
 

平成 16 年第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
 

（概要）          

（竹中議員）  本日はまず「郵政民営化」について、前回に引き続き審議をいただき、

それから「国から地方への改革の加速」について審議する。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員） 「郵政民営化の基本方針」の素案を配付している。この基本方針の素案

は、前回８月６日にまとめた骨子について、それをやや詳しく書いたものである。

しかし、まだ多くの議論途上の問題があるので、それについては［Ｐ］ペンディン

グとしている。 

   ２ページ目、地域会社への分割をどうするかまだ議論が続いている。持株会社の

設立について、方向は決まっているが、持株会社の形をどうするのか、純粋持株会

社か、窓口ネットワークと一緒にするのか、という問題等々まだ議論が続いている。 
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   ５ページ目、移行期間の組織形態について、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い

る。（ウ）の郵便貯金及び郵便保険事業の経営については、その限度額をどのよう

にするか明確な議論がなされておらず、問題が残されている。 

   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」

と書いているが、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されていない。更に中ほど、「（ク）関連

施設等」をどのように扱うのか。病院、研究所等々の関連施設についての議論もま

だ十分に行われていない。 

６ページ目の一番下、「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」について、その具体案については、前回、総理の直属にというお話があ

ったが、更に議論を要する。 

御自由に議論をいただきたい。 

（麻生議員） 過日、総理の方から 2007 年４月に分社化が困難な理由についてきちん

と説明してほしいというお話であり、宿題になっていた。これは基本的に郵政公社

の現場の話を聞かないと話にならないので、郵政公社から聞いた話をまとめて私か

ら御説明したい。 

   基本的には 2007 年４月に分社化するまでに、物理的にできるかというところが

一番問題だと思っている。この間牛尾議員の方からお話もあったように、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であり、郵便

貯金で言えば、銀行と同じようにするという話になれば、融資の話を含めていろい

ろ考えないといけないわけだが、その事業計画の策定が必要だ。この間 9,000 億円

という数字が入ったものがいきなり出たが、それ以外の数字は出たことがないわけ

で、無からスタートするものを、いきなりあと２年でという話は、常識的には少々

無理があるのではないかと思っている。 

   商法・税法等の適用の話もある。旧勘定については新しい会社に資金運用を委託

するわけだが、旧勘定にその利益の一部を渡すときには、常識的には、当然、譲与

税等々が発生すると思う。課税をしないという法律をつくることは、これは大変な

作業だと思う。 

前回のときも申し上げたが、28 万人の組合員を、「あなたは郵便貯金会社、あな

たは郵便事業会社」、というように所属がえをすることは結構な仕事量だと思う。

「郵政民営化の基本方針」の素案では、「公社清算法人」というような言葉が書い

てあるが、「清算法人」という言葉の持つ意味、ニュアンス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ければいけない。少なくと

も、雇用に関して、「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、一旦解雇というようにとられるけれども、そういっ

た話ではなくて、これは配慮原則に鑑み、こうしたことは極めて難しいのではない

かと思う。この間、組合員とまた話をしたが、この点については非常に関心のある

ところだと思っている。 

   ３兆円を超える資産の現状把握もしなければならないが、これは何社かに分ける

にしても、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、特定郵便局

等々個人資産もあるから、それをどうやって分けていくかという法律の話があり、

物理的な作業の話がここに加わってくる。 

   それから当然窓口業務としては、いろいろな関係の委託料を決める事になる。同

じ会社ならこれまでどおりで数年は走れると思うが、今の段階から委託をどこまで
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やるのかという範囲や会社ごとの委託手数料を決めることは、正直申し上げて結構

な物理的な事業量、仕事量だと思っている。 

   それから、システムについていろいろご意見があるが、少なくとも郵便というシ

ステムを考えるに当たっては、とてもできることではない。2007 年の段階につい

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に移行

する。 

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、政府

として決めないといけない事項も膨大な作業であることは間違いない。私どもは民

営化するという方向で事は動いており、民営化だけでもものすごく大きな大事業で

ある。公社化のときも大変であったし、私どもとしては、ある程度スムーズに事を

運ぶように考えなければいけない立場にいる。その内容等々については、分社化を

行うことを前提にしても、移行期間の最初から分社化する、これから２年数カ月の

期限を切るということに関しては、私ども外から見ている立場の者が、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進めることは無責任と

いう感じもする。私どもとしては少なくとも今の経営者である生田総裁の意見等々

は十分に配慮する必要があるのではないかと思っている。2007 年４月からの分社

化が困難な理由について、郵政公社からはもっと細々としたものが出されたが、私

どもが基本的に感じていることを申し述べた。 

（吉川議員） 2007 年４月から分社化することが難しい根拠として、ある銀行の合併再

編の例５年４カ月が挙げられているが、これは分割とは全く異なる事例であり、な

ぜそのような事例を挙げるのか理解を超え、意図がよく分からない。 

現在の郵政は異なった事業を官営事業としてやっているわけだが、これを民営化

するのは、基本的に経営にかかわることである。違った事業の間で利益を融通する

という不透明なことはやめて、それぞれの事業についてビジネスモデルを確立する、

リクス遮断をすることが将来的に非常に大切だ。このため、我々としては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。

それに対して技術的な理由からできないということを挙げられているが、事業その

ものは現在でも３つ違った事業をやっている。郵貯、簡保、郵便、全く違った事業

をやっているわけであり、総務省としても、2007 年４月から３事業一体１社でと

考えているのだろうが、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

業をやるわけなので、コンピュータのシステムとして分社化の場合と一体どういう

形で違ってくるのか、そこら辺もよくわからない。 

   システム数が 146 本もある、と言っているが、システムの定義はないわけだから

この 146 本がどういう意味を持っているのか全く不明。2007 年４月からの分社化

は困難だという形であれこれ説明されているが、全体として、根拠薄弱と言わざる

を得ない。 

（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。あの種の数字がまかり通っている方がよほど問題だと私は思って

いる。 

少なくとも組合員 28 万人の理解はどうやって得るつもりか。ここは最大の問題

であり、誰も組合の話をしないが、避けているのか。この話が経営者にとって最大

の問題であることは、経営をやっていれば誰でもわかっていることだと思う。この

経営問題の中で、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るなど、
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極めて逆撫でするような単語も素案に使われている。私どもはそういった意味から

考えても、この 28 万人の人たちの対応をどうするのかについては、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。私は最初からそう思って

時間をかけろと、生田総裁にその話を聞いてくださいと言った。生田総裁は、諮問

会議の場で同じようなことを言われたと記憶している。私自身、組合長や執行部の

人などと何回も話をし、努力して現場の感触をつかんだ上で話している。現実問題

として、そういうことだと申し上げている。 

   いろんな意味で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、私はそっちへ行きたい」という人が出てくるような将来像がまだ何にも

見えていない状況で、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、いきなり窓口サービスというものを

もってきて不安感をあおるのは、いかがなものかと感じている。システムのことに

関して私はそんなに詳しいわけではない。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 万人の雇用というものを考えながら、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、その最

終形態は分社化ということだと理解しているが、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、これで大体いけると言ったら

早くされるもよし、それは経営者の自由裁量に任せるべきであって、とやかく外部

から言うような話ではないのではないか。私はうまくいくと思っているから、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が、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

る。いかにうまくいくようにするか、枠組みづくりをどうするかが最大の問題で、

まだ数字も入ってなく、何も入っていない段階で経営の話というのはいかがかなと

思っている。 

（奥田議員） 最初にシステムの話であるが、いろいろ意見があるということを、麻生

議員が言われた。私もあちこち権威のある人、あるいは実際にやっている人などに

話を聞いたが、これはみずほなどの合併の話や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言っていた。２年７カ月というの

は結構時間はあると聞いている。 

   それから労務の問題について、麻生議員が言われたとおり難しい問題であるが、

現在、既に事業を各個人がやっているわけなので、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、時間をかけながら説得していくということではいけな

いのか。 

（麻生議員） 私もそのとおりであると考えている。現実問題として、例えば特定郵便

局で今３人しかいないところに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ないので、３人で４つの仕事を

やるということになると思う。そうした時に、どの人の給料はどの会社がどれだけ

持つのかという話を決める必要がある。それから「あなたはこの会社、あなたはこ

の会社」というのを分けていかなくてはいけない。当然のこととして、最初のとこ

ろでは、雇用は保障すると言わざるを得ないと思うが、「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

ージに書いてあるが、こういったことを書くと、いかにも「清算法人」というよう

な感じがする。また、６ページの「５．雇用のあり方」のところで、（ア）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
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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、新会社の職員

になるということは書いてあってそれはそれでいいが、その上の４の（エ）のとこ

ろで「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」ということが書いてあるので、これは整合性が少しどうかなと思わぬでもない。

私どもとしては、今、奥田議員の言われたような方向で事は動いていくと思ってい

る。28 万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、私の想像力を超えており、そ

んな簡単にできる話とはとても思えない。事実、生田総裁もそう言っているので、

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ので、その

段階で公務員でなくなることもはっきりしていると思うが、それを分社化させるこ

とによって、更に大きなことを行うのはこの際避ける方が運営上もスムーズに事が

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。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いる。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している。 

（竹中議員） 今の 2007 年のスタート時点の本題の話ではないが、議論の確認をして

おきたい。まず、「素案」で出てくる「清算法人」という名前が良いか悪いかとい

うのは、どうぞ御議論いただきたい。骨子では、旧契約分については、何らかの公

的保有が必要であるとしたので、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。名前が不適切であるということであれば、いろいろ案をいただきたい

と思う。いずれにしても、定額貯金に関しては 10 年でゼロになるものだから、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。 

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が、今まで積み

上げてきた議論を念のために確認する。例えば、特定郵便局等で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するということだ

と思う。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

いうイメージなので、今、麻生議員が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、これは承知のとおりだと思う。 

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

継承するのだったら「承継法人」とかいろいろ法人の名前はあると思う。この種の

話は、そんなに深くは考えないで、その言葉だけで反発されることもあり、それへ

の対応も大変だと思うので別の名前にした方がよい。 

職員の所属は窓口ネットワーク会社になる、私もそうなると思う。「窓口サービ

ス」が今までの無の状態からいきなり出てきた言葉だが、「これ、何をするの？」

というと、「今までと同じことをする」という、簡単にいえばそういうことだ。た

だ、会社が分離化されているから給与は違うということであって、しばらくいくと

儲かる会社、儲からない会社と出てきて、会社ごとに差がついてくるのが、当たり

前の話だ。そういったようなことを考えると、一番わけのわからないところには行

きたくないと役人ならそう思う。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

と思う。その意味からいったら、３年なり、何なり経った後で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というのは、十分に

考えられると思う。「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、そちらに意識としては流れるかもしれないし、それは何も焦ってこの段

階で事を構えるより、その方がよりスムーズに建設的にいくという感じがする。 
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（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

ると、私も奥田議員とほぼ同じ意見で、システムは考え方によっていろいろあると

思うが、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、現状のシステムを保守しながら、やがて最終的

には新しいものをつくることを考えることも含めて、システムの構築は２年以内で

十分できる。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け

ればいけないので、納得するためには、きちっとしたグループをつくって、現場を

見て、「これはこのくらいでできる」という結論を出すのがいいだろう。現状はい

ろいろなところが仕事の上で入っており、様々な思惑があってなかなか難しいよう

であるので、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か。 

（牛尾議員） そうだ。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

え方だと思う。常識的には 2007 年まで仕上げようと思えば仕上げられるというこ

と。 

   ２番目は、前回も言ったが、国会等の対策と労使問題は確かに難しい問題であっ

て、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る。私はこの問題

は諮問会議のテーマではないと思うが、そこのところは一度問題を整理する必要が

ある。簡単ではない。ただ、昨今では、国立大学が国立大学法人になったときは、

これは独立採算制でない法人化だが、非常に短い期間にやっているし、国鉄の場合

は、法律が通ってから６カ月後にＪＲが発足しているわけだから、やり方だと思う。

これは方針によって、丁寧にやったら麻生議員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１つの方法だと思うが、2007 年４月郵

政民営化をやるという総理の方針は、分割民営でなければ民営化の姿にならない。

2007 年に分割民営をやる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う。経営というのは非常にフレシキブルなものであるか

ら、そういう目的に向かってどのようにやっていくかという方針の問題であるから、

方針をもう一度確認する必要があるという気がする。 

   それからもう１つは、麻生議員が心配していることは全くもっともな部分がある

が、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４つの会社のイメージを準備室で、システムの話とは別に作業を

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ると。Ａ案、Ｂ案、Ｃ

案があったっていい。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、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１つの方法であろうと思う。 

大事なことも時間をかければいずれ解決するというわけではない。時間をかけれ

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、我々の側は 2007 年の４月にきっちりとやるんだと決議して対応するのに

対し、「ゆっくりやらしてくれ、じっくり丁寧にしたい」と考えれば、それはやは

り麻生案みたいになるかもしれない。これは方針の問題だから、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。 
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労使の問題は非常に大事だが、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。では、どうするのかというこ

とについても、その処理の仕方を考える必要があると私は思う。 

（麻生議員） この前の会議のときに牛尾議員から、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

等々を準備室の方で、というお話があって、私どもは賛成をしたと記憶している。

その際には、これを考えられるのはものすごく大事なことだと思うが、是非、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。

農林省出身の渡辺準備室長に新しい商売を考えろといっても、言われた方が迷惑す

る。佐川急便だ、クロネコだといろいろいるのでしょうから、それらを含めたとこ

ろでやる。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はな

いよと、私だったら言うと思うが、そういった意味を含め、最終的には自分で考え

ないと仕方ないんだと思っているが、いろんな形でやるのは基本的には正しいと思

う。 

2007 年４月から、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だったが、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、総理の強烈な意志以外何物で

もなかった。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、はっきりしている。それは牛尾議員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ると、そこ

に人がいるので現場というのは大事なものだと思っている。そのため運営をやる責

任者というのは今の段階では生田総裁になるが、生田総裁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る。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ないが、私は現場というのは大事なものだと思っているから、

現場の話をしないで外からというのは、現実に運営する側の責任者じゃないから、

理想論になる。私は組合問題について、諮問会議で議論すべきかどうかということ

に関しては、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す

るから、その意味では、全然別の次元でされるのが正しいと思う。ただ、この問題

を無視して仕事の形態の議論をするのは、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。 

（谷垣議員） 同じことを毎回申し上げているが、この基本方針を拝見すると、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ある。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Ｎ

ＴＴ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ると、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。 

   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いるが、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ければならないと思う。

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

ではないかと考える。 

   税制については、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る。一般論としては書いていただいているが、貯蓄会社や

保険会社には明示で書いていただいており、ほかのところは必ずしもそこはちょっ
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と扱いが違っているように思うので、やはり税制は平等であることが基本だと私は

思う。 

   これも何度も申し上げたが、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ければいけない。また、その移行期の適切な配慮は

必要だと思うので、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。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るが、移行期においては、そのことを明らかにしていた

だきたいと思う。 

（竹中議員） 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、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

えている。適切に資産配分をせよというのは、重要な御意見として賜った。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

かと思う。国債市場への配慮は、素案では安全資産への運用ということで示されて

いるわけであるが、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く。 

（本間議員） 先週、徳島のタウンミーティングに麻生議員と竹中議員とお邪魔して、

フロアからいろいろ御意見を賜った。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、分解の問題よりも、むしろ先ほど出ていた職員の異動、所属が

え、あるいは再教育の問題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

う。タウンミーティングでも特定郵便局長の奥様が現状のよさというものを強調さ

れたし、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いた。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、私はここの問題が現実的にも非常に難しいと思う。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

度であるとか、これは引き受け手があるのかというようなことにもなりかねない。

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ると思うが、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、決めの問題があるし、職場にならすためのト

レーニ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

と考えている。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の調整を

積極的にやっていただくようお願いし、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して取り組んでいくべきではないかと思う。 

（福井議員） 私も前回と同じ意見の繰り返しになるかもしれないが、やはり準備期間

と移行期間の性格をはっきりさせないといけないと思う。移行に関し、物理的に最

大限努力しても間に合わないかどうかについて、事前に一致した判断を得ることは

なかなか難しいところがある。やはり、あるときまでに実施するという明確な決断

の下にスタートして、そのもとで最大限の努力をして、実際に最大限努力したとい

うことが皆で見て確認できて、それでもなお実現できなかった場合の若干の猶予を

考えるということを準備期間の延長線として整理した方が、やはり改革の本旨に沿

うと思う。 

もう１つは、郵貯・簡保における限度額の考え方と、デファクトとしての政府保

証について。私は、郵貯の限度額については、民営化の最終的な姿になったときに

は、言うまでもなく撤廃するものだと思うが、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
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で政府が最終的に何か面倒をみる部分が残っている状況は、デファクトの政府保証

があると考えることができると思うが、そういう状況が全くなくなる前に限度額を

撤廃しようという考え方はやはり適当ではないのではないかと思っている。 

（麻生議員） 限度額を無制限にするかどうかは別にして、少なくとも、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いる。したがって、デフ

ァクトとしての政府保証を言うのであれば、「郵便」とかが名前に付けば、それだ

けで、何となくイメージとしてはずっと政府保証があるというイメージが永久にと

れない。みんなが政府保証があると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うので、今の話は一考の余地がある。私は限度額に

ついては、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思うが、

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、今のお話をすんなり認めるというわけにはいかないと思っている。 

   それから、素案の中の話で、細かく挙げていくといろいろ出てくると思うが、こ

れだけ大きな事業をするという意識というのは、最終的には経営する人の意識なん

だと思う。2007 年までにできるだけやろうと思ってやって、できたらそれはいい。

しかし、それを今の段階で決めるというところに問題がある。私どもとしては、や

った結果、「こっちの方がいいじゃないか」といって経営者の意識がふわっと変わ

っていった場合には、私は分社化という可能性が全然ないとは思わない。窓口ネッ

トワークというのは、多分、普通の郵便局の職員だったら今一番わけのわからぬと

いうイメージを持つと思うが、私自身の経営感覚から言ったらこれが最も伸びるか

なという感じがする。それでは、その感じ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だ

と、先ほど牛尾議員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るが、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ないので、是非その点も考えて

おいていただければという感じがする。 

（吉川議員） 麻生議員から、デファクトとしての政府保証の基準が曖昧だ、とご指摘

があったが、私は、基準ははっきりしていると思う。2007 年４月に民営化した時

点で、郵便貯金への政府保証はなくなる。しかしながら、我々有識者議員は民営化

した時点での４分社化を主張しているが、そのように分社化した株式は政府が保有

する。したがって、100％政府が株式を保有しているため、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べきである。 

   ただ、我々有識者議員は、金融、具体的には郵便貯金会社と郵便保険会社だが、

そ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市場で売却する、

と主張しており、その時点で、民有になる。その時点で、デファクトの政府保証も

なくなり、完全な民間の金融機関になるので、普通の民間の金融機関と全く同じよ

うに限度額がなくなる。したがって、政府保有の株式を売却する時点でデファクト

の政府保証もなくなる、ということで、基準は非常にハッキリしている。福井議員

のご指摘もこのことだと思うが、こうした明確な基準の下で、デファクトの政府保

証がある期間については、郵貯・簡保に限度額を設ける。しかし、政府保有株式が

売却され、完全に民営化した時点で限度額はなくなる、という形が、正しい姿だと

思う。 
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（麻生議員） 政府保証がなくなる、10 年経過すれば旧勘定は全部償還される、という

のは郵便貯金の話で、簡易保険は違う。簡易保険はずっと残る。沖縄が日本に返還

されてから、最終的に返還前に結ばれた生命保険契約がなくなるまでに 30 年くら

いかかったという歴史から見てもそうだ。それでデファクトの政府保証がある、と

話をすり替えられてはかなわない。私は 10 年間の旧勘定の話をしている。 

（吉川議員） 私は、旧勘定とは別の話をしている。 

（竹中議員） 吉川議員の指摘は、政府の株式保有割合が 100％など相当高い時点の問

題を指摘されている。 

（麻生議員） そのご指摘はよくわかっている。ただ、政府が保証する旧勘定について

は、簡易保険はより長期間残ることになる。したがって、「その分は政府保証して

いるではないか」というような話になるのは避けたいと申し上げている。基本的に、

最長 10 年経過すれば政府保証がついた契約は全部なくなるという前提で話をされ

ているが、郵便貯金の定額貯金についてはそのとおりだが、簡易保険は 30 年以上

残っていたという例が過去にある。だから、その分には政府保証が残る。政府が買

い取るとかいろんなやり方はあると思うが、「政府保証がついているではないか」

とか、「政府だ、政府だ」と民間の銀行や保険会社から言い立てられないか。「政府

が 100％もっているからデファクトの政府保証がある」というのなら、このデファ

クトの政府保証がなくなる基準については、細目までかなり詰めていただきたい。

政府保有株式の割合が 49％ならいいのか、０％以外は認めないのか。そうすると、

政府の資金が１％でも入っていればさまざまな主張ができてしまい、別の問題が生

じてくる。そのため、この話については、定義の考え方を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。 

（牛尾議員） 旧勘定と新勘定の問題については、まだきちんとした結論が出ていない

ので混乱するところがある。旧勘定に関しては最後まで政府保証を続ける、と理解

しているが、それで良いか。 

（竹中議員） そのとおりだ。 

（牛尾議員） 推進監視体制に関していろいろ議論されているが、ＪＲの例をもう一度

復習して見ると、社外役員制が監視に非常によく効いている。例えばＪＲ東日本の

場合、社外役員的に三井造船の山下さんが会長をされ、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、総理直轄の政府による監視体制も１つの

発想であるが、新しいガバナンスとしては、社外役員制も１つの考え方として存在

すると思う。 

   また、関連施設はどうするかという問題に関しては、４つの新会社が軌道に乗る

までは出来るだけ本業に徹するべきだと思うが、土地の再利用等でビルを建てたと

きに、テナントに貸すかどうかということ等で若干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、本業との関連で効率がよいものは認めるが、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

とを初めから原則として決めておいた方がよい。 

（本間議員） 先ほどの新旧勘定の問題について、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、という分類は論理的には正しい。しかし、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言っても、

特に危機が顕在化したときなど、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、という議論が必ず出てくる危険性がある。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
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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ことを十

分に明確にしていかないと、かなり混乱する危険があると思う。ファニーメイ１つ

とっても、この問題は非常に深刻化しているため、ぜひこの点については留意して

いただきたい。 

（麻生議員） 監視体制については、社外重役制に賛成だ。私は、この方が現実的だと

思う。外にいる人たちが監視する場合、巨大な組織の監視は、社外重役という権限

があって初めて成り立つ。監視体制となれば、社外重役として経営に参画している

人たちが監視する体制の方が、極めて現実的だと思う。 

   勘定区分の話に関連して、まだ議論がされていないが、仮に分社化されてスター

トするにしても、自己資本、資本金の問題はどうするのかについて「素案」に記述

がない。分社化をご提案されているが、郵便事業の 5,500 億円の債務超過の解消の

ための資金を一体どこから持ってくるのか。まさか政府が資金を出すわけではない

だろうから、公社が保有している資産をどのように分けるべきかという問題につい

て、時間をかけて議論しなければならない。今利益を出している郵貯事業にすれば、

どうして郵便事業に持っていくのかと思うのが当然の理屈であるため、自己資本、

資本金の問題を十分に検討した上でスタートしていただかないと、議論が抜け落ち

かねない。 

（竹中議員） 今日の御議論を若干整理させていただく。 

「清算法人」は「継承法人」というような名称の方がよいのではないか、という

ように議論いただいたと思う。 

   2007 年４月時点での立ち上がりをどうするかについて、システムの問題があるか

ということに関しては、いろんな見方があるのではないか、という御議論が主流で

あった。ただ、労働の問題は大変重要であるという点については、重要性について

の御議論があったが、同時にそれは、方針の問題、あえて言えば覚悟の問題ではな

いか、という御指摘もあった。これは、現場の意見を尊重することも含めて、誰が

どう判断するかという問題であるため、引き続き慎重に検討していくということだ

と思う。 

   勘定区分に関し、適切に資産配分すべきだ、という谷垣議員からの御指摘、加え

て麻生議員が指摘された、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。 

   限度額については、最終形になった場合に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をどのように判断するかという点は、現実には

まだ決まっているわけではない。ただし、恐らく、移行期が始まった 100％政府保

有のときには、少なくとも何らかの限度額が必要で、このスタート時点ではデファ

クトとしての政府保証があるという点については、あまり反対意見がないと思う。

その時点では必要だけれども、それ以降をどうするか、ということについては、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ければならない。 

   最後に、本業に徹することを原則に、関連施設の問題を議論していくべきだとい

う御指摘があった。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

は全くそのとおりだ。監視体制をどうするか、社外役員をどうするか、という問題

は、その制度設計の中で議論されるべき問題だと思う。ただ、ここで議論している

監視体制に関しては、経営効率を監視するための監視体制というよりは、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るため、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、以前御議論いただいたよ

うに、総理の直属でしっかりと制度の移行を見ていくことが必要ではないのか、と

 11



 

思っている。 

（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点、加えて４

つの新会社に関する展望の点も、追加いただきたい。 

（竹中議員） それは、まさに制度設計のためにという理解でよいか。 

（牛尾議員） イメージが湧かないことから生じる不安感というものがある。郵政民営

化準備室に 80 名程度の精鋭がいるため、そういう人が事務局になり、できるだけ

民間主導で、皆にわかりやすい形で情報提供する。 

（竹中議員） つまり、基本方針の決定を踏まえ、その上で制度設計のために準備体制

を整える、という理解でよろしいか。 

（牛尾議員） 情報があることによって制度設計が早まると思う。 

（竹中議員） 御指摘をいただいたので、準備体制をどのような形にするかについては、

引き続き議論する。 

（福井議員） 本日の基本方針（素案）には、文章上まだ少しこなれていないところが

幾つかあるが、その点については別途指摘してよいか。 

（竹中議員） 事務方でいろいろ御議論いただきたい。 

（奥田議員） 労務問題については、どういう考え方でいくのか。 

（竹中議員） 引き続き議論をする、ということ。 

（奥田議員） 麻生議員は、職員 28 万人の異動、所属がえという考えだと思うが、一

方、基本方針（素案）では、「希望者に対して再就職先の斡旋を行う」とされ、現

在の職員数から漏れてくるという考え方が出されているが。 

（竹中議員） これは、先ほど麻生議員からも御指摘があったところであり、その意味

も含めて再検討する。どのような表現をするかについては、御相談のうえ再検討す

る。 

（麻生議員） 基本方針（素案）６ページの「５．雇用のあり方（ア）」では、「新会社

の職員となる」と書いてある。一方、その上の４．の「（２）準備期のあり方（エ）」

では、「職員の新会社参加の意向調査を実施し、･･･。」とされており、読み方には

よっては少し矛盾している形になっている。先ほどの福井議員からの「こなれてい

ないのではないか」という御指摘もおそらく同じご趣旨だと思う。 

（竹中議員） 総理、官房長官と相談しながら、麻生議員と私で、［Ｐ］になっている

部分の書き方について協議し、次回ぐらいまでに案を出させていただきたいと思う

が、よろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） では、麻生議員と私で総理、官房長官とも相談しながら、是非とりまと

めたい。 

（小泉議長） 大体、議論は煮詰まってきたから、あとはうまく数日間でよく調整して、

よい結論を出したいと思う。よろしく御議論をお願いする。 

 

○国から地方への改革の加速について 

（竹中議員） 「国から地方への改革の加速」について、民間議員からお願いする。 

（本間議員） 「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－」として、民間議員から問題提供させていただく。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

は基本的に尊重すべきであるとして終了したが、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欲しいというニュアンスも見られるような状況であ
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った。しかし、三位一体の改革というのは、補助金削減、税源移譲、そして地方交

付税の改革が一体となって実現するというのが本来の目的であり、マクロ経済的に

見ても、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

とを考えると、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

なければならないのは言うまでもない。 

   諮問会議においても、既に 2001 年に、この問題について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、2002 年にも問題点を指摘しているところであ

る。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、具体的な

プロセスに乗せていくことが重要であると思う。もちろん、地方の側からは、この

３年間、交付税が前年度比で毎年 1.7 ％減を強いられている、あるいは減額のル

ールが明確でなく予測できないという不満があることも事実であり、その辺のとこ

ろにも工夫しながら問題を改革に向けて推進することだと思う。 

   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する。 

   交付税とは、そのバックに地方財政計画が厳然として存在している。これは、地

方全体の歳出を基本的には投資的経費、一般的経費、給与関係費、公債費といった

形で分類しながら積み上げて総額を決定し、その総額に対して、歳入である国庫支

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る。 

   １番目に指摘すべき点は、現在の地方財政計画が 85 兆円弱あり、地方歳出全体

の９割以上をカバーし、地方が殆ど自主的裁量権を発揮できないで、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。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ある

が、実質的なコントロールという意味では、１割自治に近い姿、形になっている。

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

性の発揮、地域の活性化に活用できない部分になっているのではないかということ

がある。そして、このギャップとして決定される地方交付税が、各都道府県あるい

は市町村に配られるときには、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、全体の配分と個々の都道府県、市町村の配分が決定されるという仕

組みである。 

   大まかにいうと、基準財政需要額とは、自治体の規模に応じて一人当たりの額が

段々減少していくのに対し、自主財源の部分である基準財政収入というのは右肩上

がりになって、人口が増えれば増えるという特徴を持っている。この格差を完全補

填するというのが現在の地方交付税制度である。基準財政需要額の算定に当たって

は、個別の歳出項目の数量と単価を乗じて積み上げるというやり方で決定する。と

ころが、この張り付け方というのは、調整係数等も含め、かなり裁量度が存在する

場合がある。そのことを地方財政計画の当初と決算の乖離状況においても見ること

ができる。当初の地方財政計画と現実の決算の関係では、投資的経費が当初計画に

比べて著しく下回っているのに対し、逆に一般行政経費は当初計画よりも決算値が

上回っている。つまり、事前の地方財政計画と個別に配分される都道府県、市町村

の決算値と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、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、見えないというのが実態である。 

   そういう観点で現在の制度を考えると、まず、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、
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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

していく必要がある。現実に今、地方交付税の不交付団体数は全体の４％に過ぎず、

過度の交付税依存体質が定着しているということであると思う。 

   それから２番目は、総額の算定根拠と個別の交付税について、計画・実行・評価

という透明で合理的な算定基準が、必ずしも明確ではないということである。そし

て、この背景には、借入残高が交付税特会で 50 兆円、地方債の発行残高 142 兆円

があり、単にフローの問題だけで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、この問題を複雑にしている。臨時財政対策債と言われ

るものが、交付税等に繰り入れられているというようなことが常態化している。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するかと

いうことも、これから考えなければならないと思っている。 

   それから、自立自治の問題、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。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、中長期的な負担率をどのようにコントロールしていくか。財政調整機能につい

ては、財政力の弱い自治体に対しては、ナショナルミニマムに対応するところをき

っちりと支える。いずれにしても、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、住民本位の原則に基づいて、住民のガバナンスが発揮で

きる状況を創っていく必要があると思う。 

   今後の改革の進め方だが、投資的経費あるいは一般行政経費における奨励的補助

事業の地方分担、地方独自のサービスに係わる経費、公債費の元利償還費、公営企

業債への元利償還費というものは、地方が自主的に決定すべきテーマだろうと思う。

こういうものを剥き出し、国の最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がある。この問題について、きちんとした議論をする場をつ

くることも重要かと思う。 

   スケジュールについては、自主部分を地方財政計画から切り離す方向性を「全体

像」に明記し、そして予算編成の基本方針等に明確に反映させなければならない。

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年間に仕上げていかなければならない。行革につい

ても、引き続き基本方針 2005 で明らかにして、もう一段踏み込んでいく必要があ

ろうかと思う。 

   もう１つは、決算が地財計画に対して反映していないということがあり、こうい

ったところをきちんとディスクローズして説明責任を果たしていくということ。更

には、プライマリーバランスの回復、あるいはストックの清算に向けた取組をして

いくために、我々は、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と思う。 

（麻生議員） 既に何年か前に議論をされたのだと思うが、民間議員が提起しておられ

る義務部分と自主部分という話について、常識的に言って一番問題だと思うのは、

資料の図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が、これは実は全

然ない。甚だ誤解を招く図になっていると思うのだが、自主財源がこんなにあれば

苦労しない。基本的には、自主財源というものは、小さな団体では事実上５％弱ぐ

らいしかないとよく言われており、そのために町村合併をしたところで、そう急激

に増えるわけではない。したがって、そういった意味では多分、財務省的に言えば、

図の下の方の自主財源をもっと上から持ってこいという話だろうが、地方から言え

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なるのだと思う。私は、

自主部分の振り分けというのは極めて難しいという点を、まず第一に申し上げてお

 14



 

かなければならないと思っている。 

   それから、計画と決算の乖離の話が出ていたが、この点について、私が見ている

範囲では、国より地方の方が、より地元住民からのソフトの要求に対応せざるを得

ない立場にある。例えば介護、保育等のソフト部分に関して、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う。国ではない。そういった意味で

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

政経費となり、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

ある。一件ずつ査定をするという話になるのだろうが、それは地方分権とは全く反

する流れになる。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、景気対策として強く進めたのも政府、正確には財務省ということ

になるのだろうが、国のために協力して、いざその時の借金を返済する話になった

ら途端に交付税は切るという話は、幾らなんでも余り品の良い手口ではないのでは

ないか。目の前に財務大臣がいるから言うわけではなく、乖離というものを是正す

るのは正しいと思うけれども、全体で乖離是正をしないといけない。公債費という

ことが上に書いてあるが、この中には小学校の改修資金も、環境省でやっているご

み処理施設の分も、雨水・下水道の分も公債費の中に含まれている。これらは、ほ

とんど義務的経費であり、住民ニーズに合わせてやらざるを得ない話でもあり、民

間議員の案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、三位一体の改革を地方にも考えていただく

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、やっとまとまったところでもあるので、今のお話で、２点だけは少々

気になったので言わせていただいた。 

お手元に資料を配付している。１ページ目、三位一体の改革の全体的な基本方針

というのは、資料のとおりである。今、税源移譲等々が確実に行われているところ

でもあり、この点に関して、あえて申し上げる必要もないと思う。国と地方の信頼

関係というのは、この間の総理の決断のおかげで、改めて醸成されたと思っている。

基本的には、三位一体の改革というのは３つ一緒にやることになるのだが、財政力

指数という視点からいくと、財政力格差というのは平成 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る。その分だけ税源を移譲すると言っても、税

の対象になる人口もなければ法人もないところがあり、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。過日の公立保育所という実績があるから、今回

は一応の信用を得たと思う。また地方歳出の見直しというのは、当然のことだが、

国の歳出見直しと歩調を併せてやっていかなければならないと思う。 

   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う。この算定方

法の中で、よく出てくる不交付団体というものの割合は、基本方針 2003 のときに

人口割合とすると既に決定していたと理解している。少なくとも市町村数でいけば、

不交付団体は、平成 16 年現在で 4.3 ％と、先ほど本間議員が言われたとおりにな

っている。しかし、人口割合でいくと 17.7％ぐらいになる。不交付団体は、大き

な市・町が多いからだが、私どもは今後、人口割合で３分の１という形にしていか

なければならないのであって、市町村数でやったら、なかなか難しいと思っている。 

   資料の２ページ目「地方の改革案を尊重した国庫補助負担金改革」について、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、経済財政諮

問会議にもお招きして話を聴く機会を設けていただいた。基本的に一番大事なこと

は、国庫補助負担金を廃して、税源移譲に結び付けるというのは、結果的には地方
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公共団体は国への陳情、県への陳情等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、市町村と三重行政のようになっている部分がスリム化

される。それだけでもコストダウンが図られるのは当然のことだと思う。一般財源

化で特に優先すべきは人件費と思っており、これはこれまで随分削減してきたと思

うが、最後に残ったのは義務教育ということだと思っている。地方公務員を含めて

ラスパイレス指数は、かつての 110.6 から 100.1 まで下がっている。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、

労働組合から色々話題になってきているところでもある。 

    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

ということは意見の分かれるところだと思うが、毎年経常的に施設整備事業という

ことが行われており、国費相当分の税源移譲は必要だと思っている。 

   「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いるが、例えば、

公立保育所の一般財源化の際にも、規制の見直しというのが議論された。 

   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

りやすい例だと思うが、地方としては、単なる補助率負担の引下げでは、全然自由

度が増さないので、今回の改革の対象とすべきではない。 

   資料３ページの財政力格差の拡大について、基本的には、地方交付税制度の本格

的改革が急がれるのは、私もそう思っている。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

円減っているのに比べて、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 兆円減っている。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 兆円減っているという事実をぜひ配慮していただきたい。その間、約

3.4 兆円の地方交付税削減という改革を進めているため、地方から色々な意見が厳

しく寄せられている真っ最中でもある。国と地方との信頼関係というのは、何と言

ってもこの改革においては大前提であるので、教育・福祉等基本的な行政サービス

にかかわる事業についても、国庫補助負担金を廃止・縮減しても地方交付税を色々

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は減っ

たということになると、これは大変なことになる。 

基本は税源移譲だと思っているが、財政力格差の拡大は避けがたいと思う。10％

の比例税率化が一応書いてあるが、住民がいないところに 10％貰っても、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いうレベルの話だと思っている。税源の偏在というも

のは、税制面においても、きっちり対応していくことを考えないと、長期的には結

構難しい話だと思う。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のだと思うが、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であるので、明確になった

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いる。 

資料４ページの「Ⅳ 地方歳出の見直しと算定方法の簡素化・中立化」について、

この点は先ほど本間議員もおっしゃったが、予見可能性が大事だということは私も

全く賛成である。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が、国税５税と

言われる所得税、法人税、酒税、たばこ税、消費税のうちから、所得税だとそのう

ち地方にいくのが 32％、酒税も同じ 32％、消費税だったら 29.5％とか、国税とし

てとったうちの中から地方に回していく部分があるけれども、その他、法人税、た
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ばこ税を入れて、国税５税の範囲で全部とれて歳出と見合う交付税率にセットし直

せれば、これは総務省に来なくてよくなる。総務省はやることが減る。しかし問題

は、８兆円足りなかったとか、10 兆円足りなかったと財源不足が生じている。足

りないから特例加算ということになるのであって、私どもは、法定率分をある程度

きちんとセットしないと、最初からきっちり数字を見通すことはなかなか簡単には

いかないところだと思う。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

いと思うが、私どもとしては、地方交付税総額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と考えている。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いる。したがって、法定率分の交

付税と地方税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

うことだと思っている。 

次に、「算定方法の抜本的な簡素・中立化を進める」については、「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」とか、いろ

いろあると思うけれども、毎年どうしても必要というようなそういった形になって

いるというのであれば、別途の考慮が必要ではないかという感じがしている。 

   資料の５ページの「Ⅴ 不交付団体（市町村）の人口割合の増加」について、不

交付団体数は 133 団体である。しかし、不交付団体の人口は約 2,241 万 2,000 人

で全人口の約 17.7％程度に当たる。これを少なくとも 4,200 万人、３分の１にと

思っている。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ない

のか」というお話を以前いただいたことがあるので、その意味では、不交付団体の

数ではなくて、人口でいくと、中期的に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、実現可能と思っている。 

   最後に６ページについて、この中で申し上げたいのは、地方単独事業というのは、

単に一般財源で実施しているものという意味で、この中に警察官とか、消防職員と

か、高校の教職員も含まれている。これはもちろん補助事業ではない。それから次

に保健とか児童相談とかごみ処理なども、一般財源でやっている。もちろん、私学

助成等を含めて、小中高の学校運営等に関しても、学校の補修、公債費など一般財

源でかなりの部分をやっている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

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いる。 

（竹中議員）  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という趣旨

なのか。 

（麻生議員） 税源移譲の額と補助金改革が全部決まった段階で、私どもから提案させ

ていただく。 

（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

めてあるが、資料②でエッセンスを説明したい。それから、資料③は前回地方六団

体がお見えになった際に、口頭で私が申し上げたのを整理してまとめたものである。 

   そこで提出資料②の１ページを御覧いただきたい。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だが、国は急速に悪化して、平成 16 年度 19 兆円の赤

字だが、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」

では、国・地方ともにバブル期に税収が伸びたが、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。一方、地方財政

はバブル後も高い水準で安定している。 
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   ２ページ目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て 44.6％と、

つまり事業の財源の約半分が税、半分が借金ということである。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ます悪化する。こういう関係にある。そ

れから、下の「長期債務残高と税収の比率」では、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ると、国の債務残高は税収の 17.2 倍という状況である。

深刻な状況である。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

がらやっていかないといけないということである。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あるが、そういう状況である。 

   ３ページについて、地方交付税については財源保障機能を中心に申し上げたい。

図の左側、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なっている。右側の歳入、これは白い部分は地

方税等々の歳入があり、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、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あ

る。つまり、地方財政計画の歳出に計上されると、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。左側の歳出が増加すると、その分、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いる。 

   ４ページ、今の話の裏づけであるが、図の上の枠内にあるように、歳出規模と地

方交付税を平成６年度から10年度の平均と11年から15年度の平均を比較すると、

歳出規模は 3.5 兆円増加しており、同じ時期に交付税も 3.4 兆円増加している。

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、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る。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いえると思う。 

   ５ページ、これも先ほどお話があったが、地方財政計画歳出の最大の問題点は投

資単独事業の決算と計画との乖離である。投資単独とは、地方が単独で実施する公

共投資のことであるが、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。下の図を御覧いただくと、左側の地方

財政計画で投資単独が 17.4 兆円となっているが、実際に使われる額が 11.4 兆円と

いうことであり、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

膨らむので交付税の増加につながるという関係がある。 

   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６兆円は、

とうなるかというと、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いる。この点については、次の６ページを御覧

いただくと、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い

るが、実際の給与支払額はこれを 1.5 兆円上回っている。これが先ほど申し上げ

た結果と考えられるわけだが、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う。一般行政

経費や給与等については、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

いるわけである。したがって、過剰な財源手当をもとに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
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囲のいたずらな拡大ではないかと考える。 

    ７ページでは、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、

様々な財政指標と比較しても、極めて常ならぬ拡大ぶりである。このように肥大化

しているが、この経費はなかなか実態が明らかにはならない。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ある。その具体的使途を明らか

にして精査したいという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

だが、財務省から各自治体に実態調査をお願いしたが、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ある。地方の声を聞けという御意見も強いわけだが、

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ではないかと思う。 

   それから、投資単独も含めて、先ほど本間先生の御指摘もあったが、決算数値の

判明が遅いことが、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

ているので、この点も改善が図られるべきではないかと思う。 

    それから、10 ページについて、地方歳出は小泉内閣になってからの３年間ようや

く縮減してきて、先ほど国よりも努力が多いという麻生議員の御指摘もあった。し

かし、過去の急拡大を踏まえると、削減しているということであるが、増え過ぎた

ものをもとに戻すという状況ではないかと思う。この三位一体改革の本格化に伴い、

この３年間の改革ペースを更にアクセルを踏んでいくことが必要じゃないかと思

う。 

（竹中議員）  それぞれに反論があると思うが、今日の議論はキックオフであり、全体

像をまとめるための出発点である。今日の時点でぜひ御発言したいということにつ

いてお願いしたい。 

（麻生議員） 地方と一般歳出の伸びの話だけれども、昭和 60 年度から国庫補助率負

担金の引下げが行われたのは御存じのとおりだが、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。起点としては、現行水準で恒久化された平成５年度

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いる。 

   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 16 年度までの 12 年間で、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いる。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

ている資料である。あえて申し上げさせていただけば、資料の使い方が少し、とい

う感じがした。今日はこれだけである。 

（中川議員）  キックオフだというので、私も正直言って安心した。麻生議員と谷垣議

員の話を聞いていると頭が分裂しそうになるが、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、という谷垣議員のお話と、それから麻生議

員の方は三位一体を進めていき、地方がきちっとやれば非常によくなっていく、３

分の１が不交付団体になっていくよ、と非常にいい話だけれども、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。 

   問題は、本間議員が冒頭におっしゃったように、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
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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ないけれども、現実があるだろうと思う。

何も牛の数をカウントしてくれとは言わないが、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。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、日本だと同じ５万、10 万の町でも欧米と比べてこんなに違う

のだろう。多分インフラの歴史の違いがあることは事実だけれども、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も多い。私のところ

で言えば、農機具、あるいは放置された自動車を片づけないとか、花をもっと植え

なさいとか一生懸命やっているが、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。 

   そういう意味で、１つだけ申し上げれば、谷垣議員の説明の中で、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だから、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る。キックオフだからこれ以上

申し上げないけれども、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う。 

（吉川議員） 民間議員の考え方は、本間議員が先ほど説明された我々の提出資料の最

後の図に集約されている。要は理想形として２階建て論である。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。これが２階建

ての１階部分である。それに対して麻生議員が説明された資料の４ページにも、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、

それに見合って地方交付税の総額を決める、とあるが、この内容は、我々の考え方

に近いかに見えるが我々の２階建て論と同じであるのかどうか伺いたい。 

もう１つは、地方財政計画の決算との乖離、これは谷垣議員も指摘されたけれど

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。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だから、そうなってくると、交付

税の基になっている計画というのは一体どういうものなのか、と問わざるを得ない。 

（麻生議員） かなり時間がかかるから、次にやられたらいかがか。 

（竹中議員）  では、次回に御発言をいただくようにしたい。 

今日は民間議員から提言をいただいたが、これはこの諮問会議で提言するのは実

は 2001 年、2002 年に続いて３回目になる。それについては、本当にそのように分

けられるのか、振り分けは困難ではないかという麻生議員の指摘等もあった。同時

に民間議員の指摘は、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１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。

これは谷垣議員もおっしゃったことだと思う。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を、本間議員を中心に財務省、総務省の審

議官クラスに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御検討いただいて、この場に報告をいただけ

ないだろうか。 

それから麻生議員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っ
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た。目標としては、不交付団体を人口割合で３分の１程度にするというイメージだ

ったと思うので、それを秋の全体像に向けてぜひ御検討をいただく。 

（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

の協議が始まるから、地方六団体の提言を真摯に受け止め、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。 

（竹中議員）  どうもありがとうございました。 
（以  上） 

 


