
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 22 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  2 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年８月 31 日(火) 17:07～19:05 

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 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 

（２）国から地方への改革の加速 

3.閉会 

(説明資料) 

○郵政民営化の基本方針（素案） 

○三位一体改革の推進に向けて（有識者議員提出資料） 

○三位一体の改革の全体像について（麻生議員提出資料） 

○地方の自立のための改革に関する基本的考え方（谷垣議員提出資料） 

○地方六団体の改革案について（谷垣議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 

ます。 

それでは、ただいまから今年22回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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本日の集中審議ですけれども、まず「郵政民営化」について、前回に引き続い

て御議論をいただきます。それから後半、「国から地方への改革の加速」につい

て御審議をいただきます。 

今日、御承知のように、諮問会議の開始時間が１時間後ずれしたことがござい

ますので、全体の時間、できれば１時間半程度で終えられますように御協力をお

願いいたします。 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは、「郵政民営化」の御審議をお願いしたいと思いますが、お

手元に、「郵政民営化の基本方針」の素案を本日お配りしております。既にお目

通しいただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、この基本方針の素案は、前

回８月６日にまとめました骨子につきまして、それをやや詳しく書いたものであ

ります。しかしながら御承知のように、たくさんのまだ議論途中の問題がござい

ますので、それについては「Ｐ」というふうに、ペンディングにしております。 

２ページ目を御覧いただきたいと思います。地域会社への分割をどうするかま

だ議論が続いております。持株会社の設立について、方向は決まっておりますが、

持株会社の形をどのようにするのか、純粋持株会社か、窓口ネットワークと一緒

にするかどうかという問題等々まだ議論が続いております。 

更には５ページ目を御覧いただきたいと思いますが、移行期間の組織形態とい

うことで、具体的には2007年４月のスタート時点でどのような組織形態が可能か

ということについては、まだ意見が分かれております。 

更には６ページ目を御覧いただきたいと思います。６ページ目の一番上、「円

滑な分社化を図る観点から現在の勘定区分を見直す。」というふうに書いており

ますが、これに関連して、5,500 億円の郵便事業部門の債務超過をどのようにす

るかという問題等々も十分に議論はまだされておりません。更に中ほど、「（ク）

関連施設等」をどのように扱うのか。病院等々もございますし、研究所等々もあ

るわけでございますけれども、そのような関連施設についての議論もまだ十分に

行われていない。 

それと一番下、「郵政民営化推進本部の下に、有識者から成る監視組織を設置

する」ということでありますけれども、その具体案につきましては、前回、総理

の直属にというお話がありましたが、更に議論を要するかと思います。こうした

点につきまして、どうぞ御自由に議論をいただきたいと思います。 

麻生大臣から御説明があるようですが。 

（麻生議員） この間の宿題、宿題の答えでありますので。 

（竹中議員） 先に御説明をお願いしてよろしいでしょうか。 

（麻生議員） それでは、過日、総理の方から2007年４月に分社化が困難な理由とい

うものについてきちんと説明してほしいというお話でしたので、これは基本的に

郵政公社の現場の話を聞かぬと話になりませんので、郵政公社から聞いた話を基

本的にまとめたものと御理解をいただければ結構かと存じます。 
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基本的には2007年４月に分社化するまでに、やらなくてはならぬことがあるん

だと思うんですが、こういったようなことをやるのは、物理的にできるかという

ところが一番問題なんだと思っております。いろいろこの間、牛尾議員の方から

お話もありましたように、基本的には、窓口ネットワークという極めて定義が曖

昧なもの等々、新しく始めるビジネス、郵便貯金で言えば、銀行と同じようにす

るというような話になれば、融資の話を含めていろいろことを考えにゃならない

わけですが、その事業計画というものの策定が必要だ。数字が入ったものがいき

なりこの間やみくもに9,000 億円というやつが出ましたけれども、それ以外の数

字というものは出たことがないわけですから、無からスタートするものを、いき

なりあと２年でという話には少々な無理があるのではないか、常識的にそうだと

思っております。 

商法・税法等の適用というところにつきましても、この話につきましては、新

しい会社にいろいろ資金運用を委託するわけですが、旧勘定の方にその利益の一

部を渡すときに関しましては、当然、譲与税等々というものが発生することにな

るんだと思います。常識的には、それをしないという法律をつくるなどというの

は、これは結構大変な作業だと思います。 

私は前回のときも申し上げましたけれども、28万人の全逓、全郵政に所属して

いる組合員というものを異動させる、「おまえは郵便貯金、おまえは郵便事業、

おまえ何とか」と分けていくという所属がえの話というのは、これは結構な仕事

量だと思う。 

この中を見ますと、今の竹中大臣は「郵政民営化の基本方針」という話を読ん

でおりますと、何となく書き方、とらえ方によっては「清算法人」という言葉が、

「公社清算法人の指示を受け」というような言葉がここに書いてありますが、清

算法人という言葉の持つ意味、ニュアンスというのは国鉄清算事業団とほぼ同じ

というふうにとられることを覚悟していただかなきゃいかぬところだと思うんで

す。 

そういったようなところの話からいきますと、少なくとも、こういうことに関

しましては、雇用のところでも「職員の新会社参加の意向調査を実施し、希望者

に対して再就職先の斡旋を行う」というと、一旦解雇という、多分、国鉄清算事

業団と同じイメージのようにとられますけれども、そういった話ではなくて、こ

れは雇用者配慮の原則というのに考えても、ここらのところは極めて難しいんじ

ゃないのかなということであります。この間、組合員とまたやりましたけれども、

この点については非常に関心のあるところだと思っております。 

３兆円を超える資産の現状把握というのは、これは４社だか、５社だか、３社

だかに分けるにしても、そこのところをどこからどこまでが郵便事業の資産で、

簡保の資産なのかというのを、これはある程度特定郵便局等々個人資産のところ

もありますから、そこのところをどうやって分けていくかという法律の話は、物

理的な話がここに加わってまいります。 

それから当然窓口としては、いろんな関係の委託料を決めるんだと思うんです
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が、この委託はどこまでやるのかという範囲やら何やらを会社ごとに委託の手数

料というのを、今なら同じ会社だから、数年間それで走れるとは思いますけど、

それを今の段階から決めるというのが、これはちょっと正直申し上げて結構な、

物理的な事業量、仕事量としては多いんだと思っております。 

それから、システムに関してもいろいろ御意見があるように伺っておりますけ

れども、少なくとも郵便というシステムを考えるわけですから、そのシステムを

考えるに当たっては、これはとてもじゃないけれどもということです。 

私どもは昀終的には、この間申し上げたように、第１回2007年の段階におきま

しては、カンパニー制で、ある程度試行錯誤をやってみた上で、新しいシステム

をつくることが大変というのは会社側からの意見であるが、私ども政府として決

めなきゃいかぬ事項もこれらのことをやっていくというのは、これは膨大な作業

であることは間違いないと思います。私どもは民営化するという方向で事は動い

ておりますので、その場合に、私どもは民営化だけでもものすごく大きな大事業

であります。公社化をやるときも大変でしたけれども、公社化のときは民営化せ

ぬという前提で公社化をしておりますので、今度はその途中で民営化をするとい

う話を持ち出すわけですから、その意味で私どもとしては、ある程度スムーズに

事を運ぶということを考えなきゃいかぬ立場におりますので、その内容等々につ

きましては、分社化を行うことを前提にしても、それまでの移行期間の初っぱな

から分社化するというのを２年数か月で期限を切るということに関しましては、

私ども外から見ている立場の者がと、中にいる会社を現実に運営する、若しくは

経営する人の意見を無視して、この種の話は無責任なことになりかねないという

感じもします。 

私どもとしては生田さんという、少なくとも今の経営者なんだから、その方の

御意見等々は十分に配慮する必要があるのではないかと基本的にそう思っている。

郵政公社からはもっと細々したことがいっぱいありましたけれども、私ども基本

的に感じていることを申し述べさせていただいたというのが背景であります。 

私の方からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。どうぞ御自由に。 

（吉川議員） 前回の会議の繰り返しになってしまいますが、今、総務大臣が御説明

になった点、2007年４月から分社化することが難しいという根拠を挙げられたと

いうことなんですが、私たちの考え方は、例えばできない理由として、みずほ銀

行の合併再編の例、５年４か月を挙げられるようなことは、これはほとんど我々

の理解を超えるといいますか、全く違った事例をあえて出されるというのは、そ

の意図がよくわからないという気すらいたします。 

そもそも民営化をなぜするかというと、現在の郵政というのは異なった事業を

官営事業としてやっているわけですが、これを民営化するのは、基本的に経営に

かかわることです。また、違った事業の間で不透明な形で利益を融通するという

ことはやめて、それぞれの事業についてビジネスモデルを確立する、リクス遮断

をするというようなこと、こういうことが将来的に非常に大切だということで言
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ってきているわけです。 

そういうことから我々としては４事業と我々言っているわけですが、４事業を

できるだけ早い時点から分社化する、2007年４月からそうすべきだと言っている

わけです。 

それに対して技術的な理由からできないということでここに挙げられているの

でしょうが、しかしながら、事業そのものは現在でも３つ違った事業をやってい

るわけですね。郵貯、簡保、郵便、全く違った事業をやっているわけですし、そ

もそも総務省としても、2007年４月から３事業一体１社でというのが多分お考え

なのだろうと思いますが、その場合でも事業部のようなものはできて、全く違っ

た事業をやるわけですから、コンピュータのシステムとして一体どういう形で違

ってくるのか、そこら辺もよくわからないところです。 

いずれにしても、システム数146 本という話もありますが、しかしシステムの

定義というのはないわけですから、この146 本の意味が一体どういう意味を持つ

のかというのも、意味不明瞭な資料と言わざるを得ないわけです。ですから、総

じてこういう問題があるから、2007年４月からの分社化は困難だという形で説明

されているわけですけれども、全体としては、私たちは、あるいは私はと言うべ

きかもしれません、これは根拠薄弱というふうに言わざるを得ません。以上です。 

（麻生議員） 郵政公社が民営化しただけで9,000 億円利益がでるという数字よりよ

っぽど根拠があると思います。あの種の数字がまかり通っているという方がよほ

ど問題なんだと私は思っているんです。 

それに比べて、少なくとも私ども労働組合員28万人の理解はどうやって得られ

るおつもりなんでしょうか。ここは昀大の問題で、どなたも組合の話をされませ

んけれども、避けておられるのか。この話は役人全部首にするんですよ、28万人。

それを一体、失礼ですけれども、道路公団の総裁一人首切らないところが、いき

なり国家公務員地位保全の訴え28万人で「セーノ」でやられたらどうされるんで

す？ 

私どもはこの話は経営者にとっては昀大の問題なんだと、経営をやっていりゃ

誰でもわかっていることだと思います。この経営問題というものの中で、28万人

の人たちの納得、理解というものは現場の人たちがやられるのである。私どもは

明らかに外から見ているだけで、やれないはずはないじゃないかと言うけれども、

その外の人たちの意識から「清算法人」とかというような言葉が出てきたりなん

か、極めて逆撫でするような単語も素案に使われていますけれども、私どもはそ

ういった意味から考えても、この種の話は簡単にできないためというより、この

28万人の人たちの対応をどうされるのかという話は、これは経営者の話を抜きに

して、この種の話を語るのは無責任の極みである。 

僕は昀初からそう思って時間をかけろと、生田さんにその話を聞いてください

と言ったら、ここで生田さんは、同じようなことを言われたと私は記憶していま

す。その意味では、現場責任者の生田さんの話、私、正直言って、組合長は古い

のも新しいのも、その執行部にいる人も何回も結構付き合っていますよ。その上
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での話を私、させていただいているので、これは総務大臣としては、ここまでや

るのはいかがかなと思っていますけれども、それぐらい努力はした上で感触をつ

かんだ上で申し上げているのであって、単に脅しているわけでもなければ何でも

ない、現実問題として、そういうことだということを申し上げておるのでありま

す。 

そういった意味で、いろんな意味で私はビジネスモデルが出てきてうまくいき

始めて、「こんなにうまくいくなら、俺はそっちへ行きたい」というやつが出て

くるような、まだ何にも見えていないという状況で、ただ、ただ不安だけ、しか

も役人しかやったことない人たちがいきなり民営化されて不安になっているとこ

ろへもってきて、いきなり窓口サービスというものをもってきてといったってわ

けはわけらぬというようなことになってくるような不安感をあおるのは、僕はい

かがなものかという感じはしています。 

その意味で物理的にこういったことも、このシステムのことに関して私はそん

なに詳しいわけではありません。正直申し上げて、私はシステムプログラムはや

ったわけではありませんし、そういった意味ではできるという人がいる、できな

いという人がいる、いろいろな意見がある。 

少なくとも、大きな28万人プラス10万人、合計38万人からの人たちの雇用とい

うものをある程度考えながら、ある程度納得を得ながらやっていくというときに

は、民営化の方針が決まってその方向に進んでいるのであれば、その昀終形態は

分社化ということだと理解していますけれども、それに至るのが何も2007年に遮

二無二あせることはない。経営者がうまくいけると、これで大体いけますと言っ

たら早くされるもよかろう。それは経営者の自由裁量に任せるべきなのであって、

とやかく外部から何とかかんとかというような話ではないのではないか。僕はう

まくいくんじゃないかと思っているから、こんなことが言えるので、うまくいか

ないと思ったら断固反対するところなんですけれども、私はそこそこ民営化した

後の会社というのは、やり方次第によってうまくいく可能性があると思っていま

すので、いかにうまくいくようにするかが昀大の、枠組みづくりが昀大の問題で、

まだ数字も入ってなきゃ、何も入っていない段階で経営の話というのは僕はいか

がかなと思っております。 

（竹中議員） ほかにいかがでしょうか。 

（奥田議員） 昀初にシステムの話ですが、これはいろいろ意見があるということを

今、大臣がおっしゃられましたが、私もあちこち権威のある人に、あるいは実際

にやっている人とか、そういう人に話を聞いたんですが、これはみずほとか、そ

ういう合併の話とか再編の話ではなくて、要するに分割の話だから、そんなに時

間はかからないだろうと。２年７か月というのは結構時間はありますよと、こう

いう話を聞いております。 

それからもう１つ、これは労務の問題ですけれども、これは今、大臣が言われ

たとおり難しい問題ですけれども、現在、既に事業を各個人がやっているわけで

すから、その個人に対しては、現在の仕事をそのまま続けさせると、時間をかけ
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ながら説得していくという、こういう具体的な話はいかぬのですか。 

（麻生議員） 私もそのとおりであって、現実問題として、例えば特定郵便局で３人

しか今いないところに４つの事業ということになるからといって、１人新たに雇

用するなんてことは経営者としては考えられませんから、３人で４つの仕事をや

るということになるんだと思います。そういったときにどうやっていくかという

話のときに、どの人の分の給料はどの会社がどれだけもつのかという話を決めな

きゃいかぬのだと思うんです。それで本人は、「おまえはこの会社、おまえはこ

の会社」というのをずっと分けていかなきゃいかぬことになるんだと思うんです。

当然のこととして、昀初のところでは、雇用は保障しますと言わざるを得ない

んだと思うが、ここで書いてありますように、「職員の新会社参加の意向調査を

実施し、希望者に対して再就職先の斡旋を行う」というのが「素案」の６ページ

目のところに書いてあるんですが、こういったことを書かれると、いかにも「清

算法人」というような感じがします。６ページ目のところだと思いますけれども、

「５．雇用のあり方」のところで、（ア）のところに、「民営化の時点で現に郵

政公社の職員である者は、新会社の設立とともに国家公務員の身分を離れ、新会

社の職員となる」ということにしてあるところは、それはそれで新会社の職員に

なるということは書いてあって、それはいいんですが、その上の「職員の新会社

参加の意向調査を実施し、希望者に対して再就職先の斡旋を行う」ということが、

その上の４の（エ）のところで書いてありますので、これは整合性が少しどうか

なと思わぬでもありません。

昀後に詰めるにいたしましても、私どもとして、昀終的に今、奥田議員の言わ

れたような方向で事は動いていく。私どもは昀終的にはそういうふうになるんだ

と。28万人という人の説得というのは結構時間がかかる話だ。 

私は2,500 人程度の組合員の解雇はやったことがあるが、28万人というのは、

あれの100 倍というのはちょっと私の想像力を超えていますので、そんな簡単に

できる話とはとても思えない。事実、生田さんもそう言っておられるわけですか

ら、何も事を急ぐ必要もない話だ。 

2007年４月から民営化がスタートするわけですから、その段階で公務員じゃな

くなるということもはっきりしているんだと思うんですが、それを分社化させる

ことによって、更に大きなというようなことはこの際避ける方が、運営上もその

方がスムーズに事が進んでいく。私どもは民営化するための手段、手口を考えて

いるわけなんです。民営化の目的等々は、この場でも民営化の一応の議論を終わ

っておりますので、手段の話をしているときに、私ども今申し上げたような考え

方をいたしております。 

（竹中議員） 今の2007年のスタート時点の本題の話ではないですが、ちょっと議論

の確認をしておきますけれども、まず、「素案」で出てくる「清算法人」という

名前がいいか悪いかというのは、これはどうぞ御議論いただきたいと思います。

これは骨子では、その旧契約分については、何らかの公的保有が必要であるとい

うことですので、その公的な保有のために、こういう名前をあえて付けているわ
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けですので、名前が不適切であるということであれば、これはいろいろ案をいた

だきたいと思います。いずれにしても、定額預金に関しては10年でゼロになるも

のですから、その意味でこういう名前を付けている。これは名前の問題でありま

す。 

雇用の問題等々については、引き続き御議論いただきたいと思うんですが、今

まで積み上げてきた議論を念のために確認しますが、例えば、郵便特定局等で３

人の職員がいるとすると、イメージは、この方々は窓口ネットワーク会社に所属

をされるということだと思います。この窓口ネットワーク会社は、郵便、銀行、

保険から業務を受託して、当然、受託料をしっかりといただいて、その受託料の

中で給与を支払っていく。そういうイメージでありますので、今、大臣がちょっ

とおっしゃった新たに人を雇う云々という問題ではないと、これは御承知のとお

りだと思います。その上で2007年の問題につきまして、どうぞ引き続き御議論を

いただきたいと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） 「清算法人」という名前はぜひおやめになった方がよろしい。例えば、

継承するんだったら「承継法人」とかいろんな法人の名前はあると思いますので、

この種の話はそんなに深くは考えずに、ぱっとその言葉だけバーンと反発される

のは労力としてはあれだと思いますので、今、申し上げた点は、これを見た上の

話なので、ちょっと昀初に感じたところです。 

職員の所属は窓口ネットワーク会社になる、私もそうなるだろうと思うんです。

問題は「窓口サービス」が一番何となく、今までの無からいきなり出てきた言葉

なものですから、「これ、何をするの？」というと、「今までと同じことをする

んです」という、簡単にはそういうことですよね。ただ、会社が分離化されてい

るから給与は違うんですよということであって、しばらくいくと儲かる会社、儲

からない会社といろいろ出てくると、企業に差がついてくるわけです。これは当

たり前の話ですけれども。そうすると、そういったようなことを考えると、一番

わけのわからぬところに行きたくないと役人なら必ずそう思うと思うんです。民

間人は、「これはおもしろそうだ、儲かりそうだから行こうかな」と思うのだろ

うけれども、なかなかそうはいかないのが通常だと思いますので、その意味から

いきましたら、ある程度ビジネスモデルが見えてきて、きちんとした形になった

上で話が出てくる。３年なり、何なり経った後で出てくるというのは、十分に考

えられると思うんです。「窓口ネットワークは一番儲かりそうだ、これはいける」

という話なら、そっちに意識としては流れるかもしれませんし、それは何も焦っ

てこの段階で事を構えるより、そちらの方がよりスムーズに建設的に僕はいくと

いう感じがいたします。 

（牛尾議員） まず、議論を2007年 7月からの分社化が困難な理由というところに絞

りますと、私も奥田さんとほぼ同じ意見で、システムは考え方によっていろんな

ものがあると思いますけれども、基本的にこれまでの仕事を中心に分割して、そ

の上に４つの分野、新しい事業を始めるという前提に立てば、現状のシステムを

固守しながら、やがて昀終的には新しいものをつくることを考えることも込めて、
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システムの構築は２年間以内でやめになる。これは前回も申し上げたとおり。た

だ、こういうのは皆が納得しなきゃいけませんので、納得するためには、きちっ

としたグループをつくって、そこの現場を見て、「これはこのくらいでできます

よ」という結論を出すことの方がいいだろうと思います。現状はいろんなところ

が仕事の上で入っているので、いろんな思惑があってなかなか難しいようであり

ますので、これは準備室の方でもそういうスタッフをつくって、専門家でこれを

検討して欲しい。 

（竹中議員） それはシステムに関してですか。 

（牛尾議員） そうです。システムに関して検討グループをつくるということが１つ

の考え方だと思います。常識的には2007年まで上げようと思えば上げられるとい

うことです。 

２番目は、これは前回も言ったんですが、国会等の対策と労使問題は確かに難

しい問題であって、それはこの経済財政諮問会議でやるのかということを逆にお

聞きしたい。労使問題をここでやるなら、別途プロジェクトチームでもつくらな

いと無理でありまして、僕はこの問題は諮問会議のテーマではないと思いますが、

そこのところは一回問題を整理する必要がある。簡単ではありません。 

ただ、昨今では国立大学が国立大学法人になったときは、これは民営化だけで

すけれども、非常に短い期間にやっておりますし、ＪＲの場合は、法律が通って

から６か月後にＪＲが発足しているわけですから、やり方だと思うんです。これ

は方針によって丁寧にやったら、今、麻生大臣がおっしゃるように、３年後にワ

ンクッションを置いて５年ぐらいかけるのも一つの方法だと思いますが、私は

2007年４月郵政民営化をやるという総理の方針は、民営化というのは分割民営で

なければ姿にならない。2007年に分割民営をやるんだという方針に基づいて、こ

ういう問題を処理する覚悟をすれば間に合うだろうと思います。経営というのは

非常にフレシキブルなものでありますから、そういう目的に向かってどういうふ

うにやっていくかという方針の問題でありますから、方針をもう一回確認する必

要があるという気がいたします。 

それからもう１つは、麻生総務大臣が心配していらっしゃることは全くもっと

もな部分があるんですが、要するに新しい仕事に関して皆に伝わらない不安感が

あるということに対しては、やはりできるだけ早く準備室に、システムとは別に

４つの会社のイメージというものを準備室で作業をされたらどうか。情報提供と

して、こういうことが考えられますよと。Ａ案、Ｂ案、Ｃ案があったっていい。

要するに、あらゆるところから情報を集めて、窓口ネットワークというのは、ド

イツポストのケースもあれば、イタリアポストのケースもあるし、こういうこと

が日本のコンビニから考えれば考えられるというような、いろんなケースを議論

する情報をまず提供するところから始めないといけない。そういう準備企画室み

たいなものをできるだけ早く発足して、そういうものが皆で議論されることによ

って不安感を解消するということも一つの方法であろうと思います。 

いずれ、大事なことも時間をかければ解決するというわけではない。時間をか
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ければ丁寧にはやれるけれども、何事も決断するしかないので、そのタイムリミ

ットを見極め、きっと我々の側は2007年の４月にやるんだというふうに考えてこ

れを見るのと、「ゆっくりやらしてくれ、じっくり丁寧にしたいんだ」と言えば、

それはやっぱり麻生案みたいになるかもしれない。これは方針の問題ですから、

方針として、どこで誰かが決めるのかを決めたらいいだろう。 

労使の問題は非常に大事なのですが、これは経営そのものの問題とも絡むので、

経済財政諮問会議が労使問題を議論するのは非常に難しいだろう。じゃ、どうす

るんだということについても、その処理の仕方を考える必要があるだろうと私は

思います。以上です。 

（麻生議員） この前の会議のときに牛尾議員の方から、この種のイメージがわかな

いという点に対して、プロジェクトチームみたいなものを考えて、どういう仕事

がある、あれがあるというのを準備室の方で、というお話があって、私どもは賛

成をしたと記憶をします。そのときには、これを考えられるのはものすごく大事

なことだと思いますが、ぜひ、その種の商売に長けた人をその中にいかにうまく

入れられるかを考えないといけない。それと農林省出身の渡辺さんに新しい商売

を考えろといっても、言われた方が迷惑します。それはほかの人で佐川急便だ、

クロネコだといろいろいるんでしょうから、それらを含めたところで自分の商売

敵のところに知恵を出すかどうかは別問題で本当のことを教えるかどうか。私が

向こう側の立場だったら嫌だから。敵に塩を送るほど余裕ないよ、と僕だったら

言うと思うんですけれども、そういった意味を含めまして、いろんな形で昀終的

には自分で考えなきゃしょうがないんだと思っていますけれども、そういう意味

でいろんな形でやるのは基本的には正しいと思います。 

ただ、私どもは、2007年４月から、仮にもこれだけの大きな話で民営化するだ

けでも大変な、130 年ぶりの大改正をやる。公社のときも大改正でしたけれども、

それからまだ１年少々経った段階でこれだけの話がここまで進めてこられたのは、

これは総理の強烈な意志以外何物者でもなかった。後の話は付け足しの話であっ

て、総理の意志がなければ事はここまで進まなかったし、世論もここまで喚起さ

れなかった。はっきりしていますよ。それは牛尾さんのおっしゃるとおりだと私

もそう思う。 

ただ、現実問題として、会社を運営していくという話になりますと、そこに人

がおりますので、現場というのは大事なものだと思っている。そこの段階で運営

をやる責任者というのは今の段階は生田さんなんでしょうけれども、生田さんと

いう改革論者が言った話をこの間聞いたと私はそう理解しています。どうも元経

営者は、経営者の話に寄り過ぎているかもしれませんけれども、私は現場という

のはどうしても大事なものだと思っていますから、現場の話をしないで外からと

いうのは、理想論というかそういったものになる。現実に運営する側の責任者じ

ゃありませんから、私はその点に関しましては、この組合問題については、諮問

会議ですべきかどうかということに関しましては、団体交渉の経験者はこの中に

余りいらっしゃらないようにお見受けしますから、その意味では、全然別の次元
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でされるのが正しいと私自身もそれはそう思います。 

ただ、この問題を無視して仕事の形態の議論をするというのは、私はとてもじ

ゃないけど、現場を知っている人間から言ったら、それはとてもじゃないなとい

う感じが率直な実感です。 

（竹中議員） ほかによろしいでしょうか。 

（谷垣議員） 私、ちょっと同じことを毎回申し上げているようで恐縮なんですが、

この基本方針を拝見しますと、まずユニバーサルサービスには優遇措置が必要で

あれば設けると書いてございます。それで、そうだとしても、それが財政支援策

であるとか、あるいは税制だということになれば民営の趣旨に反するので、いわ

ゆるユニバーサルサービス提供義務を法令上課されているＮＴＴ等も通常の民間

会社として法人税が課されているということを考えますと、公費の投入は行わな

いという趣旨をはっきりさせていただきたいと思うんです。 

それからもう１つは、円滑な分社化を図る観点から現在の勘定区分を見直すと、

ふわっと書いていただいておりますが、これは分社化に当たっては、当然、債務

超過の新会社が生じないように適切に資産配分をしていただかなきゃならないと

思います。これも同じように政府支出とか、あるいは税制上の優遇措置というこ

とではないのではないかというふうに考えます。 

それから税制につきましては、民営化してイコールフッティングだということ

になれば、当然、税は課すということであります。貯蓄会社や保険会社には明示

で書いていただいていると思うんですが、一般論としては書いていただいている

んですけれども、ほかのところは必ずしもそこはちょっと扱いが違っているよう

に思いますので、やはり税制は平等であることが基本だというふうに私は思いま

す。 

それから、これも何度も申し上げたわけでございますが、国債市場への配慮と

いうことで、移行期の過程は透明にして予測可能性を持たせなきゃいけない。ま

た、その移行期の適切な配慮は必要だと思いますので、これはぜひ基本方針にも、

そういう国債市場への配慮ということは明記していただきたいと思うんです。も

ちろん、このことは完全民営化を完成した姿において、この会社が国債をどう扱

うかというのは、それは民営の論理に従って考えていただくべきことであります

が、移行期においては、そのことを私は明らかにしていただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 今の御指摘は、恐らく、ユニバーサルサービス・オブリゲーションを

維持するためのやり方については、少し制度設計のところでより詳細に議論がな

されるということではないかと考えております。適切に資産配分をせよというの

は、確かに今、重要な御意見として賜りました。税制等々の書き方については調

整し、アンバランスにならないような工夫をするということかと思います。 

国債市場への配慮は、素案では実は安全資産への運用ということで示されてい

るわけでありますけれども、どういう文言が可能かは引き続き事務的に詰めさせ

ていただきます。本間議員どうぞ。 
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（本間議員） 徳島に麻生大臣と竹中大臣とお邪魔して、フロアからいろいろ御意見

を賜ったわけですが、一番やはり分社化の時期で、困難な理由というのは、私は

システムの構築、あるいはそれを分解するということよりも、むしろ先ほど出て

おりました職員の異動、所属がえ、あるいは再教育の問題、これをどういう具合

にやっていくのかということだろうと思います。あのときも特定郵便局の局長の

奥様が現状のよさというものを強調されましたし、それから民間の方からは、郵

政公社の方々の今の職業上の厳しさは民間に比べて甘いと、そういう両論が出て

おりました。そういう意味でこの問題、民営化の時点で今の経営者の方が決定を

するのか、あるいはいつの時点か、新経営者になる時点まで引き延ばすのか、こ

この問題が私は現実的にも非常に難しいのだろうと思います。もし仮に新経営者

の方々に重荷を負わせて再スタートするということになれば、経営の自由度であ

りますとか、そういうことを言っておるわけでありますから、これは引き受け手

があるのかと、こういうようなことにもなりかねないわけであります。ここはや

はり今の体制の中できちんとすべきだ。この方向性については、いろいろガイダ

ンス、アドバイス等もしていく必要性があろうかと思いますけれども、２年余り

であれば、私は先ほど牛尾議員がおっしゃったとおり、決めの問題がございます

し、職場にならすためのトレーングの期間としても、そのようなことは十分可能

になってくるのではないかと考えております。ぜひこの辺のところについても、

前向きに労働組合等々と調整をしていくということを積極的にお願いをし、それ

に対して政府あるいは諮問会議等が何かできるかということを早急に整理をして

取り組んでいくということをすべきではないかという具合に思います。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 私も前回と同じ意見の繰り返しになることをおそれますけれども、や

はり準備期間というのと移行期間というものの性格をはっきりさせして、物理的

にどんなに努力しても間に合わないかどうかというのは、なかなか事前の判断で

一致させるというのは難しいところがあると思います。やっぱりあるときまでに

という明確な決断の下にスタートして、昀大限の努力をして、実際に昀大限の努

力ということがみんなで見て確認されて、なおかつ実現できなかった場合の若干

のアローアンスというのは、準備期間の延長線ということで整理した方が改革の

本旨には沿うんじゃないかなというふうになお思い続けております。それが１点

でございます。 

もう１一つは、郵貯・簡保の問題、限度額の考え方と、デファクトとしての政

府保証について。これは初めての議論でございますが、この点について、私は例

えば郵貯の限度額というふうなことについては、民営化の昀終的な姿になったと

きには、もちろん言うまでもなく限度額というのはないと、こういうことになろ

うと思うんですけれども、その途上において、政府出資の下になお置かれている

状況、あるいは郵貯について、ユニバーサルサービスという概念で一応配慮され

ていると思いますが、ユニバーサルサービスというふうな形で昀終的に何か政府

が面倒をみるんだというふうなものが残っている状況は、デフェクトの政府保証
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があるというふうに考えられると思いますが、そういう状況が全くなくなるまで

は、やはり限度額をその以前に取っ払うという考え方はやはり適当ではないので

はないかと、そういうふうに思っています。 

（麻生議員） 郵貯と簡保の限度額の考え方については、少なくとも、その限度額を

無制限にするかどうかは別にして、会社を経営する側から言ったら、「自分が頑

張ったら更に」というところが全部抑えられて、どんどん縮小していくことしか

ないような会社、清算法人というものは、私は勤労者の意欲をおそろしく阻害す

る以外の何物でもないと思っております。したがって、今のデファクトとしての

政府保証を言うのだったら、貯金とか郵便とかが銀行という名前にが付けば、そ

れだけで、何となくイメージとしては永久にとれない。みんながそう思っている

からというデファクトだけの話でされる抽象論になりかねないと思いますので、

今の話は一考の余地がある。私は限度額につきましては、1,000 万円という限度

額がどうとかいろんな御意見はあろうかと存じますけれども、少なくとも普通の

民間会社として、同じ税金を払って限度だけはあるという話でいくと、国連分担

金が２番目に多く払わせられておいて、代表権もないような話をやっているのと

似たような形になるのであって、私どもとしては、この話につきましては、限度

額の考え方というのは、これは今のお話をすんなり認めるというわけにはまいら

ないと思っております。 

それから、この中の話で細かく挙げていくといろいろ出てくるんだと思うんで

すけれども、ぜひこの郵便というものをこれだけ大きな事業をするという意識に

立っている場合には、ここは基本的には、昀終的にはそこは経営する人の意識な

んだと思う。 

これは2007年までにできるだけやろうと思ってやったら、できればいいです。

それを決められるというところに問題があるのであって、私どもとしては、やっ

た結果を「こっちの方がいいじゃないか」といって意識がふわっと変わっていっ

た場合は、私は分社化というのは可能性が全然ないわけだと思いませんね。窓口

ネットワークというのは、多分、今一番わけのわからぬというイメージを普通の

郵便局の職員だったらそう思うでしょうけれども、私に言わせると、これが昀も

伸びるかなという感じが私自身の経営感覚から言ったらそっちなんですけれども、

じゃ、それをみんなが持つかと言えば、なかなかそうはいかない。したがって、

ある程度の時間をかけて、そういったものがあるんですよと、先ほど牛尾さんの

お話と同じように時間をかける。時間をかけるというと、今スピードを要求され

るこの時代になっていかがなものかと言われますけれども、組合だけは時間なし

でいきなりいけるような話と思ったことがありませんので、ぜひその点も考えて

おいていただければという感じがいたします。 

（吉川議員） 今の麻生大臣からデファクトとしての政府保証という言葉の基準があ

いまいであるというお話があったんですが、私はこれは基準ははっきりしている

と思います。2007年４月に民営化した時点で、郵貯への政府保証はなくなる。し

かしながら、そこで我々としては４分社化ということを言っているわけですが、
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分社化した株式は政府が保有すると。したがって、100 ％政府が株式を保有して

いるわけですから、政府保有の特殊会社である。その限りで外から見ると、デフ

ァクトとしての政府保証があるように見える。したがって、その期間においては、

やはり限度額を設けるのがいいだろう。 

しかしながら、我々が主張していることは、金融、具体的には郵貯と簡保です

が、その部分の政府保有株式についてはできるだけ早く政府から切り離して、そ

れを市場で売却するということを考えているわけです。その時点で民有になるわ

けですね。ですから、そこでデファクトの政府保証もなくなって、言ってみれば、

完全な民間の金融機関になるわけですから、そうであれば、普通の民間の金融機

関と全く同じように限度額というものがないということになる。したがって、政

府保有の株式を売却する時点でこのデファクトの政府保証もなくなる、というこ

とで、基準は非常にはっきりしているわけです。こうしたその明確な基準の下で、

私、日銀総裁がおっしゃったことはそのことだと思うんですが、このデファクト

の政府保証がある期間については郵貯・簡保について限度額を設ける。しかしな

がら、株式が売却されて、完全に民営化と、そういう言葉を今使うとすれば、そ

の時点で限度額はなくなる、というのが正しい姿だと思います。 

（麻生議員） 政府保証がなくなる、10年すれば旧勘定は全部なくなる、それは貯金

の話ですね。簡易保険は違いますから、簡易保険はずっと残るわけです。たしか

沖縄が日本に戻ってきたときから、昀終的な沖縄の生命保険がやっていた生命保

険はなくなるのに31年かかったという資料をたしか前に見せてもらったことがあ

りますので、正確な記憶で言えば30年前後かかったという歴史から見ましても、

私どもはこの話というのは、下手すればそっちの話はどうしたと、話をすり替え

られるのはかなわぬのですね。10年間の旧勘定の話です。 

（吉川議員） 私の話は、旧勘定の話ではない話をしています。 

（竹中議員） 今の話は、株式の保有を政府が100 ％なり相当高いと、その話だけで

す。 

（麻生議員） その話はよくわかっております。ただ私どもは旧勘定の部分は政府が

保証しているではないかというと、それは簡易保険は残るわけです。 

（竹中議員） そういう部分ではないということでいいんですよね。 

（吉川議員） 全然違う話です。 

（麻生議員） 残るわけです。したがって、「その分は政府保証しているじゃないか」

というような話になりかねないのは、私どもとしては避けたいと申し上げておる

んです。そこのところは10年したら、基本的に仮に昀悪かかっても10年すれば政

府保証は全部なくなるという前提で話をされておられますけれども、郵便貯金の

定額預金についてはおっしゃっるとおりだと思いますけれども、簡易保険は、過

去の例を見ますと30年以上残っていたという例があります。だから、その分は政

府保証は付いておる。政府が買い取るとかいろんなやり方があると思いますよ。

そういった形で「政府だ、政府だ」と言い立てられる、民間の銀行から、保険会

社から言われたりなんかする。といったときに、この歴史的事実をずっとたどっ
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てみないといかんということになりますので、そのころは私ども生きておらぬで

しょうから、歴史はきちんとした形で残しておいていただかないといかぬことに

なるというような例を含めまして、私どもは、この政府保証というもの基準のデ

ファクトスタンダードにつきましては、今おっしゃるとおりに、政府保証はなく

なるということをもって、まずは基本的にはつぶれる可能性があるということを

意味するんですが、しかし、それでも政府が100 ％持っているじゃないかという

のだったら、これは49％になったらよろしいと。０％でなきゃいかんという話に

なるので、細目を結構詰めていただかないと、そこの話も０％以外は認めないの

か。そうすると、また別の問題が出てくると思いますので、政府の金が１％でも

入っていればという言い方はいろいろいろできると思いますので、私どもとして

は、この話というのは、定義の考え方としてきちんとしておかないと後々混乱を

招くことになりかねないという感じがいたします。 

（竹中議員） ちょっと時間があんまりないので、牛尾議員、本間議員、手短にお願

いします。 

（牛尾議員） 旧勘定と新勘定の問題というのは、まだ非常に錯綜して、きちんとし

た結論が出ていないので混乱をするところはあると思いますが、旧勘定に関して

は、昀後まで政府保証を続ける、と理解していますが、それでいいですね。 

（竹中議員） そのとおりです。 

（牛尾議員） それから、推進監視体制に関してはいろいろ議論されておりますけれ

ども、ＪＲの例をもう一回復習して見ていると、社外役員制が監視に非常によく

きいているんですね。例えばＪＲ東日本の場合は、社外役員的に三井船舶の山下

さんが会長をされて、イトーヨーカ堂の伊藤さんや日本光学（現ニコン）の吉田

さんが社外役員に入ったことによって、大変に経済界からの監視が行き届いた。

したがって、総理直轄の政府という監視体制も一つの発想ではあるけれども、新

しいガバナンスとしては、社外役員制というのも一つの考え方として存在すると

いうふうに私は思います。 

それから関連施設はどうするかという問題に関しては、できるだけ４つの新会

社が軌道に乗るまではできるだけ本業に徹するということをやらなきゃいかんと

思いますが、しかし、土地の再利用等でビルをつくったときに、そこのテナント

に貸すかどうかということに若干こういう問題が出てくるだろう。基本的には、

本業第一で考えた上で、本業との関連でそういう効率があるのはいいけれども、

いろんな厚生労働省関係で出たような関連の保養所等設備関係は一切やらない、

ということを原則として初めから決めておいた方がいいのではないかという気が

いたします。以上です。 

（竹中議員） では、本間議員で、麻生大臣。 

（本間議員） 先ほどの新旧勘定の問題で、旧勘定については政府保証を続ける、新

勘定については付けない、こういうような分類というのは、それは論理的には正

しい。しかし、恐らくその問題は、持株会社の形態、あるいは移行期の形態によ

って、新勘定には政府保証を付けないといっても、極めて情にもろい日本の体質
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からいって、政府がコミットしているのに政府保証を付けないというのはおかし

いと、あるいは危機が顕在化をしたとき、必ずそういう議論が出てくる危険性が

あるわけです。 

そうだとすると、移行期のあり方、あるいは持株会社の形態については、かな

りの程度、純粋の民間会社に近い形で発足をし、かつ新規の契約については政府

保証を付けないということを明確にしていかないと、これはごちゃごちゃになる

危険性があろうかと思います。ぜひその点は留意すべきだと思います。ファニー

メイひとつとっても非常にこの問題は深刻化をしておるわけでありまして、ぜひ

その点については留意していただきたいと思います。 

（麻生議員） 監視体制につきましては、社外重役制に賛成です。私は、この方が現

実的だと思います。監視体制を外にいる人たちがやったって、しょせん、巨大な

組織の監視は、外から見ていても社外重役という権限があって初めて成り立つ。

監視体制とくれば、普通は監視されている側は隠すのが常識的な反応ですから、

社外重役として、その経営に参画している人たちが監視するという体制の方が極

めて現実的だと思います。私も今のお話はそうだと思います。 

関連して、勘定区分の話が出ていましたけれども、まだこの話にのっていませ

んけれども、これは分社化される、スタートするに何するにしても、自己資本、

資本金の話だけはどこにも書いていないように思いますけれども、一体5,500 億

の債務超過の解消、分社化されるというお説なんですが、一体その金はどこから

持ってきて、まさか政府が出すわけじゃないでしょうから、その金はどうやって

分けるのかという話を時間をかけてこれはやらないといけない。 

少なくとも、今出ている利益はおまえらの利益じゃないじゃないかと。何でお

まえらは持っていくんだということを多分、今、利益を出している郵貯側にいれ

ば私は絶対言います。何で郵便事業に持っていくんだと、先行きのない事業なん

かへ何で資本金を突っ込むんだというのは当然の理屈として言えると思いますの

で、私どもはそこらのところも考えておいてやらにゃいかんので、自己資本とい

うか、資本金の話は、十分に検討した上でスタートしていただかないと、議論と

しては、抜け落ちかねないという感じがいたします。 

（竹中議員） ありがとうございます。今日の御議論の中で若干の整理をさせていた

だきます。「清算法人」は「継承法人」というような名前がよいのではないか。

これはそのように議論いただいたと思います。 

それで2007年４月の立ち上がりがどうかということに関しては、システムの問

題があるかということに関しては、それはどうもいろんな見方があるのではない

か、というような御議論が主流であったと思います。ただ、労働の問題というの

は大変重要であるという点については、重要性についての御議論があったという

ことだと思います。同時にしかしそれは方針の問題、あえて言えば覚悟の問題で

はないか、という御指摘もございました。要はこの問題は、現場の意見を尊重す

るということも含めて、誰がどう判断するかという問題だと思いますので、これ

については、引き続き慎重に検討していくということだと思います。 
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それから、勘定区分に関しまして、これは適切に資産配分すべきだ、という財

務大臣の御指摘、それで麻生大臣が言われた、自己資本全体についての検討も必

要だという点については引き続きどのようにするか留意事項としたいと思います。

限度額については、これについては昀終形になった場合には、これは限度額な

しということは合意があるが、その間のデファクトの政府保証というのをどのよ

うに判断するかというのは、まだ現実に決まっているわけではないと思います。

ただし、少なくとも恐らく移行期が始まった100 ％政府保有のときには、何らか

の限度額が必要だと。そのスタート時点については、ここがデファクトとしての

政府保証があるという点については余り反対意見がないのではないか。そこは必

要だけれども、それ以降をどうするかということについては、多分デファクトを

どう判断するかという形で議論をしていかなきゃいけないということなのではな

いかと思います。 

昀後に、本業に徹するという方で附帯施設の問題を議論していくべきだという

御指摘がございました。もう１つ、制度設計が重要だという御指摘もなされたが、

これは全くそのとおりであります。恐らく監視体制をどうするか、社外役員をど

うするか、というのはその制度設計の中で議論されるべき問題だと思います。 

ただ、監視体制に関しては、経営効率を監視するための監視の体制というより

は、ここで議論していただいているのは、制度そのものがうまく移行していくか

という制度そのものの監視体制でありますので、これについては、やはり社外取

締役でカバーできる問題ではなくて、以前御議論いただきましたように、総理の

直属でしっかりと制度の移行を見ていくということが必要なのではないのかとい

うふうに思っております。 

特に御異論ありますでしょうか。 

（牛尾議員） 情報収集のための準備室をできるだけ早く発足するということも。 

（竹中議員） それはシステムに関してということだったですか。 

（牛尾議員） それから新会社、４つの会社に関する展望。 

（竹中議員） わかりました。それはまさに制度設計のためにという理解でよろしい

ですよね。つまり基本方針を決めて……。 

（牛尾議員） やはりイメージがわかないことから生じる不安感があるわけですね。

だから、準備室に80名か100 名ぐらいの精鋭がいるわけですから、そういう人が

事務局になってできるだけ民間の主導を入れて、産業再生なんかでも、ほんとに

優秀な人材が入っているわけですから、やっぱり御国のためならやろうという人

は持ちかけようによっては出るわけですからね。そういうことで、こういうもの

をみんなにわかりやすい形で情報提供して、昀終決定というのは、もちろん違う

ところでまたする。 

（竹中議員） ですから、それは基本方針の決定を踏まえて、その上で制度設計のた

めに準備体制を整える、そういう理解でよろしいですね。 

（牛尾議員） そうですね。情報があることによって制度設計が早まると思うんです。 

（竹中議員） わかりました。そこは御指摘がありましたので、どのような形で準備
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体制をやるかというのは引き続き議論いたします。福井総裁。 

（福井議員） 今日頂戴ちょうだいしました基本方針（素案）、これには文章上まだ

ちょっとこなれていないところが幾つかありますが、別途これは申し上げてよろ

しいわけですか。 

（竹中議員） これは今役所ベースでどうぞいろいろ御議論をいただきたいと思って

おります。奥田議員。 

（奥田議員） 労務問題については、今お話がなかったんですが、これはどういう考

え方で。 

（竹中議員） 引き続き議論をするということです。 

（奥田議員） そういうことですか、これは麻生大臣のところから出てきたのは、職

員28万人の異動、所属がえというふうになっていまして、基本方針（素案）の方

では、雇用のあり方のところで「希望者に対して再就職先の斡旋を行う」という

ことで、結局、現在の職員の数から漏れてくるという、そういう考え方が出てい

ると思うんですけれども、６ページの（エ）ですけれども。 

（竹中議員） これは先ほど麻生大臣から御指摘があったところですので、その意味

も含めて再検討いたします。どのような表現をするかというのは御相談して再検

討いたします。 

（麻生議員） 基本方針（素案）６ページのその後の「雇用のあり方」の（ア）では、

「新会社の職員となる」と書いてあります。その上のところは、「職員の新会社

参加の意向調査を実施し、･･･。」と、今、御心配されたところなんだと読めます

けれども、これは読み方にはよってはちょっと矛盾している形になっていると。

先ほどの福井総裁も同じように、「こなれていないんじゃないか」という、多分、

御指摘なんだと思います。大変恐縮ですけれども、竹中大臣をかばう立場では全

くありませんけれども、これは夜中、大体数名で書き上げておりますので、正直、

ちょっとこっちも頭の回転が遅れて申し訳ないんだと思いますけれども、そうい

うことだと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣からお言葉をいただきましたところで、引き続き皆様の意見

を伺いながら時間的な問題もございまして、麻生大臣と私の方で総理と相談をし

ながら、この「Ｐ」になっているところの書き方について、次回ぐらいまでに案

を出させていただきたい、と思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） では、麻生大臣と私で、総理、官房長官とも相談して、ぜひとりまと

めてみたいと思います。総理。 

（小泉議長） 大体、議論は煮詰まってきましたから、あとはうまく数日間ぐらいで

よく調整して、いい結論を出したいと思います。よろしく御議論をお願いします。 

○国から地方への改革の加速について

（竹中議員） 	ありがとうございました。それでは、郵政はこのぐらいにしまして、

次のテーマに移らさせていただきます。国から地方への改革の加速でございます。
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民間議員からペーパーが出ております。そして、麻生大臣、谷垣大臣からも御発

言がございます。民間議員からお願いします。 

（本間議員） それでは、「三位一体改革の推進に向けて－地方財政計画・地方交付

税の改革を中心に－」ということで、民間議員から問題提供をさせていただきま

す。８月24日の諮問会議では、地方六団体から提出のあった「国庫補助金等に関

する改革案」について、我々は基本的に、それを尊重すべきだという形で完了し

たところでありますが、実は地方六団体の議論の中で、地方財政計画あるいは地

方交付税の改革についてはほとんど触れておらず、むしろバッファとして現状を

維持してほしいというようなニュアンスも見られるような状況でございました。

しかし、三位一体の改革というのは、この補助金削減、税源移譲、そして地方交

付税の改革という芽が一体となって実現をするというのが本来の目的であります

し、マクロ経済的に見ましても、これからのプライマリーバランス、あるいは潜

在的国民負担率のコントロールということを考えますと、この交付税改革、地方

財政計画についての抜本的な議論をしっかりやらなければならないということは

言うまでもないところであります。 

諮問会議におきましても、御承知のとおり、2001年に既にこの問題については

牛尾議員と私の方から問題提起をさせていただいておりますし、2002年において

も問題点を指摘しておるところでございます。その意味で、今年はこの問題につ

いてきちんとした考え方を整理し、そして具体的なプロセスに乗せていくという

ことが重要であろうと思います。もちろん、地方の側からは交付税が、この３年

間、前年度比で毎年1.7 ％減を強いられている、あるいは減額のルールが明確で

なくて、予測できない、こういう不満もあるということは事実でありますので、

その辺のところについても工夫をしながら問題を改革に向けて推進するというこ

とだろうと思います。 

ペーパーは幾分抽象的に書かれておりますので、少し具体的に整理しながら、

問題の所在を把握し、その上で改めて、地方交付税、地方財政計画の問題点、あ

るいはあるべき姿、そして今後の進め方について整理をいたしたいと思います。

我々のペーパーの昀後の「地方財政計画のイメージ」というものを見ていただき

たいと思います。これと席上配付資料といたしまして、一つは地方財政計画と決

算の乖離状況及び地方交付税制度の仕組みというものをセットにしながら、かい

摘んで説明させていただきます。 

交付税と申しますのは、そのバックに地方財政計画というのが厳然として存在

をいたしております。これは、地方全体の歳出というものを基本的には投資的経

費でありますとか、一般的経費でありますとか、給与関係費、公債費、こういう

形で分類しながら積み上げて総額を決定をし、その総額に対して、左側の歳入サ

イドの国庫支出金、自主財源である地方税、地方債、そして手数料等の総額を比

べて、そのギャップを地方交付税として地方に配分をするというのがやり方であ

ります。 

このやり方におきまして、第１番目に指摘すべき点は、この現在の地方財政計
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画が85兆円弱ございまして、この金額というのは、地方歳出全体のほぼ９割以上

をカバーをし、ほとんど地方が自主的裁量権を発揮できないで、この地方財政計

画の範囲の中にあるということが大きな問題点であろうと思います。 

したがって、歳入面においては、国税が３、地方税収入が２というような形で

４割自治と言われる場合がございますけれども、実質的なコントロールという意

味では、これは１割自治に近い姿、形になっています。その点で、この問題がま

さに自主、自立の側面において、必ずしも十分に地域の個性、活性化というもの

に活用できない部分になっているのではないか。そして、このギャップとして決

定される地方交付税が、各個別の都道府県、あるいは市町村に配られますときに

は、基準財政需要額と基準財政収入額のギャップという形で配分され、そして、

全体の配分と個々の市町村、都道府県の配分が決定されるという仕組みでござい

ます。 

大まかに申し上げますと、基準財政需要額というのは、規模に応じて一人当た

り段々減少していくという構図になっております。それに対して収入面、これは

自主財源の部分でありますけれども、これは基準財政収入というのは右肩上がり

になって、逓増的に人口が増えれば増える。こういう特徴を持っております。 

この格差というものを完全補てんするというのが現在の地方交付税制度でござ

いまして、この基準財政需要額の算定に当たりましては、個別の歳出項目の数量

と単価をかけて積み上げる、こういうやり方で決定をするわけであります。とこ

ろが、この張り付け方というのは、調整係数等も含めまして、かなり裁量度が存

在する場合もございます。 

そのことを少し、地方財政計画の決算の乖離状況との関係においても見ること

ができようかと思います。 

次に配布資料の２枚目を見ていただきたいと思います。この地方財政計画で現

在の歳入構造の歳出の部分に当たります投資的経費の中で、単独部分だけを抜き

出したものでございます。当初の地方財政計画とそれから現実の決算の関係を見

てみますと、投資的経費というものが当初計画に比べて著しく下回っているのに

対し、逆に一般行政経費の単独の部分は、当初計画よりも決算値が上回っている。

こういうことが出てまいります。 

つまり、事前の地方財政計画の策定と個別に配分される個々の都道府県、市町

村の決算値というものが大きくずれている。したがって、この点ではプロセスの

透明性とルールの基本的な考え方が何であるかということが、必ずしも現在の地

方財政計画並びに地方交付税の算定構造の中では見えないというのが実態であろ

うと思います。 

そういう観点で現在の制度を考えますときに、ペーパーに戻っていただきたい

と思いますけれども、まず、我々は地方財政計画が余りにも幅広くカバーし過ぎ

て、そのことが地方の自立を阻害しているのではないか。その意味で三位一体改

革、あるいは、更にこれから行われる地方分権改革において、きちんと見直して

いく必要性があろうかと思います。現実に今、地方交付税の不交付団体数は全体
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の４％に過ぎず、過度の交付税依存体質というのが定着をしているというという

ことだと思います。 

それから２番目は、もう既に述べておりますけれども、この総額の算定根拠と

個別の交付税について、計画・実行・評価の透明性ある、あるいは合理的な算定

基準というものが必ずしも明確ではないということでございます。 

そして、この背景には我々として、借入残高というものが交付税特会で50兆円、

地方債の発行残高142 兆円ということでございますから、単にフローの問題だけ

ではなく、ストックの清算を国と地方がどのように取り組んでいくかということ

もまた、この問題を複雑にしておるわけであります。臨時財政対策債と言われる

ものが交付税等のところに繰り入れられているというようなことから常態化をし

ております。その意味で清算・償還のルールの明確化、国と地方のシェアをどの

ように考えていくかということも、これから考えなければならないと思っており

ます。 

それから、２のところは既に私が申し上げたことでございます。自立自治の問

題、それから、努力しがいがある競争する自治体をどういう具合に支えるかとい

うこと。それからプライマリーバランスをどのように確立していくのか。更には、

中長期的な負担率というものをどのようにコントロールしていくか。財政調整機

能、これは弱いところがございます。これに対しては、きちんとしたナショナル

ミニマムに対応する部分のところをきっちりと支えよう。いずれにしても、住民

本位の原則、自治体経営というものが、国のコントロールのもとでなされている

のを、やはり住民のガバナンスが発揮できるような状況というものをつくってい

く必要性があろうかと思います。 

昀後の今後の進め方でございますけれども、４枚目のところに戻っていただき

たいと思いますが、今の問題点の指摘から投資的経費、あるいは一般行政経費の

中における、例えば、奨励的補助事業の地方分担、地方独自のサービスに係わる

経費、こういうものはやはり地方が自主的に決定すべき部分でありますし、ある

いは公債費の元利償還費でありますとか、公営企業債への元利償還費、これはそ

れぞれ自分たちで決定すべきテーマだろうと思います。 

こういうものをむき出し、国の昀低限の部分に地方交付税制度あるいは地方財

政計画を設定していく必要性があろうかと思います。ぜひ、この問題について、

きちんとした議論をする場をつくっていくということも重要かと思います。 

それから、スケジュールでございますが、この切り離す方向性を全体像に明記

をして、そして予算の基本方針等に明確に反映させるということをやらなければ

ならないと思いますし、この問題について、17年度予算から着手しながら、具体

論として地方債の協議制度も含めて、集中調整期間の２年の間に仕上げていかな

ければならないと思います。行革の部分につきましても、引き続き「基本方針2005」

で明らかにするという形でもう一段踏み込んでいく必要性があろうかと思います。

それから、もう１つは決算が地財計画に対してなかなか反映していないという

ことでございます。この辺のところをやはりきちんとディスクローズ（説明責任）
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をしていくということ。更には、先ほどから繰り返し申し上げておりますけれど

も、プライマリーバランスの回復に向けて、あるいはストックの清算に向けてき

ちんとした取組というものを今後やっていくために、我々はこういう問題につい

て、10月の諮問会議で基礎的収支に関する試算を前提にしながら、もう一段踏み

出していくべきだろうと思います。以上であります。 

（竹中議員） 麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） ７時までで、今のに対する反論はなし？ 私の方だけで言って……。 

（竹中議員） いいえ、どうぞ反論を。 

（麻生議員） それでは反論を先に手短に言わさせていただきたいと存じます。 

この中で一回既に何年か前に議論をされたんだと思うんですが、民間議員が提

起しておられる中で、義務部分と自主部分という話が、この図の中で出てくるん

ですけれども、私どもから見ていて、一番問題だなと思いますのは、常識的に言

って、この自主財源というところがあるんですが、この自主財源を上の方と下の

方と書いてありますけれども、この絵だけを見るとえらく大きく自主財源がある

ように見えるんですが、これは実は全然ない。絵の書き方としては、甚だ誤解を

招く絵になっているんだと思うんですが、自主財源がこんなにあれば苦労しない

です。基本的には、この自主財源というものは、小さな団体では、自主部分の行

政は事実上５％弱ぐらいしかないとよく言われている話でもありますので、その

ために町村合併や何やらしたところで、そう自主財源が急激に増えるわけではあ

りません。 

したがって、そういった意味では、これは多分財務省的に言えば、この下の方

の自主財源という話に、もっと上から持ってこいという話でしょうけれども、地

方からいけば下の方の自主財源から上の方に持ってこいという話に基本的になる

んだと思いますので、僕はそういった意味では、自主部分という部分の振り分け

というのは、極めて難しいという点をまず第１に申し上げておかないといけない

ところだと思っております。 

それから、乖離の話が出ておりましたけれども、この乖離の点につきましても、

私が見ている範囲では、国より地方の方がより地元からの住民のソフトの要求に

対して答えざるを得ない立場にいますから、例えば介護、保育等々のソフトの部

分に関しましては、少なくとも住民ニーズに対して柔軟に対応しているのは地方

だと思います。国じゃありません。そういった意味では、私どもが見た範囲は、

ソフトが増加するということに関しては、基本的にはソフトというのは一般行政

経費ということになります。一般歳出ということになるんですが、この一般行政

経費の増加には、財務省としては当然反対するわけです。一件ずつ査定をすると

いう話になるんでしょうけれども、それは住民の地方分権とは全く反することの

流れになります。 

私の方としては、ここは投資的経費の単独と一般行政経費の単独が一体的に乖

離しているという話は、ハードからソフトに住民の要望に合わせてやっているわ

けである。ハードについては、景気対策としてやれやれといって進めたのも政府、

 22




 

 
平成 16 年第 22 回 議事録 

正確には主計局ということになるんでしょうけれども、財務省ということになる

んだと思いますよ。どんどんやっておいて、いざその時の借金を返すという段階

になったら、その部分は切りますと言われたら、国のために協力して、いざそれ

を返済する話になったら途端に交付税は切りますという話は、幾らなんでも余り

品のいい手口じゃないんじゃないか。 

私どもは財務大臣が考えているとは言いませんけれども、考えそうな人が多い

ところでもありますので、目の前に財務省がいるから言うわけじゃないのであっ

て、従来、そういうようなことの多いところですから、私どもは乖離というもの

を是正するのは正しいと思いますけれども、全体で乖離是正をしなければならな

い。なさらないと、一番上の配分比率のこの話を読めば、これは何となく財務省

が、いかにも、この下の方の自主財源の話を部分を上の方に持っていくという話

に見えますので、何となく公債費というところが上に書いてありますが、この中

には小学校の改修資金も、それから、今環境省でやっていますごみ処理施設の分

も、雨水・下水道の分の処理も公債費の中に含まれている。考えておられる。こ

れはほとんど義務的経費であり、とは言え、住民ニーズに合わせてやらざるを得

ない話でもありますので、そういった意味では、何となく交付税減額の手段とす

るために自主部分に整理して考えているだけである。私どもは今やっと、三位一

体というのを地方に考えさせるという総理の決断でスタートでき、事実、激論５

時間とか、８時間とかというのを何回もやって、やっとまとまった通したところ

でもありますので、その意味では、今、このお話というのは、ちょっとぱっと見

たところの２点だけは少々気になりましたので言わせていただきました。 

私の方の三位一体改革は何分ぐらいで説明すればよろしいんですか。 

（竹中議員） どうぞ大臣のペースでやっていただいて。 

（麻生議員） いや、延々としゃべっている分に関しましては、何時間でも……。 

（小泉議長） わかりやすく短くやってよ、できるでしょう（笑）。 

（麻生議員） お手元に資料を配ってありますので、それを見ていただくと一応書い

てありますが、三位一体の全体的な基本方針というのは、ここに書いてあります

とおりなので、今、税源移譲等々が確実に行われておるところでもありますので、

この点に関しましては、あえて申し上げる必要もないと思います。 

国と地方との信頼関係というのは、この間の総理の決断のおかげで、信頼関係

というのは改めて醸成されたと思っております。基本的には財政力指数というも

のからいきますと、地方交付税改革という３つの話を、三位一体というのは３つ

一緒にやることになるんですが、基本的には財政力指数というものからいきます

と、財政力格差の拡大というのは平成17年、18年に税源移譲が進めば間違いなく

地域間格差は広がります。これは間違いなく広がります。その分だけ税金でやる

といったって、税の対象になっている人口もなければ、法人もないところがあり

ますので、それをどうやって埋めてやるかというと地方交付税しかない。 

話は、過日の公立保育所園という実績がありますから、今回は一応の信用を得

たのだと思います。そういった意味では、この地方歳出の見直しというのは、当
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然のことなんですが、国の歳出見直しと歩調を併せてやっていかなきゃいかぬと

いうことだと思います。 

算定方法の簡素・中立化について、これは間違いなくそうだと思います。この

算定方法の中で、よく出てまいります中で、交付されております不交付団体とい

うものの割合が出ますけれども、「基本方針2003」のときに人口割合でやると既

に決定しておると、私どもはそう理解しております。今の段階で人口割合からい

きますと、17.72％ぐらいのものだと記憶しますけれども、少なくとも市町村数で

いけば、不交付団体というものの数からいきますと、平成16年現在では4.3 ％と、

先ほど本間先生が言われたとおりになっておる。これはしかし人口比でいきます

と、17.7％ぐらいになると思っております。不交付団体のところは大きな町・市

が多いからということだと思いますので、その意味では、私どもは今後、人口比

の割合でやっていくことで３分の１というような形にやっていかなきゃいかぬの

であって、とてもじゃないけれども、市町村数でやったら、なかなか難しいと思

っております。 

２ページ目ですが、「地方の改革案を尊重した国庫補助負担金改革」というの

を、これはこの前の地方公共団体で真剣にやった結果、ああいった形でできると

いうことで、この経済財政諮問会議にも皆さんでお招きをして話を聴くという機

会を与えていただいたと思います。 

基本的に一番大事なことは、国庫補助負担金を廃止して、税源移譲に結び付け

るというのは、何かがと言えば、結果的には地方公共団体は国に陳情する、また

県に陳情する等々のいわゆる重複業務というものがなくなって、自分たちでやれ

る。国、県、市町村と三重行政みたいになっている部分がスリム化されるという

ことは、これはそれだけでもコストダウンが図れるのは当然のことだと思います。

その中においては、一般財源化で特に優先すべきは人件費と思っておりますの

で、これは随分過去切ってきたと思いますが、昀後に残ったのは義務教育という

ことだと思っております。これは地方公務員を含めまして、ラスパイレス指数は

かつての110.6109 から100.1 まで下がっております。実質100 以下のところはか

なり多いのであって、これは人事院の勧告無視ではないかと、今、労働組合から

いろいろ話題になってきておるところでもあります。 

その中で施設整備費の国庫補助金については、事業単位で廃止、税源移譲すべ

きということはいろいろ意見の分かれるところだと思いますが、ここのところは、

私どもとしては、毎年経常的に施設整備事業というのは行われておりますので、

そういった意味では、私は国費相当分の税源移譲は必要なものだと思っておりま

す。 

「国の関与・規制の見直しを併せて実施」ということを書いておりますが、こ

れは大分変わりましたので、公立保育所の一般財源化の際にも、規制の見直しが

議論されというのは結構行われたと思っております。 

また、その次の「単なる補助負担率の引下げ」というのは、生活保護が一番わ

かりやすい例だと思いますけれども、地方としては、単なる補助率負担の引下げ
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では、全然自由度が増しませんので、今回の改革の対象とすべきではないと思っ

ております。 

資料３ページにまいります。財政力格差の拡大について、いろいろ書いてあり

ますけれども、基本的には、地方交付税制度の本格的改革が急がれるというのは、

私どももそう思っております。 

ぜひ地方交付税というものを見ていただくとおわかりと存じますけれども、平

成13年の小泉政権発足以後、少なくとも国の一般歳出は48兆7,000 億円から47兆

6,000 億円と１兆1,000 億円減っております。それに比べて地方の一般歳出は、

73兆6,000 億円から68兆1,000 億円と5.5 兆円減っております。地方交付税も同

じく20兆3,000 億円から16兆9,000 億円と約3.4 兆円減っておるという事実をぜ

ひ配慮していただければと思っております。その間、約3.4 兆円ぐらいの地方交

付税削減という改革を進めておりますから、地方からやたらいろんな意見が厳し

く私どものところに寄せられている真っ昀中でもあります。これは国と地方との

信頼関係というのは何といったって、この改革においては大前提でもありますの

で、教育・福祉等基本的な行政サービスにかかわる事業につきましても、国庫補

助負担金を廃止・縮減しても、これはいろんな意味で地方交付税をいろんな形で

有効に使って、平成17、18年度の間は有効に使わせていただいて地方税と地方交

付税で万全の財政措置をしない限りは、税源移譲はされたが、前より金が減った

ということになると、これはえらいことになりますので、ぜひとも基本は税源移

譲だと思っております。 

財政力格差というものの拡大は避けがたいと思いますので、そういった意味で

は、10％の比例税率化と一応ここに書いてありますけれども、これは住民がいな

いところに10％もらったって、補助金のときは２億円来たけれども、税金になっ

たら１億2,000 万円しかこなかった、8,000 万円はどうするんだとか、そういっ

たレベルの話だと思っております。税源の偏在というものは、ぜひ税制面におい

ても、これはうまいこときっちり対応していくということを考えないと、長期的

には結構難しい話だと思います。きちんとした段階で、私どもの財源措置という

ものとか、地方交付税の財源調整とかいろんな対応を迫られているんだと思いま

すけれども、この補助金の改革と税源移譲の姿というのが、まだ極めて不明確な

形になっておりますので、明確になりました段階で、私の方から正式に提案をさ

せていただきたいと思っております。 

４ページのところにつきましては、地方歳出の見直しと算定方法の簡素化・中

立化と、これは当然やらなきゃいかぬところなんだと思って、この点は先ほど本

間先生からも言われましたが、予見可能性というのが大事なんだということにつ

いては私も全く賛成であります。 

基本的な行政サービスのあり方や国の関与を見直し、それに対応した地方財政

計画の歳出水準を設定して中期的に見通すことになるんですが、もう本間先生御

存じのとおりに、国税５税と言われます所得税、法人税、酒税、たばこ税、消費

税という、この５税のうちから、所得税だとそのうち地方に32％だったか、酒税
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も同じ32％、消費税だったち29.5％とか、国税としてとったうちの中から回して

いく部分というのがあるんですけれども、それを全部とって、その他法人税、た

ばこ税を全部入れまして、国税５税の範囲で全部とれて歳出と見合う税交付税率

にセットし直せなれば、これは総務省なんかに陳情に来なくていいんですよ。総

務省はやることが減る。 

しかし問題は、それをやるには、ある程度、地方税なり何なりの税の比率が、

今の国税との負担のあれで、前回８兆円足りなかったとか、10兆円足りなかった

とか財源不足が生じてということになっておりますけれども、それが足りないか

ら特例加算交付税とか、これが足りないから何とかということになるのであって、

私どもは、これが昀初からきっちり数字を見通せて、これがみんな45％になると

か、50％になるとかということに仮になったとしますよ。とても谷垣さんの前で

そんなことを言えた話じゃないので、冗談言うなということで終わるでしょうけ

れども、法定率分というものをある程度きちんとセットしませんと、これはなか

なか簡単にはいかんところだと思う。 

ただ、今のように税収が足りない段階でとてもやれる話ではないと思いますの

で、この話は、私どもとしては、地方交付税総額というものが予見できるような

形にするのは技術的には十分あり得る。そうすれば、地方も何も余計な交通費を

使って来ることもない。ぜひそういった意味で、国税５税の法定率分の範囲内で

ということが私どもとしては将来の姿であろうと思っております。 

したがって、法定率分の交付税と当たり前の話ですけれども、地方税、交付税

というもので対応できるようにセットさえすれば、毎年の予測が可能になるとい

うことなんだと思っております。 

次に、「算定方法の抜本的な簡素・中立化を進める」ということが書いてあり

ますが、「行政サービスの水準を国が義務づけるもの」や「国民が地域格差を容

認しないものに義務づける」とか、そういったものというのはいろいろあるんだ

と思いますけれども、毎年補助金を出すというようなものは、逆にどうしても必

要というようなそういった形になっているというのだったら、別途の考慮が必要

ではないか別のことを考えないといかんのだという感じがいたしております。 

資料の５ページ目の「Ⅴ 不交付団体（市町村）の人口割合の増加」につきま

しては、今、そこで先ほど一番昀初に申し上げましたけれども、不交付団体数で

いきますと133団体あります。しかし、不交付団体の人口は約2,241 万2,000 人と

いうことになっておりまして、私どもしては、全人口の約17.7％ぐらいに当たり

ますので、これを少なくとも4,200 万人、３分の１と思っています。総理から、

「せめて半分とは言わないが、３割ぐらいは何とかならぬのか」というお話を前

にいただいたことがありますので、その意味では、不交付団体の数ではなくて、

人口でいきますと、先ほどのいろんな中期的な不交付団体の人口割合を３分の１

にすることを目指すのは、これは実現可能になり得ると私どもそう思っておりま

すので、そういった意味では、今の2,200 万が4,200 万ぐらいのところまでいく

んじゃないかというふうに思っております。 
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昀後に６ページになりましたけれども、これは地方団体が実施している事務と

いうので、横軸、縦軸に国の関与が強まる度合い、縦軸も強まるというので色分

けを一応ささやかながらしておりますけれども、こういった形のものになってお

りますので、この中で申し上げたいのは、地方単独事業というのは、単に一般財

源等で実施しているものの中にという意味であり、警察官とか、消防職員とか、

高校の教職員もこの中に含まれておるんです。 

一般財源でありまして、そして、これはもちろん補助事業ではありませんから。

それから次に保健とか児童相談とかいろいろ書いてありますけれども、こういっ

たものやごみ処理の話や何やらも、これは一般財源でやっております。 

もちろん、私学助成やら何やらを含めまして、小中高の学校運営とかなんとか

ということに関しましても、一般財源でかなりの部分、学校の補修やら何やら、

先ほど申し上げた公債費、公債費というのは公の債費ですけれども、そういうよ

うなことをやっておりますというのが実態だということも御記憶をいただきたい。

私どもとしては、中長期的な意味ではきちんとしたものを、税源の移譲、それ

から財源保障というものがきちんとされました段階、いわゆる三位一体の補助金

改革というものの形が明確に、今また、えらい騒ぎになっておりますけれども、

姿が明確になった段階できちんと提案をさせていただきたいと思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣、今のは、その段階で交付税のあるべき姿について提案をし

ていただく、そういう御趣旨ですか。 

（麻生議員） 税源移譲の額と補助金改革が全部決まりました段階で、私ども持って

まいりますので、何となく、税源が来るんだか、来ないんだかちょっとよくわか

らないところもありますので。 

（竹中議員） わかりました。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 私からは資料を３つ出させていただいて、資料①で私どもの考えをま

とめてあるんですが、今日は時間もございますので、資料②でエッセンスを説明

いたしたいと思います。それから、資料③は前回地方六団体がお見えになりまし

たときに、六団体のお考えに口頭で私が申し上げましたのをもう少し整理してま

とめたものでございますので、御覧いただければと思います。 

そこで提出資料②の１ページを御覧いただきたいと思います。上の図はプライ

マリーバランスの国と地方を対比したものでございますが、国は急速に悪化して、

平成16年度19兆円の大変な赤字でありますが、地方は1.7 兆円黒字となっている。

それから、下の「近年の税収の推移」というところを御覧いただきたいと思いま

すが、国・地方ともにバブル期に税収が伸びましたが、国税収入は、その後景気

の落ち込みや減税等で昭和末期の１割減というところまで低下しているわけです。

一方、地方財政はバブル後も高い水準で安定しているということでございます。 

それから、次の２ページの公債依存度の推移のグラフでは、国は近年急速に悪

化しまして44.6％という、つまり事業の財源の約半分が税、半分が借金、こうい

うことであります。したがって、補助金を削減しても浮いてくる税収は削減額の

約半分に過ぎない。仮に８割、10割の税源移譲を行うと、国の公債依存度はます
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ま悪化する。こういう関係にございます。 

それから、下の「長期債務残高と税収の比率」というところでございますが、

債務残高と債務の返済財源である税収の規模の比率を見ますと、国の債務残高は

税収の17.2倍という状況でございます。深刻な状況です。仮に国の税収が更に減

る場合は国債への信認の影響を心配しながらやっていかなきゃいかぬということ

でございます。 

国と地方どっちが貧乏かというようなことを申し上げて恐縮でございますが、

そういう状況でございます。 

そこで次のページをお開きください。これは先ほど本間先生の御議論とも重な

るところがございますが、地方交付税について財源保障機能を中心に申し上げた

いと思います。３ページ、図の左側ですね、地方財政計画の歳出は84.7兆円、約

3,100 の地方団体総体の標準的な歳出をこれで計上するということにされており

ます。右側の歳入、これは白い部分は地方税等との歳入がありまして、歳出に足

らない差額、網かけ部分21.1兆円、これは交付税等で補てんしておりまして、こ

の差額によって交付税の総額が決まってくる。こうした差額、「足らない分」の

補てんが、いわゆる財源保障機能と言われているわけでございます。つまり、地

方財政計画の歳出に計上されますと、すべて同額の歳入が財源保障される。国の

関与のない地方単独事業や地方の借金の支払いである公債費も含めて、交付税等

での補てん対象になっているということでございます。左側の歳出が増加します

と、この分、網かけの差額部分も拡大して、その結果、交付税も拡大するという

仕組みになっております。 

次に４ページ。今の話の裏づけでございますが、図の上の枠内にありますよう

に、平成６年度から10年度の平均と11年から15年度の平均を比較しますと、歳出

規模は3.5 兆円増加しておりますが、同じ時期に交付税も3.4 兆円増加しており

ます。つまり、地方財政計画の歳出規模の増がそのまま交付税の増となっており

まして、ここからは自治体の課税自主権の発揮といった自助努力はなかなかうか

がえない。こういうことでございまして、こういう国依存状況を招く財源保障機

能は見直しが不可欠ではないかと考えます。この仕組みの結果、地方の歳出は肥

大化してきている。特に地方が独自の判断で増やすことができる地方単独事業は

伸びが大きいということができると思います。 

次に５ページ。これも先ほどお話がありましたが、地方財政計画歳出の昀大の

問題点は投資単独事業の決算と計画との乖離でございます。投資単独とは、地方

が単独で実施する公共投資のことでございますが、平成13年度の投資単独は地方

財政計画で見込んだ額に比べて、実際に使われた額が６兆円も少ないということ

でございます。 

下の図を御覧いただきますと、左側の地方財政計画で投資単独が17.4兆円とな

っておりますが、実際に使われる額が右側の11.4兆円ということでありまして、

地方財政計画では財源保障機能によって17.4. 兆円分の財源が手当されるという

ことは、つまり、過大に計画された歳出分についても計画規模が膨らむので交付
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税の増加につながるという関係がございます。 

それでは、過大に財源された分、つまり下の図の網かけ部分、これが約６兆円

ですが、どうなるかというと、多く地方公務員給与や地方の経常経費等に使い回

されるという実態があるのではないかと思っております。この点につきましては、

次の６ページを御覧いただきたいと思いますが、地方公務員給与は地方財政計画

で標準的なあるべき水準を計上しておりますが、実際の給与支払額はこれを1.5

兆円上回っております。これが先ほど申し上げた結果と考えられるわけですが、

こうしたことを防ぐためには、投資単独への過剰な計画計上によって生じる過剰

な財源手当を見直す必要があろうかと思います。一般行政経費や給与等につきま

しては、標準的な水準とされるものが地方財政計画に計上されているわけであり

ます。したがって、過剰な財源手当をもとに実態として使用している額が多いと

いう実態をとらえて、給与や一般行政経費の計画計上額を増やすことは、財源保

障範囲のいたずらな拡大ではないかというふうに考えます。 

次に７ページ。もう１つの使い回し先とでも言うべき一般行政経費単独事業、

これは決算ベースで昭和59年度の実に2.25倍という極めて高い伸びを示しており

まして、様々な財政指標と比較しましても、極めて常ならぬ拡大ぶりであろうと

思います。こういうふうに肥大化しておりますが、この経費はなかなか実態が明

らかにはなりません。敬老祝い金であるとか、入学祝い金であるとか、温泉入浴

料の補助というような標準的歳出としては不適当と思われる事業にも使われてい

るという指摘がございます。その具体的使途を明らかにして精査したいというよ

うなことで予算執行調査等でも取り上げようとしているわけですが、財務省から

各自治体に実態調査をお願いしたわけですが、必ずしも十分な協力は得られてい

ないというのが実情でございます。地方の声を聞けという御意見も強いわけです

が、そうであるならば、地方も実態を明らかにする姿勢が必要じゃないかなと思

います。 

それから、投資単独も含めまして、先ほど本間先生の御指摘もあったわけであ

りますが、決算数値の判明が遅いということが、これは決算数値をタイムリーに

計画に反映できないことにもつながっておりますので、この点もひとつ改善が図

られるべきではないかと思います。 

それから、昀後に幾つか飛ばしまして10ページ。地方歳出は小泉内閣になって

からの３年間ようやく縮減してまいりまして、先ほど国よりも努力が多いという

麻生大臣の御指摘もございました。しかし、過去の急拡大を踏まえますと、削減

しているということでありますが、に増え過ぎたものをもとに戻すというふうな

状況ではないかと思いまして、この三位一体改革の本格化に伴いまして、やはり、

この３年間の改革ペースを更にアクセルを踏んでいくということが必要じゃない

かなと思います。当然、麻生大臣から御反論があると思いますが、このぐらいで

やめさせていただきます。 

（竹中議員） それぞれに反論があると思うんですが、ほんとに時間が押しておりま

して、今日の議論はキックオフでありまして、全体像をまとめるための出発点で
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あります。今日の時点でぜひ御発言したいということについてお願いを申し上げ

ます。 

（麻生議員） 財務省らしいなと思いましたのが、今の地方と一般歳出の伸びの話で

すけれども、昭和60年度から国庫補助率負担金の引下げの話というのが行われた

のは御存じのとおりなんですが、その前年度の昭和59年度を起点として比較を行

うというのは、地方歳出が増えるように見えるだけであり、これは適切さを欠い

ていると思うんです。起点としては、現行水準で恒久化された平成５年度という

のが起点とされるべきなのであって、いきなりその前の昭和60年度からやるとい

うのは正直いかがなものかと思っております。 

この負担率が恒久化した平成５年以降で国と地方の一般歳出の伸びを比較すれ

ば、平成５年を100としてから16年度までの約12年間で比較すれば、国は119 、地

方一般行政単独＋投資単独は96になっていると私どもの資料ではそうなっており

ます。国と地方の歳出総額も比べていただくと、この10年間で平成７年を100とす

ると地方歳出総額が85.6に対して、国の歳出総額は108.1 になっているというの

が私どもの持っている資料でありますので、あえて申し上げさせていただきたい

と思えば、資料の使い方が少しという感じがいたしました。今日はこれだけです。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） キックオフだというので、私も正直言って少し安心したんですけれど

も、総務大臣と財務大臣の話を聞いていると頭が分裂しそうになるんですが、い

ずれにしても、国がこれだけ大変だ、地方はこれだけ豊かじゃないかという財務

大臣のお話と、それから総務大臣の方は三位一体を進めていけば、地方がきちっ

とやれば非常によくなっていくよ、人口で言うと３分の１が不交付団体になって

いくよ、と非常にいい話なんですけれども、しかし、その地方も三千幾つの町村

の中にはピンからキリまであって、３分の１達成できればいいじゃないかという

ことでは決してないのだろうと思うわけであります。 

問題は、本間先生が冒頭にお話になったように、地方交付税の算定基準という

ものが、どうしても私の立場から言えば人口中心になっていて、逆に言うと、人

口密度の低いところ、あるいはまた中小企業しかないところ、あるいはまた第一

次産業、第三次産業しかないところと第二次産業を中心としたところでどうして

も格差が出ているという、これはひがみかもしれませんけれども、現実があるん

だろうと思います。何も牛の数をカウントしてくれとは言いませんけれども、そ

こをカバーするかしないか、あるいは納得できるかどうか。私は細かいことはわ

かりませんけれども、よく欧米に行くと人口が５万や10万の町がものすごくきれ

いで、ものすごく豊かそうに見えて、ちょっとしたビル街があってと。これは一

体、どうして日本は田舎に行くと同じ５万、10万の町でも欧米と比べてこんなに

違うんだろう。多分インフラの歴史の違いがあることは事実なんでしょうけれど

も、それにしても芝生をきれいに敷きつめて、お花がいっぱい咲いているこの町、

聞いたら人口が５万、10万人。日本で東京から飛行機で何時間というところで、

人口５万、10万人の町と言えば、緑はあるけれども、きれいとは言えないところ
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も多い。私のところで言えば、農機具、あるいは車のポンコツを片づけないとか、

花をもっと植えなさいとか一生懸命言っているんですけれども、町自体がよくや

り切れないというのは一体何なんだろうかということをずっと前から不思議に思

っているわけです。 

そういう意味で、これ以上言いませんけれども、一つだけ申し上げれば、谷垣

大臣の御説明の中で、地方財政はこんなに国よりもいいじゃないかと言うけれど

も、それは再建団体に指定されたら、これは大変なことになるわけですから、必

死になって自治体は再建団体に指定されないように頑張っているということも事

実なわけでありますから、キックオフですからこれ以上申し上げませんけれども、

国と地方、それから地方の中にもいろんなところがあるということは、ぜひ議論

の前提として、これから進めていただきたいと思います。 

（竹中議員） すみません。御発言、あとお一方にさせていただきたいと思います。

それでは吉川議員。 

（吉川議員） 我々の民間議員の考え方というのは、本間議員が先ほど説明された我々

の提出資料の昀後の図に集約されているわけです。要は理想形として２階建て論

なんですね。つまり、地方財政計画の対象になって、交付税の対象になるような

ところは１階。国が義務づけているような事業とか、国が明確な基準を定めてい

るような事業に限る。これは２階建ての１階部分の議論なんです。それに対して

麻生大臣が説明された資料の４ページのここを拝見する限りでは、私は我々の考

え方に近いのかと見えるんですが、つまりは、すべての国民に提供すべき基本的

な行政サービスをもって地財計画の歳出水準として、それに見合って地方交付税

の総額を決める、とある。この麻生大臣の提出資料４ページにはこう書いてある

わけですから、これは私どもの２階建て論と同じであるのかどうか、これをお尋

ねしたい、が１点目。 

もう１つは、我々の提出したこの地方財政計画の決算との乖離、これは財務大

臣も既に指摘されましたけれども、投資的経費の方でも外れ、一般行政経費の方

でも外れているわけです。逆方向にもちろん外れているんですが、これは逆で外

れているから足し合わせるとうまくいくというのは、足し算で間違えて、次に、

引き算で間違えて、足し合わせると答えが近くなっている、そういうことかもし

れません。しかし、交付税というのはあくまでもこの計画に基づいて算定される

わけですから、そうなってくると、交付税のもとになっている計画というのは一

体どういうものなのか、とこういうことを問わざるを得ないわけということです。

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） ちょっとキックオフにならぬと思います。かなり時間がかかるから、

次にやられたらいかがですか。 

（竹中議員） よろしいですか。 

（麻生議員） はい。 

（竹中議員） では、次回に御発言をいただくようにいたしたいと思います。今日は

民間議員から御提言をいただいたわけですが、これはこの諮問会議で提言するの
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は実は2001年、2002年に続いて３回目になります。 

それについては、ほんとにそういうふうに分けられるのか。振り分けは困難で

はないかという麻生大臣の御指摘等もございました。同時に民間議員の御指摘は、

要するに、義務づけ分のみで計画をつくれないか。分けろということと、もう一

つは計画と実績、それを評価するプロセスがないのではないか、これは谷垣大臣

もおっしゃったことだと思います。そうした点を踏まえて、そういうことの具体

性、実現可能性があるかどうかということを、ひとつどうでしょうか、本間議員

を中心に財務省、総務省の審議官クラスにも入っていただいてワーキンググルー

プ的にやって、無理なものは無理、できるものはできるということで、少しワー

キンググループで御検討いただいて、この場に報告をいただけませんでしょうか。

これが第１点。 

それと麻生大臣からも全体の進捗を見ながら提言をしたいというお話がありま

した。これはいつごろになるかというのはまだわからないのかもわかりませんが、

目標としては、人口比で３分の１ぐらいを不交付団体にする。そういうイメージ

だったと思いますので、それを秋の全体像に向けてぜひ御検討をいただくと。こ

の２点ではないかと存じます。総理。 

（小泉議長） 官房長官が座長で、財務大臣、総務大臣、そして地方団体、これで各

論の協議が始まりますから、地方団体の提言というものを真摯に受け止め、誠実

に対応する。これの実現に向けて各省努力していただきたいと思います。 

（竹中議員） わかりました。どうも長時間ありがとうございました。 

（以 上） 
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