考

えている。 

   それから、歳出の重点化の新たな手法として、ニュー・パブリック・マネジメン

トの考え方を用いた予算編成手法として「モデル事業」と「政策群」という考え方

を打ち出した。モデル事業については、昨年は、ボトムアップで対象を抽出してき

たわけだが、ボトムアップだけでは幾分項目が小さいということもあり、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

等について広く導入すべきといった方向性を打ち出す必要があると考えている。 

   それから政策群については、１つの政策に対して複数の省庁が関与しているケー

スが多く、例えば、ＩＴを活用した医療の利便性向上、建設業の事業転換の円滑化、

新産業創造戦略等々、効果を上げるためには横串の関係の強化が必要になってくる

ため、これらも検討すべき。 

   それからもう１つ、橋本内閣の時に財政構造改革に向けて法律化したという経緯

もあるが、プライマリーバランスについては、今までは割と緩くやってきたが、次

回の経済財政諮問会議で内閣府から有識者アンケートの報告があると思うが、プラ

イマリーバランスの黒字化手法としての歳出別の削減目標の設定が効果的である

という答えが返ってきている。義務的経費についても、これを聖域化せずに歳出抑

制するとなると、ロットの大きい社会保障給付費などを中期的な観点から、どのよ

うにコントロールしていくかが非常に重要な問題となってくる。その中期的な目標

の中で、毎年の歳出総額をきちんと抑えていくことが必要になってこようかと思う。

科学技術、防衛費、公共投資などの分野では、中期的な観点からの歳出目標がある

わけだが、社会保障の部分については、こういった歳出目標がないということであ
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り、この点を考慮すべきと考える。 

   また、義務的経費といっても、裁量的な事務費などが、かなり事業の中に入って

きており、事務事業の合理化や単価の見直し等によって、この分野にも大胆にメス

を入れる必要があろうかと思う。 

   第２は、予算がなかなか見えにくいという問題である。これを、いかに見える予

算に転換していくかが非常に重要である。見える予算に転換するためには、何を目

的として予算がつけられているのかという成果目標の提示が必要であるというこ

と。成果目標を数値化するということが、諸外国でもかなり導入されてきているこ

とを考慮すると、少なくとも、重点４分野に係る予算については、来年度、成果目

標を提示して、予算が変わった、そういう予算なのか、と感じてもらえるようなメ

リハリのついたプロセス管理をしていくことも非常に重要ではないか。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う。 

   同時に、目標の達成状況を事後的に評価し、それを予算にフィードバックさせる

というプロセスについても、来年度予算で始める必要があり、そのために十分に工

夫していく必要があると考える。 

   それから、見える予算の第２だが、先ほど谷垣議員からお話があった公会計の問

題と特別会計の問題がある。実は、私も財政制度等審議会に関与しているのだが、

方向性としては財務省の努力でかなり整備が進んでおり、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と思う。ただこのテ

ンポは、前倒しをしていくことが必要ではないかと思う。色々難しい部分があるこ

とは、私もよく認識しているが、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、民間議員提出の資料ではそのように提言させていただいて

いる。 

   最後に、特別会計の改革の推進ついても、昨年、今までタブー視されてきた特別

会計の分野にもかなり踏み込み、いわば「離れですき焼きを食べている」ところに

メスを入れたことは十分理解しているが、特別会計の改革に関する全体的な進め方

について、今後もう一段積極的なスタンスを示していくことが必要ではないか。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

うことを明示することにより各省庁の積極的な協力要請を内閣全体として図るべ

きではないかと考えている。 

（麻生議員） 本間議員のお話のところで、地方公共団体の公会計がどうなっているか

という話について、基本的には、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いといけないということで、基本

的には、47 都道府県すべてがバランスシートを作成している。それから、市町村

でいうと、約 60％の市町村がバランスシートを作成している。 
   ただ、基本的にバランスシートの左側の方に立てなければいけないもので、例え

ば、徴税権、国債の発行ができるという権限、お札の発行ができるという権限など

をどう評価されるのかがわかっていないと･･･。 
（谷垣議員） そこが一番難しい、手探りでやっている。 
（牛尾議員） 谷垣議員から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

るが、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だから、とにか

く平成 17 年度予算に向かって、どこまでできるかぜひ協力してほしいと思う。 
   民間の場合は、この２、３年の状況であるが、四半期３カ月の連結決算で海外ま

で入れて、例えば７月－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。
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間に合わないところはラフに発表して、それでも一応、形なりにも全体の連結決算

を３カ月決算で翌月の２週間目か３週間目で出すという努力を達成している。それ

が経営の指針を一番誤らない最大の情報収集である。そういう意味では、時間的な

スピード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。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、地方の経費をどうやっ

て下げるかというときに、地方の人件費の問題がある。我々は臨時行政調査会以来、

人事院の勧告などを入れ、中央官庁は総定員法でどんどん人数を下げてきた。地方

には地方人事委員会があって、それこそ人事院に代わるようなことをやっていると

いう。どういう勧告になっているのか、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、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。民間は中央と地方は確

かに差がある。 
   そういうものを常識の範囲内でここで考えていく時期に来ていると思う。これは

決して誤解されると困るが、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のような可能性

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、お願いしたい。 
（麻生議員） 幾つか理解していただきたいのは、地方公務員が国家公務員より２歳平

均年齢が高いことは確かである。 
   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もあった。しか

し、今は完全に 100.1 程度のところまで下がってきたというのが、この 10 年間の

大きな変化である。しかし現実問題として、地方に行くと、その小さな町では大き

な企業はないから、そうすると他のものと比較する。その町では一番高いのは国に

準じることになっているので県庁に準ずる。私どもの飯塚市の場合だと、麻生セメ

ントと比較する。飯塚市は間違いなくうちの企業より低い。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。そうすると隣の町は飯塚市に見習う。結果、

その町は、その地域の企業に比べて高いということになる。 
   調査の仕方は、現業部門があるのとないのとで全く違うし、そういった意味では、

これは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州でも、鹿児島市と福岡市ではかなり違う。大阪と和

歌山もかなり違うと思う。 
（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だが、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いといけないところである。この間、この話は総

理からいただいたので、今、総務省でこの話をもとにして詰めようとしている。 
（谷垣議員） 麻生議員が苦労しているのは、地方公務員の問題であるが、地方にいる

国家公務員の問題もある。これは人事院で前からやっていただいているけれども、

なかなか具体化してこないので、これはぜひ人事院に格段の御努力をお願いしたい

なと思っている。 
（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

に赴任したとすると、そこに出向していることになる。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。この人は、東京から単身赴任しているから、交

通費などがかかっているわけである。それをみなきゃ、出向を拒否されたりしたら

という話が現場としてはあるというところがしんどいところであり、これまででき
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なかった背景だと思う。いずれにしても、企業はやっているのだから、その段階で

せきを切るかとか、いろんな言い方はあるのだとは思う。 
（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。 
（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、財政規律、これが金利への影響を

考えるときのポイントだと思う。小泉内閣のもとでこの３年間、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

を見直そうとこの３年間繰り返し申し上げてきた。それはそれなりに効果が上がっ

たが、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いる。 
   具体的な例を挙げると、日本の統計が相当悪くなっているという問題がある。国

民経済計算にかかわる統計の専門家の方々が口をそろえて仰っていた。その理由は、

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。これはやはり国がきち

んとやらなければいけない。そういうところで機械的に予算が削られているという

ことは、問題だと思う。統計はもちろん一例であって、要は国の予算の中で、お金

を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うが、まだ課題が残っている。 
   そういうことからして、本間議員が最初に仰ったことを進めていく上では、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のではないか。い

ずれにしても、概算要求段階で色々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う。 
（中川議員） この民間議員提出資料について、大変参考になった。そこで改革の仕上

げと新たな成長を前提に予算歳出の重点化、効率化ということで、地域再生と雇用

拡大と２点を上げているけれども、何となく「もとに戻す」というイメージ。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に加えて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う。よろしくお願いする。 
（竹中議員）  次回に骨太の骨子について、色々議論していただくので、その中で今の

御指摘は位置付けるということかと思う。 
（谷垣議員） 予算制度の改革に向けて色々御提言をいただき、できるだけ生かしてい

けるように努力したいと思う。具体的なこれからの運び方は予算の中で工夫をする

ので、お任せをいただきたい。それから、色々な書類等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って、これも一生懸命やるつも

りであるが、一番苦労しているのは、これをやるためには、民間の会計も国の予算

制度も両方わかる人間がそうたくさんいないというところ。勉強をした人に相当ネ

ジを巻いてやってもらっているので、その辺の手さぐりの試行錯誤の苦労もお察し

いただきたいと思う。 
（奥田議員） ちょっと話は違うが、最近、勉強したことで、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、観光事業の経済波及効果がほかの

何よりも大きい数字が出ている。しかし、イタリア、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る。それを考えると、この施策の中にも観光とい

うのを入れる必要があると思う。そういう意味では観光事業について、国として深

堀すべきではないか。将来の成長ということを考えても観光事業は、大きな柱にな
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ると思う。 
（麻生議員） 国立大学に観光学部のあるところはない。それが実態。立教大学に１個

だけ昔からある。そこを出た和倉温泉の小田氏。あれは立教大学のホテル学科卒で

ある。アメリカに行ったときに、その学歴だけで大学に入れた。日本にはほかにな

いと言ったのが非常に印象的だった。 
（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。 
（牛尾議員） 需要側の問題と供給側の問題と両方ある。両方の問題に取り組めば、観

光事業は５倍、６倍になる可能性はあるだろう。 
（小泉議長） 観光は眠っている資源だし、新産業だ。地域を問わず波及効果は大きい。 

つい 10 年ぐらい前に、もう日本人は欲しいものはないので、ものが売れなくて、

景気がよくならなくて当たり前だという議論があったが、とんでもない。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る（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。 
（竹中議員）  どうもありがとうございました。今日は、谷垣議員が仰った財務省での

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う。民間議員から、実は

かなり大胆な御提案があった。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・縮減することを原則とする。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。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、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うが、先ほど、谷垣議員のお話にもあったように、

前向きに色々考えていこうということだと思うので、骨太の議論の中で、ぜひ色々

と結論を出していきたいというふうに思っている。それでよろしいでしょうか。 
（小泉議長） 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） 

 


