
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

   

 

 

  

平成 16 年第 23 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  3 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年９月７日(火) 17:02～18:59 

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 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

同     金子 一義 内閣府特命担当大臣（地域再生・構造改革特区） 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）郵政民営化 

（２）地域再生・構造改革特区 

（３）予算制度改革（特別会計改革①） 

3.閉会 

(説明資料) 

○地域再生の取組について（金子臨時議員提出資料） 

○構造改革特区の取組について（金子臨時議員提出資料） 

○構造改革特区の一層の推進に向けて（有識者議員提出資料） 

○地域経済分析の枠組み（中川議員提出資料） 

○特別会計改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○交付税及び譲与税配付金特別会計の改革のポイント（麻生議員提出資料） 

○特別会計改革について（財務省所管）（谷垣議員提出資料） 

○特別会計の改革について（坂口臨時議員提出資料） 
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平成 16 年第 23 回 議事録 

○特別会計改革について（中川議員提出資料） 

（本文） 

○議事の紹介

（竹中議員）  それでは、ただいまから今年 23 回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日の集中審議は、まず「郵政民営化」について御審議をいただきます。続い

て金子大臣にお出でをいただきまして、「地域再生・構造改革特区」について議論

します。その後、「特別会計の改革」というテーマがございます。本日は、総務省、

財務省、厚生労働省、経済産業省関係の御審議をいただきます。坂口大臣にお出

でをいただきます。 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは、郵政民営化について御審議をいただきたいと思います。お

手元に前回御審議をいただいた素案がございますが、それとともに、「郵政民営化

について」という資料を配付しております。素案の［Ｐ］の部分を総理の御指示

も得ながら、麻生大臣と私で調整をしてまいりましたけれども、それについてと

りまとめております。「郵政民営化について 平成１６年９月７日」という紙がご

ざいますでしょうか。御説明申し上げます。まず分社化のあり方については、純

粋持株会社の下に４つの子会社を置く。窓口ネットワーク会社、郵便事業会社、

郵便貯金会社、郵便保険会社ということで総理の御指示もいただきながら、その

ような考え方でいかがかということでございます。これに関連して郵便以外の３

社を地域分割するかについては、これは経営者の判断に委ねるということでござ

います。 

昀終的な民営化時における郵便貯金会社、郵便保険会社の扱いについては、移

行期間中に株式を売却し、民有民営を実現するということでいかがかということ

であります。ちなみに、これに関しましては、御指示もございまして、次のペー

ジに図がついております。2007 年当初の時点でそのような形で持株会社の下に４

つの会社ができる。昀終的な民営化の姿では、郵便貯金会社と郵便保険会社は民

有民営を実現するということでございます。持株会社は、その時点で３分の１超

の保有というふうになっておりまして、これは特別決議、定款変更等々の特別決

議を阻止するだけの株を国が持ち続けるという趣旨でございます。 

戻っていただきまして、2007 年４月時点での民営化の姿でございますが、この

点も総理から御指示をいただきまして、2007 年４月から分社化を行う。情報シス

テムの観点からそれが可能かどうかについては、専門家による検討の場を郵政民

営化準備室に設置し、年内に結論を得るということでございます。これについて

は、御承知のような議論をずっと重ねてきた結果と総理からの御指示を踏まえた

御提案でございます。 
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窓口ネットワークへの住民アクセスの確保でございますが、法律上は努力規定

とし、具体的な設置基準等を別途明確化するということでいかがかということで

す。 

郵便貯金、郵便保険の限度額でございますが、これは完全民営化された後は当

然限度はないわけでありますが、当面は現行水準を維持ということでいかがかと

いうことでございます。 

郵便事業の債務超過の扱いにつきましては、準備期間に勘定区分の見直しを行

いますが、それに際して解消をしておく。その上で必要な自己資本の充実策、こ

れが必要であれば、詳細な制度設計を踏まえて検討するということでございます。

前回までの［Ｐ］の部分について、方向としては概ね次のような形で総理の御

指導を受けて、麻生大臣と私の方でとりまとめた方向性についての御提案でござ

います。どうぞこれにつきまして御審議をいただきたいと思います。 

（麻生議員） まとまった点に対して、これに至るまでの経緯につきましては、ここ

で議論されていない部分を含めていっぱいあります。 

まず分社化のあり方については、窓口ネットワークを持株会社にした上で、下

の３つというのが私どもの意見であり、生田さんもそちらの方がやりやすいとい

う話でしたが、できない、これ以外はできないということではないという話から

４つの子会社という話があるんだと思いますけれども、私どもというのは正確で

なくて、私としては、これは基本的には３つの子会社の方がよろしいと基本的に

はそう思っています。 

結論として、そういった形で総理の方から話があったということですので、生

田さんとのお話では、生田さん自身としては、下に３つということだったという

ことは補足します。 

移行期間中に株を売却し民有民営を実現するというのは、私どもとしては、こ

れはかつてドイチェポストがよく出ますが、ドイチェポストはこのやり方をして

失敗をして、ポストバンクを買い戻したというのが事実であります。この民有民

営を実現するのは正しいんだと思いますけれども、その株式をどれだけ売ってど

うするかというのは、先ほどの３分の１という話じゃありませんけれども、これ

は基本的に将来この会社を運営される会社の側がよほどうまくやられないと、ド

イチェポストの二の舞になる可能性を秘めていると思います。 

2007 年４月時点については、このシステム構築が可能かどうかに対しては非常

に公平な結論だったと私どもは思っておりますので、生田総裁も総理との話の上

で納得をしておられますというところであります。 

窓口ネットワークへの住民のアクセスの確保というところは、これがいわゆる

地方におけます山間、へき地、離島におけますところのいわゆる行政ネットワー

クというものが少なくともなくなる。経営効率から言ったらなくなるという形に

なりかねないということで、私どもとしては、これは法律で規定するのはともか

く、少なくとも何らかの形で定款もしくは国会答弁などで明文化するなど、いろ

いろやり方があろうと思いますけれども、別途明確化というのはものすごく大事
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なところで、これがはっきりしない限りは地方から一斉に問題が起きるというこ

とだと思っております。 

次に、郵便貯金、郵便保険の限度額というものに関しましては、当面は維持と

言っても、「当面」という言葉、この当面というのは、役人の使う当面というのは

30 年ぐらい続く当面もありますので、なかなか難しいところなんですが、これが

限度額としてということになりました場合、常識的には、これは納税をして地方

の金も全部払うわけですから、その意味からいきましたら、何で 1,000 万円とい

う限度なんだというのが一斉に上がることは確かだと思いますので、これはいろ

んな今後の法律をつくっていくところで、この話は 1,000 万円を 2,000 万円にと

かいろいろ答えが出てくるだろうと予想されます。 

郵便事業の超過債務 5,500 億円の話ですが、これは谷垣大臣も俺は払うつもり

はないという話を言っておられましたので、当然だというような感じがいたしま

す。詳細な制度設計というのは、今あります、例えば資産分割を４社化にするな

り、３社化にするにしても、その段階におきまして、これは自己資本をきっちり

やるということにしないと、5,500 億円のまんまでは民法上会社はできませんか

ら、債務超過では。その意味では、債務超過にならないように消すというのは、

いかなる方法で消すのかというところは、これは詳細な制度設計というのは大事

なところでありますので、このところは、正直申し上げて、どうやってやるのか

と言えば、今ある郵便貯金の利益をここに埋めるということになるんでしょうか。

分社化するという前提になった場合は、何でそっちに金を出さなきゃいかぬかと

いうのが当然従業員としては出てくるだろうと予想されますので、これは検討と

しては大事なところだという点はぜひ委員の方々には頭に入れておいていただけ

ればと存じます。 

（竹中議員） ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

（吉川議員） この郵政民営化につきましては、大変いろいろな議論がある中で、政

府として、こういうふうにまとめられたということに敬意を表したいと思います。

その上で確認ですが、諮問会議としては、今席上に配れています、この「郵政民

営化の基本方針（素案）」、これの［Ｐ］のところを埋めていき、この「素案」を

いわばとって基本方針を決めていく作業をしているという、そういう理解でよろ

しいわけですね。 

（竹中議員） 手続的には、この基本的な枠組みについてこういう議論をいただいて、

御同意いただけるのだったら、それの作文といいますか、部分をそこの［Ｐ］の

部分に入れて、それで各省の同意を得て、昀終的な決定をいたしたいということ

でございます。 

（吉川議員） 私としては、先程竹中大臣からご説明のあった案が今日配られていま

す、この「郵政民営化について」というものが、それぞれ素案の［Ｐ］のところ

に対応していると思いますが、この「郵政民営化について」という、ここに書か

れていることが基本方針素案の［Ｐ］の中に埋め込まれれば、大変立派な基本方

針ができ上がると考えております。 
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その上で、基本的にそういう認識なんですが、若干細かいところ、この「郵政

民営化について」、今日の紙で質問あるいは確認のような形で言わせていただきま

す。例えば、2007 年４月時点での民営化の姿というのは、私がこの文章を読ませ

ていただく限りでは、素直な解釈として、2007 年４月から分社化を行うと、こう

いうふうに言い切っているわけで、これは我々こういう主張をしてまいりました。

一方その上で情報システムに関しては、技術的なところで詰めるべきところがあ

るというのは、これは分社化するんだけれども、こういうところを今年じゅう確

認して、それで場合によって技術的に少し、例えば２年ちょっととかということ

があれば、気持ちとしては、それは附則的なことで対応するという理解で、基本

的には 2007 年４月に分社化するという理解でよろしいのかどうか。 

つまりは、2007 年４月の分社化はこの後半が条件になるような話なのかどうか

ということをひとつ質問させていただきたい。というのと、あとはもう一つ、郵

便貯金、郵便保険の限度額を当面維持するという点ですが、これにつきましては、

前回の会議でも申し上げましたが、これは実は郵便貯金やなんかだけに限らない

んでしょうが、政府が株式を 100 ％保有しているような状況ですと、いわゆるデ

ファクトの政府保証の問題、外から見ると形式的には政府保証が外されていても、

何か政府保証がついているような官業なのではないかということで、民業圧迫の

おそれがあるから、政府の保有株式が市場で売却されて民有化が進んだ時点でこ

うした限度額が外されるべきだ。 

とりあえず、そういうことですが、全体として、ここに書かれていることが基

本方針の素案の［Ｐ］のところに竹中大臣の説明された案が埋め込まれることを

希望いたします。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 2007 年４月から分社化を行うという前提で、それがシステム上可能か

否かと意見が分かれている。総理としては、できるかできないかというのを、俺

はシステムエンジニアじゃないから、そのプロに判断をやらせた上で、できない

というなら分社化は物理的にできないわけですから極めて明快だと、これはそう

思っております。 

それから当面の話につきましては、政府の保証がなくなるのは 2007 年からなく

なるわけですから、その段階から少なくとも新しく勧誘していく分につきまして

はなくなるわけです。しかし政府の金が入っているからというんですが、それが

50％なのか、30％なのかというのは極めて不明確で、０じゃなきゃいかぬという

ような極端な話になりかねませんから、ここは十分に、これは検討を将来されて、

まだ詰めができていないところだと思っております。ここのところは、ですから、

正直申し上げていろいろ意見が出てくるところだと思いますので、これは限度額

の「当面」という言葉の意味は、極めて幅が広いかなという感じは正直なところ

いたしております。 

（吉川議員） ひとつだけあれですが、３番目の「・」の今の情報システムの確認に

ついて私はもちろん何ら反対しておりません。むしろ、このことは大変合理的な
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ことで、こうした検証が透明な形でなされるということは望ましいと考えており

ます。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 限度額の問題だが、我々のところには、金融業界等々からはイコール

フッティングになるまでは従来どおり制限する、これが来るわけですね。麻生大

臣も一番それはよくおわかりと思うけれども、現行水準で抑えることが問題にな

るぐらいに預金が集まれば、これは大成功なわけで、むしろ、どんどん逃げてい

く可能性も強い。その辺のところは、新聞論説なんか見ても、やっぱり民営化、

しかも、あんまり極度に拡大しないでくれという声が大変強いわけですから、そ

の辺は外部の、今はむしろ違うところを見て、こういう議論が中心になって外部

はあんまり見ていないんですが、外部からはそういう声が非常に強いので、そう

いうこともフェアに見ていく必要があるだろうという気がします。 

しかし、とりあえず当面こういうことを決めておいて、民営民有の問題も込め

て、民有とは 100 ％を意味するのか。ＮＴＴやＪＲでもまだ 100 ％になっていな

いところはいっぱいあるわけですから、民営という一般的な通念というものをど

の程度柔らかく見るかというところに政治的決定の味があると思うので、そうい

う余地は残しておけばいいだろうと思います。 

それから、これも麻生大臣がおっしゃった窓口ネットワークの中でそういう考

えが、こういうことになったという経緯は僕も十分理解しておりますが、やはり

純粋持株会社の下に４つの子会社を置くという理念的な思想をきちんと明確にし

て、リスクを完全に遮断するという考え方を持つことは重要。しかし、運営面で

は場合によっては、この次のページでいう窓口ネットワーク会社の会長が持株会

社の社長になるかもしれず、そういうことになってくると、結局、持株会社が事

実上物理的に窓口ネットワーク会社の中に入り込むことだってあり得るわけだか

ら、やはり第一には、理念的にリスクを遮断するという考え方で組織を考えるん

だというふうに理解して、運営面はベストの方法を考えるというふうに現実的に

考えていくというのも、政治的な幅広い味わいのある決定だ。 

（麻生議員） 議事録にきっちり残しておけ、今のは。今のところ、一番肝心なとこ

ろだ、経営する上で。 

（牛尾議員） 麻生さんも、そういう考え方を持っていらっしゃるわけでしょう？ 

（麻生議員） はい。 

（牛尾議員） そういう理解の中で、要するに純粋持株会社と４つの子会社のリスク

遮断が非常に大事だということをまずうたう必要がある。運営面では、新しい会

社の構成で、ひょっとしたら４つの会社の社長全員が持株会社の役員になるかも

しれないし、それはだめだと、一切兼任させないという考え方もある。そういっ

た点は、これからの運営上で極めて現実的に昀もベストな方法を考えられるんだ

というふうにした方がいいだろうと私は思います。そういう意味では民営化の昀

終的な姿というので、たまたま郵貯、郵便と持株会社の関係が全くゼロという印

象を与え過ぎるのもこれまた危険で、ここは点線ぐらいは引いておいてもいいん
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じゃないかという気がします。 

それから、窓口ネットワークへの住民アクセス確保の問題を別途明確化するの

は非常に重い意味があるという麻生大臣の気持ちは僕も理解します。しかし同時

に、郵便以外にはもうユニバーサルサービスをやめてほしいという声も非常に強

いわけでありまして、その辺もどういうバランスで、そういうものを世論との間

を調整するかというのも、やっぱりこの度のこの表現というのは、別途明確化と

いうことを重視するということも議事録に残れば、それで十分解決が進むのでは

ないかという気が私はするわけであります。以上です。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） さすが経営者という感じだったんですけれども、私は正直申し上げて、

ドイチェポストの話やら何やらの例がありますので、後からまた買い戻すなんて

いうのは、何となく、何だおまえ学習効果のないやつだなということになります。 

これは言われましたように、民有民営としていくんですけれども、そのときの

事情というのはどうなっているかわかりませんし、今340 兆円ある資金も大体240 

兆円ぐらいになるだろうと予想されているんですけれども、そういった意味でい

ろんな形で 10 年後の話はわからない。今のような銀行の昀近の形態を見ていて、

あの銀行のような形になると10年前に日本銀行が予想していたとはとても思えま

せんから、とてもじゃないけど、わからぬという時代なんだと思っていますので、

余りぎじぎじに決めるのはいかがなものかと私どもは基本的にそう思っておりま

す。 

この話では、いろんな運営の仕方があるという牛尾議員のリスク遮断というの

が一番肝心なところで、後の窓口ネットワークの兼務というのは、私も同じこと

を考えていましたので、これは私もそう思っております。 

それから、今の別途明確化というところをきちんとしておけというお話だった

ので、私もここのところはすごく大事なところだと思っているんですが、やっぱ

り地方の一番の心配はここであろう。アクセスというのをやっていったときに、

窓口ネットワークというのが上にいるか横並びかでは、ここのところをどんどん

合理化されてきますと、地方で一番必要としているところ、逆に言えば儲からな

いところが昀初にリストラされるというのは常識的に考えられますので、そうい

った意味では設置基準等をきちんとしておいてやるということがないと、一斉に

ここで声が上がってくることになりかねないと思っておりますので、私も別途明

確化をぜひきちんとしておいていただければと存じます。 

それから 1,000 万円の話も言っていただきましたけれども、会社というのをや

っていくときに、どんどん小さくなっていく会社というのはだめな会社で、少な

くともある程度伸ばしていこうという勤労意欲、労働意欲のわかない枠組みとい

うのは、会社としてはそれはだめだと思います。そういった意味では、これはど

ういう形がいいかは別にいたしまして、当面はともかく、少なくとも将来ここま

で来ればと言えば、早く株式上場できるようにしちゃおうじゃないかと。そうす

れば 1,000 万円が何千万円になるぞというような夢とか希望とかが出てくるよう
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な制度設計というのが大事なんだと私も思っております。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 素案の６ページですが、アイウエのエのところです。これは労務のと

ころですが、職員の新会社参加の意向調査を実施して希望者に対して再就職先の

斡旋を行うと書いてありますが、これはそのまま問題なしに残るということです

か。 

（竹中議員） これは今調整しておりますが、この部分は多分ちょっと誤解を招くの

で削除して、書く必要はないのではないだろうかということで多分調整している

と聞いております。 

（麻生議員） 奥田議員、素案の雇用のあり方の（ア）というところがその下の５の

ところにあります。その（ア）と、今言われた（エ）とはかなり矛盾すると前回

のときに申し上げておりますので、これは今竹中大臣が言われましたとおりに、

各省で今詰めております段階で、ここのところは調整することになろうと思いま

す。 

（牛尾議員） 新会社の職員にするけれども、人によっては、この機会に辞めたいと

いう人に対しても丁寧に協力をするという雰囲気か。 

（竹中議員） そういうことなんです。ただ誤解を招きますので。 

（牛尾議員） 同じ欄に書いた方がいいんです、同じ欄に。別に書かないで。 

（竹中議員） 谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 大変難しい調整を竹中大臣、麻生大臣、総理の御指導でここまでなさ

れて心から敬意を表したいと思っております。 

それで、郵便事業の超過債務の扱いについては、先ほど麻生大臣からもお話が

ありましたけれども、公社全体として現在でも約 4.6 兆円の資産超過ということ

になって、資本蓄積が進んでいることを踏まえますと、ここにお書きいただいた

ように、郵政事業全体の中で適切な資産負債配分を行うということをやっていた

だくのは私は大変ありがたいと思っております。 

これまでの議論においては、政府出資を残したまま新会社の業務範囲を拡大す

ることについては肥大化、不公平化といった批判があったわけですが、ましてや

新会社を立ち上げる際に新たな税金を投入すると、それで業務範囲を拡大してい

くということになると、今後厳しい批判を受けることは必至だろうと思いますの

で、こういう方針で詳細な制度設計をやっていただきたいと思っております。 

それから付言すれば、これは当たり前のことですが、どのような組織形態であ

っても、発足のときから利益が上がらないような、これは麻生大臣が何度も言っ

ておられたことですが、自立できないということになって、後から尻拭いをしな

きゃならぬというようなことになっては何のためだということになりますので、

民営化後の各社においては、健全なスリム化とか、経営効率化に努めていただい

て、自立可能なビジネスモデルをこれからきちんと設計していただきたいと思っ

ております。 

それから、これは今まで何度か申し上げてきたことですが、ユニバーサルサー
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ビスの維持のための優遇措置についても、これは今後の詳細な制度設計について

は、納税者の負担を伴う優遇措置は認めないという姿勢を堅持していただきたい、

こういうふうに思っております。 

それからあと、素案もある程度調整していただいているんだということであり

ますが、国債市場への配慮について、前回も申し上げましたけれども、要するに

旧勘定を安全資産で運用するというようなことは書いていただいておりますが、

必ずしも旧資産を安全資産で運用するということだけでは、過渡期における国債

運営、市場に対する透明性とか、そういうものに必ずしも私は十分ではないんじ

ゃないかというふうに思います。 

一体運用ということもあるんだと思いますが、移行過程を透明にして予測可能

性を高めていただくとか、それから移行期における適切な配慮がなされるという

ようなことをぜひ基本方針にも書いていただきたいと思っております。もちろん 

これは移行過程の話でございまして、完全民営化したときの話ではございません。

それから税制面でも４つに分けるということであれば、それぞれにイコールフ

ッティングだという観点も明記していただけたらというふうに思っております。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） 国債市場への影響については、財務当局からも修文の案をいただいて

おりますので、今検討しておるところでございます。奥田議員。 

（奥田議員） 谷垣大臣にちょっと反論するようですが、新会社の立ち上がりからす

ぐ収益が出るというのは民間では非常に珍しい例でして、そういう会社はほとん

どない。だから、立ち上がりの２、３年はやはり赤字が続いて、その後黒字が出

てきて累積赤字を消すと、これが大体我々がとっている手法なものですから、当

初から絶対黒字を出せという話を余りリジットに言われると、新会社の運営が難

しくなる可能性があるんじゃないかと、そういうふうに思うものですから。 

（谷垣議員） それは余り表現が私は適切でなかったかもしれません。しかし必ず何

年か経ったときに自立可能な収益を上げられるビジネスモデルをきちんとつくっ

ていただきたいということを申し上げたわけです。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 麻生さんのおっしゃる意味は、立ち上がりのときから未来の展望が開

けているような会社でなければいけないというふうに考えたらいいと思います。

とにかく非常に超スピードでここまでまとめられたことは私は大変感服をしてお

りますし、毎回私は、こういうものは昀終的には経営者の実現のための意志によ

って決まるんだということを言ってまいりました。行政の世界では、決まって法

律をつくったら、もう会社は動き出すというふうに考えている部分があるんです

が、会社なんか定款をつくったからといって動くものではないので、ここから事

業経営が始まるんだと、今日から始まるんだと。片方では法律化という定款作成

の作業が準備室で始まりますけれども、一番大事なのは、人材や知恵や構想や未

来計画をどうやってつくるかという準備作業に入って、ここまでの努力を実らせ

るため、花を咲かせるためのたぎるような努力を少なくとも発足する 2007 年時点

 9




 

 
平成 16 年第 23 回 議事録 

まで続けないといけない。人材も育成していかなきゃいけないという、大体こう

いうのが決まるとぽかっと忘れちゃうんです。それは絶対にだめですよと。定款

つくって会社ができるなら、つぶれる会社なんかないので、法律業務のために準

備室があるところはありますけれども、むしろ大事なのは、経営準備室の方が大

事でありまして、そういうものの作業にみんながこれをまとめるための２倍、３

倍の知恵を持ち寄る努力をしてほしいということを自戒も込めて申し上げておき

たいと思います。 

（竹中議員） 素案の中できちんといかすように工夫をいたします。本間議員。 

（本間議員） 小泉郵政民営化の正否というのは、恐らくマスコミ的にも、国民的に

も 2007 年４月時点での民営化がきちんと分社化できるか否かと。そして分社化で

きるとすると、その形態が純粋持株会社できちんと４つの子会社に整理できるか、

ここが評価の要になってくると思います。その意味でこのような形でまとめてい

ただきましたこと、我々民間議員として非常に高く評価をいたしております。 

純粋持株会社を実現したとしましても、奥田議員がおっしゃるとおり、経営者

の裁量性によってリスク遮断に限界があるということは当然のことでありますの

で、そのような裁量性というようなものが働きにくいきちんとしたリスク遮断、

あるいは利益相反関係の整理ということを考えますと、ここは毅然として純粋持

株会社でスタートするということが不可欠のことであろうと思います。 

それから、当面現行水準を維持するということは、これは移行期におきまして

は、政府の関与というものが残っておるわけでありまして、前回も申し上げまし

たとおり、アメリカの事例でも、フレディマックでありますとか、ファニーメイ

でありますとか、そういうようなものが、当然、郵便貯金、郵便保険という「郵

便」がついておりますので、なかなか国民にとって、これが純然たる将来民営化

されるということがアナウンスされておりましても、そこを認識し十分に識別す

ることがなかなか難しい部分がございます。その意味で現行水準を維持するとい

うことは、当然のことながら私はやっていく必要性があるんだろうと思います。

もちろん麻生大臣が御指摘のとおり、新会社の収益性、あるいは成長性に対して、

きちんと担保していくということは前提でございますけれども、一方で、この資

金の存在というものが資源配分上、公的な部門に対して過大ではないかと、ある

いは民業圧迫をするのではないかということの懸念がある状況下の中では、私は

現行水準の維持ということもまた必要になってこようかという具合に考えており

ます。 

郵便事業の超過債務の問題について、この問題、退職金の問題等技術的な問題

もございまして、なかなか難しい部分もあるわけでありますけれども、勘定区分

をどのように従業員の配分も含めてどのようにやるかにも大きく依存するところ

でございますので、自己資本の充実策については、やはりこのような文章、詳細

な制度設定を将来きちんとやっていく、というような文言の中で実務的にフィー

ジビリティスタディをしっかりと行いながら実現をしていくのがいいのではない

かという具合に考えます。 
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それから、民営化の郵便貯金、郵便保険会社が民有民営を実現していく場合に

は、当然、株価の動向等もございますし、そういう中で難しい部分がありますけ

れども、やはり、移行期間中に完全にこれを実現していくということを方針とし

て確立しておく必要があろうかと思います。以上です。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。麻生大臣。 

（麻生議員） 昀後に１つだけ。ぜひ、これだけはきちんとしておいていただきたい

と思うんですが、今回、時間がなく、よく言えばスピードがあって、悪く言えば

時間がなく、いろんな点については、十分な議論というのが詰まったとは言い難

い状態だと皆さん十分認識された上でやっておられるんだと思いますが、まず昀

初に、今日、公明党からも言われましたけれども、５原則、この５原則だけは、

ぜひ忘れないようにしていただかないと、基本方針案これは読み方によっては５

原則に全然反するじゃないかという文章になりかねぬと思いますので、この５原

則だけはしっかりきちんとしておいていただきたい。この案に入る昀初の話でし

たから、今日、公明党からも出ましたし、これが１点であります。 

それから今日、総理と生田総裁との話が行われておりますけれども、現場をや

っておる人たちの声を聞いて、現実的な話をして、ぜひ推進をしていただきたい。

これが２点目です。 

そして、先ほど牛尾さんも言われましたが、この新しい会社で、前々回も言わ

れまして、今回もあれですけれども、窓口ネットワーク等々、これは今は無です

から、それから出てくる話をやるときには、新会社を経営する人が会社の経営が

しやすいようにしてやることが、そういう政策を選択しないと。 

私どもとしては、そういったことを考えるときに、やはり、この郵便局という、

窓口ネットワークでもいいですけれども、３つの事業、窓口ネットワークを入れ

て４つの事業ということになるでしょうけれども、２万 4,700 の郵便局というの

は一種の国民資産と言えるほどの膨大なネットワーク、これ以上のものはありま

せんから、そういったものを有効に利用してもらえるような政策というものを選

択するというのは、とても大事なところだと私自身はそう思っております。その

意味では今４つ申し上げましたけれども、ぜひそういったことは５原則を頭に、

ぜひ、そこの点をきちんとしておいていただかないと、この会議で基本的な方向

性なり、考え方としてある程度合意をされておられるということだけは、今まで

申し上げた点だけは頭に入れておいていただければと存じます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、多くの意見をいただきまして、

それぞれ御指摘のとおりだというふうに思います。そうした御意見を反映して、

さらに進んでいくということだったと思いますが、今日の会議の時点では、この

郵政民営化についてという点を、大枠の方向をこの場で合意したということで、

これに基づいて素案のペンディングの部分を埋めていく。それでとりまとめに向

けて更なる努力をしていく。そのような点で合意したということにさせていただ

きたいと思います。よろしくぜひお願いを申し上げます。 

各省に対しては、また民間議員に対しましても、素案の原文の案を回しますの
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で、また、時間の制約がございますけれども、しっかりと文言の調整はさせてい

ただきます。ただ１つ、今日は役所の方もいらっしゃるのでお願いしておきます

けれども、ここの場で合意していないことを勝手に書いて、直せとかそんなこと

はルール違反でありますから、それはここで合意したことについて文章を調整す

ると、そのルールはぜひ守ってください。合意していないこと、ないしは合意に

反するようなことを勝手に書いて持ってきている役所がありますので、それはき

ちっとしたルールで、私ども内閣府で調整をさせていただきたいと思います。そ

の点、以上お願いを申し上げたいと思います。 

（牛尾議員） そういうものは 10 日の諮問会議には出てくるんですか。 

（竹中議員） 与党との御相談をしながら、総理の御指示もいただきながら、できる

だけしっかりとりまとめるという方向で努力をしたいと思っております。総理。 

（小泉議長） ありがとうございました。10 日の決定を目指して、これからも努力し

ていきます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、次のテーマでございますが、金

子大臣お見えでしょうか。 

（金子臨時議員入室） 

○地域再生・構造改革特区について

（竹中議員）  それでは、金子大臣にお出でをいただきましたので、「地域再生・構造

改革特区」について御審議をお願いいたします。 

到着早々恐縮でございますが、大臣から地域再生と構造改革特区に関して、地

域からの提案の検討状況、今後の対応方針について御説明をいただきたいと存じ

ます。 

（金子臨時議員） お時間をいただきましてありがとうございます。地域再生の取組

について冒頭にポイントだけ申し上げさせていただきます。 

１ページ目でございます。真ん中にあります「補助金改革等への地域の声」に

ついて、諮問会議で昨年でありますけれども、予算の政策群という考え方を導入

していただきましたけれども、具体的に地域再生という大きな括りで、これが実

際に使えるようにしていきたいというところからスタートをしてまいりました。

各地域からいろいろ御提案をいただいてまいりました。特区と合わせて 650 件を

超えて、市町村、あるいは県から要請が出てまいりました。具体的には、生活排

水関係ですと、旧建設省の持っている下水道事業、あるいは農林省が持っている

集落排水、環境省が持っている合併処理浄化槽に関する補助金を地域の要請に応

じて対応できるように効率化をしてもらえないだろうかといった類のものであり

ますけれども、各省庁にまたがっております。これについては、既に前回地方か

らの要望を実現する方向で検討したいとそういう方向でというのを御報告申し上

げております。ここに書いているようないろいろな要請が出ております。 

各省庁の対応でございますけれども、概算要求で方向感覚は大分出てきました。

それに従った概算要求を出していただく一歩を踏み出しました。ただ、各省によ
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りまして温度差に違いがありまして、やはり役所の予算の権限でありますもので

すから、これから年末に向けて、どういう制度設計定をやりながら進めていくか、

これが大きなポイントになってまいると思っております。同時に民間資金を地域

の経済に非常に役立つように、更に民間の資金を導入していくという意味で民間

ファンド、これは経済産業省等々、それから総務省、それぞれこういうファンド

を御検討いただいておりますけれども、地域再生に絡んで、民間ファンドという

ものに予算、あるいは税の観点から民間資金を誘導できるようなものを地域再生

の中でも考え、検討していきたいということで、主税局とも検討をずっと続けて

おります。 

２ページ目を開いていただきます。今、申し上げたようなことについての項目

がここに書かれております。今までの御説明以外で一つのポイントは、下の方の

「サテライト型老人ホーム」、これは規制緩和と絡んでおりまして、今までは昀低

20 人以上でないと特別養護老人ホームができない。そして１つの特別養護老人ホ

ームにお医者さんが何人、看護師何人という割り振りがついていましたけれども、

市町村合併等々が今どんどん進んでおりますのでもっと効率的にやろう。どこか

一つ 20 人以上いて中心となる特別養護老人ホームをおく。そのほかに別の地区に

は７人、別の地区には 10 人といったような３つを足してトータルでお医者さんの

基準は何人、介護士あるいは看護師さんの人数は何人というようにサテライトと

いう名前を付けておりますけれども、こういう要件緩和というのも含めて制度設

計をできるようにしていきたい、といった類のことを考えております。細目まだ

まだ多々ございますけれども、既に御報告した流れに沿って今進めておりますし、

これからの具体的な各省庁とのやりとりの中で、年末に向けて地域再生が進めら

れるようにしてまいりたいと思っております。 

構造改革特区の取組について、ポイントだけ御報告を申し上げます。 

おかげさまでかなりの分野で特区の実現が図られました。２ページ目で恐縮で

ございますけれども、第５次提案では 47 件出てまいりました。今までの合計で 473 

件の規制改革が実現することになる予定であります。 

３ページ目、これまで累次御説明をしておりますので、今回の特徴、第５次提

案の特徴でございますが、刑務所関係、今度山口県のものは、ＢＯＴというＰＦ

Ｉ方式で初めて我が国でできるようになりました。併せて民間委託を受刑者の処

遇・警備につき、これも法務省がよく取り組んでくれたと思っておりますが、民

間に委託できるようにする。 

工業再配置促進法の適用除外について、これは古い法律でありますが、まだこ

んなのが残っていたのか、工場は外へどんどん出ていけというのが移転再配置促

進法として出てきたのでありますけれども、逆に東大阪市、尼崎市ではむしろ工

場が集まっていた方が、特に中小企業でありますけれども、集まっていた方が集

積の利益がある。 

集積の利益とは、燕・三条でも御存じのとおり、町工場でありますけれども、

三条の町工場の人たち、鍛造品をつくる、ペンチをつくる会社、スチールパイプ
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をつくる会社、溶接をする会社、みんな従業員がせいぜい 15 人とか 22、3 人が集

まりまして、スチールパイプにマグネシウムを入れまして重さが３分の１になり

ます。 

これでもって車いすをつくるなどといったことを進めています。これは今年の

秋に製品化ができるようでありますけれども、やはり集積の利益がある。集積に

よりこういうことができてくるといったようなものもありまして、これは全国展

開には至ってはおりませんけれども、これは工業再配置促進法の適用除外が特区

で認められました。 

３番目の随意契約の対象の拡大。これは総務大臣と閣僚折衝をさせていただき

まして、総務大臣から御了解をいただいた点でありますが、身体障害者がものを

つくっている会社あるいは施設から、地方自治体が物品を随意契約で購入できる

ようにする。これは身障者の方々の職場の確保という意味で、今はそれはできま

せんけれども、これができるようにしていきたい。あるいは市町村合併が進んで

おりますが、合併したときの役場間のＬＡＮ関係の事業の発注というんでしょう

か、統合を図るするというソフトの発注は、これは今、随意契約ではできません。

実証例でもって実績がないとそういうのが発注できないという規制がございまし

て、せっかく各県でベンチャー、若い人たちを育てようということで、ソフトの

関係のベンチャーなんかを一生懸命育てているんですが、それが発注できない。

結局は、恐縮でございますけれども、大手の 100 円入札みたいなところに行きか

ねないということもありまして、こういう一定の政策目的のためのに随意契約を

地方公共団体が締結できるようにする。これは全国対応で総務大臣と交渉させて

いただきました。 

４ページ目で幾つかございますけれども、２段目、小規模農家民宿の建築基準

法の「旅館」からの適用除外。これは農家民宿をやりますと、旅館業法適用とい

うことで、避難路をつくらなければいけない、火災報知機を設けなければいけな

い、消防施設がどうこうという非常に厳しい規制がございましたけれども、今、

一般の家庭で住まわれていると同じような施設のまんまで、小規模であれば避難

に問題ないものについては建築基準法上の「旅館」には該当しないということで

ある。地域としては都会から人を迎え宿泊できるという方向であります。これは

全国版であります。 

経済効果は少ないのですが、お茶の間で話題になりましたカブトムシ特区、こ

れも農林水産省に御協力いただきましてできるようになりました。 

まだまだございますけれども、具体例はこんなものが出てまいりました。 

５ページ目でございます。我々もう一つ、こういう特区の制度、非常にいい制

度で全国でどんどん動いております。ちなみに今日お手元に「特区は宝の山」と

いう成功の事例集をお手元に配付させていただきましたけれども、各自治体も何

かやっていきたい、何か生かしていきたい、そういう方向は出始めて動き始めた

かなという気はしております。ただ、実現しなかった特区要望について、なぜ実

現できなかったのかといったような問題、これから更に実現を推進していくため
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にはどうしていったらいいのかというのは、私たちの重大な項目として進めてお

ります。 

６ページ目をお開きいただきますと、今までは提案が各省庁から比較的つれな

い返事で、「こんなものはできないよ」という事例が多々ございましたけれども、

もう少し、実は内容はこういうことだ、提案者の意図はこういうことだというこ

とを当事者で説明をしていくと、「ああそうか、そんなことだったのか」というこ

とで、この６ページ目の１にあります、一部例だけ申し上げますと、新千歳空港

へ外国のエアラインの乗り入れ、当初は国防上これはできないということで、特

区ではなじまないということであったのでありますが、当事者間で話し合っても

らいました。趣旨がわかりまして、それでは具体的に検討しようということで、

連絡会が開かれるといったようなことが進めてられております。そういうことは

どんどんやっていきたいと思っております。 

８ページ目でございますが、全国展開、八代先生に評価委員会委員長としてと

りまとめをいただきました。かなり評価委員の皆さんと関連の事務局とで、全国

展開のできるもの、具体的に９ページに全国展開の例が出ておりますけれども、

進んできたと思っております。評価委員会の皆さんもできなかったものについて、

まだ一部先送りになっているものがあります。各省庁のそれぞれの理由もあると

思いますけれども、こういうものも含めてかなり突っ込んだ議論をしていただい

て、実現をしていただいております。 

私の問題点としてもう１つ、これまでできなかったものがございます。実現で

きていないもの、これはもう一遍総ざらいをして、そして１年経つと不思議なも

ので、１年前はできなかったんだけれども、時間が経ってみると、それではもう

一遍考えてみようというものもあると思っておりまして、これから筋のいいもの、

大事なものというのはもう一遍総ざらいをして特区を更に、これまで御提案をい

ただいたものの中でも、だめだったものも実現の可能性を探る。あるいは今後と

も更に提案を広げていきたい。民間の方も少しずつおわかりいただいて、カブト

ムシ特区なんていうのは、農家のおじさんの提案でありますけれども、民間にも

少しずつ広がりつつあるかなと。更にこれを進めていきたいと思っております。

私の方からは以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。民間有識者からペーパーが出ております。

吉川議員。 

（吉川議員） それでは私から「構造改革特区の一層の推進に向けて」という資料を

御説明いたします。 

御存じのとおり、日本経済というのは伝統的な財政金融政策というのが大変大

きな制約を受けております。そうした中で規制改革というのが持続的な成長を生

み出す大変上で重要な経済政策だと、こういう位置付けを我々してきたわけであ

りますが、その中でもこの特区制度というものは、今申し上げた規制改革の突破

口として大変重要な役割を果たしているということであります。 

先ほど大臣からお話がありましたとおり、現在進行形で第５次提案が進んでい

 15




 

 
平成 16 年第 23 回 議事録 

るわけで、いろいろなおもしろい提案がされているということでありますが、過

去４回を見ると、この４回既にやったわけでありますが、いろんな人が特区の提

案をするわけですけれども、その対応率というのはおもしろい言葉ですけれども、

要は応募した中で、どれだけ採択されたか、「ＯＫ」が出たかという採択率が急速

に低下してきているということであります。これは我々としては、傾向としては

憂慮すべき傾向だということで、是非とも結論的には採択率、対応率を上げたい

と、これに尽きるわけです。 

そこで、なぜこうした傾向的に採択率、対応率が落ちてきているのか。とにか

くその原因を探る必要があるということですが、お手元の紙の真ん中にあるとお

り、どうもそれを少し調べていくと、その背景には何か構造的要因といったもの

があるようです。それは具体的にはどういうことかというと、個別の規制の背景

にある基本的な制度が障壁となっている。これは外国人雇用の場合が典型的です。

それから、必ずしも十分な検証がなされないままに、安全確保ができない、とい

うような理由で採択不可になる。これは医療や福祉の分野で特に見られるようで

あります。 

ですから、先ほど申し上げたとおり、こうした原因を探りながら、採択率、対

応率を上げる必要があるわけですが、そうした目的に向けて政府として特区の総

点検を行っていただきたいということであります。具体的にはどういうことかと

いうと、総点検をして、年内に中間報告を行っていただくと。総点検その結果を

受けて、この諮問会議で平成 16 年度中に採択率を上げる工夫をして、平成 17 年

度からその実現を図るということをしていただきたい。 

更に具体的に申し上げると、次のようなことが考えられる。現在は特区の提案

がなされた場合、関係した各省がそれを調べて、イエスかノーを決める。イエス

であれば問題ないわけですが、ノーとなるとだめだということになる。そうする

と特区を提案した人はもう一回再提案をすることができる。そうしてまただめだ

と言われる。そうするともう一回提案できる。だめだと言われてから２回再提案

をすることができる。しかし、その中には全く同じ理由でまただめだと、言われ

るようなことがある。いずれにせよ２度だめだと言われると、それでもうおしま

いということだ。 

しかしながら考えてみると、提案に対して、ある官庁がだめだといったときに

そこでは意見が対立していするわけです。現状ですと、ある役所がだめだという

と、今言いましたように何回かアピールすることはできるんですが、結局は昀後

まである役所がだめだと言えば、それで終わっちゃう。 

しかし、意見が違っているんですから、それを裁定するのは何らかの第三者的

な機関であるべきだ。所管する役所が昀後は押し切れる形になっているんですけ

れども、少し第三者的な同じ政府の機関でも例えば内閣府ということもあるかも

しれませんが、いずれにしても、第三者的なところが一体どっちの方が理屈に合

っているかということを裁定するというのが自然なんじゃないでしょうか。もう

ちょっと大きな問題でも、一方の当事者が国なんかの場合でも行政訴訟というの
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があり、司法が出てきて行政府に対して何かいうときに、これは第三者が裁定し

ているわけだ。いずれにしても、意見がＡとＢとで違っているときに、昀後はＢ

の方が自動的に勝つようになっているというのでは、これはちょっとおかしいの

ではないかと思います。 

以上は１つの例ですが、いずれにしても、そうしたことも踏まえて、現状どう

いうところに問題があるかということを調べてみる必要がある。我々としては、

もともと特区なんですから、現在の法律とか、省令からいって 100 点満点であれ

ば、そもそも特区という必要はないわけで、どこか引っかかるから特区と言って

いるわけですね。しかしながら、引っかかっても試してみるのはいいではないか。

試す人が極限定されていれば、仮に万が一マイナスの影響があっても、それはレ

ビューをして、すぐにストップさせればいいわけですから。、やってみると結構い

いということは幾らもあるわけで、とにかく試してみるところまでは、できるだ

け、日本全国いろんな人たちのアイディアが生きるような形で、それを試せるよ

うな形でぜひとも政府としてやっていただきたい。その結果として、特区の採択

率が下がるのでは困るので、むしろ上がるような方向で事を進めていただきたい、

こういうことであります。以上です。 

（竹中議員） 金子大臣、後でお答えいただきますので、関連して中川大臣からペー

パーが出ております。 

（中川議員） 地域再生特区に絡んで、今、吉川先生から、「どこか引っかかるから特

区だ」というお話が昀後にあったので、何かそれを受ける形にたまたまなるわけ

で、吉川先生にいい前提と言っては失礼ですけど、私が話す上でのお話をしてい

ただいたと思います。 

私のけばけばしい「地域経済分析の枠組み」という１枚紙で説明させていただ

きますが、全体として経済はよくなっていますけれども、まだ経済実体がよくな

い地域も特に地方に多いわけですが、どこが悪いんだろうといったときに「よく

わからない」というのが、実は我々の調査でわかったことの１つであります。 

２つ目の箱のところで、全国に今は市町村単位というのがどうしても、この特

区なんかでも、今、金子大臣から説明がありましたけれども、そうではなくて、

もう少し広域的に経済圏、例えば雇用圏とか生活圏で見ると、全国 270 ぐらいに

大体区別ができる。 

その中で私の地元、帯広から九州に至るまで 10 地区、大体 10 万人から 30 万人

ぐらいの地域でいろいろ調べてみた結果が次のとおりということになる。広域圏

でやっていった場合に、例えば、その地域外と地域内経済というものに分けた場

合に、左の下の方の石巻というのは外との関係もあるし、中での消費行動も非常

に低いとか、あるいは福知山のように外との関係は比較的そう悪くはないけれど

も、中の消費が極めて悪い。これはどうも京都の方に消費の流れが吸い取られて

いるという状況もあるようであります。 

恐縮ですが、私の帯広というのは農業が非常にいいものですから、外との関係

もいいですし、中での食品産業、あるいはトラック、ガソリンといった倉庫、自
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動車修理といったところも相対的によくなっちゃって、農業でありながら地域内

も地域外との関係もいいということが出ているわけでございます。 

そういう意味で、これはあくまでも 10 の例に過ぎませんけれども、そんなよう

な経済圏単位の、つまり市町村が共同して分析し合う、あるいはまた、それがそ

の地域と外との関係において分析し合うというようなものをもう少し細かい形で

マニュアルをつくって、ＣＤ－ＲＯＭかなんかをつくって、効果的な取組に役立

てるように市町村に情報を提供したいというふうに思っております。以上です。 

（竹中議員） 御発言のある方はどうぞ。牛尾議員。 

（牛尾議員） ややアピールなんですけれども、今、金子大臣がおっしゃったように、

また吉川さんもおっしゃったように、分野的に非常に難しいところがある。特に

医療分野での混合診療なんかを繰り返し提案が提出されても全然実現しない。実

は私は東大の経営諮問会議に出ているものですから、東大病院なんか第１回から

第４回まで毎回、混合診療と外国医療の導入を提案しておるわけです。毎年５億

円歳出をカットしないと現在の予算に達しないんですね。そのためには経費の増

加を２億円ぐらいに抑えて、売り上げを 10 億円増やさないといけないという命題

があって、永井院長というのはかつての東大医学部長で非常に優秀な人ですが、

その人たちが率先して、東大病院が「外人の看護婦さんやそういう人も入れたい、

混合医療で症例を増やしたい」というんですが、全部窓口で却下なんです、４回

も。僕は東大病院のようなところがそういう開放的な姿を見せれば、東大病院が

麻生病院みたいになれば、全然世の中の病院に対するイメージが変わってくるわ

けです。 

東大の先生は特に独立行政法人になってから東大病院はますます活性化して、

今度もまた応募すると思うんですが、ぜひ、こういうところで東大にフィリピン

やタイ出身の看護婦さんがおって、混合医療もやるといったらみんな安心して行

くわけですから、そういう道を開くことをぜひ、特定のことをここで言ってもあ

れですから、イメージとして、ぜひそういうことを申し上げておきます。以上で

す。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 規制緩和の問題につきましては、規制緩和とか、あるいは規制の見直

しとかそういうことを言われているんですが、私はひとつ問題提起としてやりた

いのは、逆に新しい規制をつくるということを考えなければならないんじゃない

かと。特に観光立国とかこういうことを考えてきますと、例えば地方において、

東京でもそうですが、看板がめちゃくちゃに立っているわけです。それもけばけ

ばしいのが立って、とても美しい観光都市をつくるなんていうことはできないわ

けです。看板の設置を規制するとか、そういう新しい規制が出てきてもいいんじ

ゃないかと思うんですけど、そういうことについて、実は私ども会社自体の恥を

申し上げて申し訳ないんですけど、九段の横に私どものビルがあるんですけれど

も、あの上にトヨタという大きな看板が立っておるわけです。それに地方の方か

ら指摘がありまして、あれは目ざわりだと。どこから見ても、確かに見えるんで
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すよ、それだけが。あとは全然見えない。だから、皇居周辺であそこを美化しよ

うと思えば、その看板を外さないと結局だめだと。そういったような話があって、

確かに、写真を付けてみんな持ってくるんですけどね、本当にみっともない、看

板としては確かに立派なんですけど、景観としては非常にみっともないなという

感じがありまして、ああいうことが、悪いことだからすぐ外せとかといって今外

していますけれども、そういう規制は撤廃するのもいいけれども、新しい国づく

りの中で新しい規制をつくっていく。そういうこともぜひお考え願いたいと、そ

ういうお願いしたいんですけれども。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） ２つ。１つはパリの街はきれいと言うけど、パリの表通りはイルミネ

ーションは白と青以外は認めませんから。赤とか黄色とかラスベガスみたいに派

手にやるか、パリみたいにきれいにするかというのは、これはなかなか簡単にで

きませんよ。赤坂のあの裏の通りを全部青と白にしろといったら、とてもじゃな

いけど、それは大問題になるとは思いますけれども、それぐらい規制強化して青

と白なんですよ、あそこは。 

金子大臣もよく知っておられるところだと思いますけれども、この補助金の話

と今の特区の話と関係するんですが、今回、総理から３兆円の補助金改革の話が

出ていて、補助金というものは御存じのように廃止するということになっている

ので、地方から出された改革案で廃止の対象になっている補助金に対しては、こ

れは基本的に税源移譲で基本的には賄うことになります。 

それを交付金化の対象にしようと考えるわけです。これはちょっと知恵がつく

やつはみんな考える。私のところの町長も同じようなことを言ってきましたけれ

ども、だめと。そんなものを言ったってだめよという話はしたんですが、そこの

ところだけ注意をしておかないと、これはよくよく詰めておかないと、すぐごま

かされちゃいますので、たまたま自分のところで起きた話なものですから。 

（竹中議員） それでは、本間議員の後、金子大臣にお答えをいただきます。 

（本間議員） 今の麻生大臣のお話も関係するんですけれども、今のお金の振替の問

題ですけれども、権限移譲の問題、これは非予算の関係ということで今後とりま

とめるという具合に聞いておりますけれども、三位一体の改革が進んでまいりま

すと、補助金の問題を権限との関係の中でまた再整理しなければいけないという

ことでございます。 

そういう観点で官官規制という言葉がいいかどうかはともかくとして、これま

たやはり相当並行的に踏み込んだ権限移譲を案としてまとめていくと。そして自

由な地域活性化というものが一段と取り組めるような状況をつくっていっていた

だきたいと思っております。 

（竹中議員） ちょっと御質問の範囲がすごく広がったかもしれませんが、可能な範

囲でお願いします。 

（金子臨時議員） 冒頭の吉川先生からのお話、総点検、実現度を上げると。これは

もとより我々も大事なテーマだと思っておりまして、お盆前から事務方には、こ
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れまで実現できなかったものについて総点検に今とりかかってもらっております。

そういう中で、やはり意味のあるものというんでしょうか、意義あるもの、特に

それは何とかできるようにしていくという方向で今進めております。 

ただ、さっき幾つかお話がありましたけれども、とんでもないものもあるんで

す。境港の方から外国人がつくるパブをを風営法の範囲外にしてくれと来ている

んです。風俗営業法の範囲外で何をやるんだろうか。 

（小泉議長） 範囲内？ 

（金子臨時議員） 範囲外です。 

（小泉議長） どういうことよ、範囲外って。 

（金子臨時議員） 風俗営業法の規制の範囲外にしてくれというんです。 

（小泉議長） 何でもありということ？ 

（金子臨時議員） 何でもありなんでしょうね。だから、船員さんがあそこはいっぱ

い来るから自由にやらせてくれよと。 

（小泉議長） それは繁盛するだろう。 

（金子臨時議員） パブなんですよね。もっと具体的に言うとフィリピンパブらしい

んですけど。 

だから、こういう類のやつとか、高速道路の速度制限表示というのはあくまで

も目安にしろと。実質無視していいようにしろという、そういう特区にしてくれ

という地区も、これもちゃんと出てきた。もっとびっくりしましたのは、これは

議論があるんですけど、安楽死を認める特区というのが出てきました。 

（小泉議長） あるの、外国にそういうところ？ 

（麻生議員） 世界にはある。 

（竹中議員） オランダ。 

（金子臨時議員） 日本にはありません。日本にはもちろんありませんけれども、も

うちょっと具体的に言いますと、100 歳まではいいと。100 歳を超えて寝たきり

で１週間経ったら、好きにポンと安楽死でと、本人がもちろん希望すればですけ

どね。これは安楽死の議論ですから特区ではちょっと対応できない。だけど、特

区からやったらいいじゃないかという御意見もあるかもしれない。 

（牛尾議員） 世界は特区ですよ、その地域だけですから。 

（金子臨時議員） 確かにこういう提案もあるので、実現度については、ちょっと玉

石混交というところもある。しかし、今の御提案は大事な点でありますし、どこ

かに規制緩和全体の中で壁にぶち当たっている話が多いものですから、整理をさ

せていただきたいと思っております。 

牛尾議員のおっしゃられた混合診療は、規制改革の中で今年度内に何とか、今

の混合診療をもっと進めると。これは規制改革会議で、本部を開きまして、総理

からもそこの部分について指示がありました。東大病院とあんまり個別に言わな

い方がここではいいんだと思いますので。 

それから今、奥田議員からお話がありました看板について、トヨタはトヨタと

して何かやってくださいよ。しかし、実は特区ではやっているんですよ。例えば
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松山、あれは逆に条例で特区で看板を統一する。岐阜の柳ヶ瀬では、既に美観を

阻害する看板を簡易に除去できるようにした。これはもう進めちゃいました。柳

ヶ瀬酒場を全部統一すると。条例で、逆に規制緩和じゃなくて逆に特区で規制を

強化しました。これは既に実施しておりますので、逆にそういうものはどんどん

進めていただければいいんだと思います。パリのように、赤坂をどうするのか総

務大臣ちょっと考えてくださいよ。 

あと幾つかございましたけれども、権限も併せて、本間先生の御指摘のとおり

です。 

それから、総務大臣から御指摘いただきました三位一体改革との関係、何回か

御指摘いただきましたけど、よくわかっております。例えば三位一体改革の方で

幼稚園・保育園の部分というのが地方自治体に本当に財源移譲されるということ

になってくれば、我々の方は、これはそちらに移行されるという……。 

（麻生議員） なりました。 

（金子臨時議員） その辺はちょっと私まだ……。いずれにしても、そこはよくわか

って進めていくつもりであります。私の方から以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

それでは、時間も来ておりますので、今日のお話を踏まえて、民間議員からの

御提案があった総点検についてはもう始めているということでございますので、

民間議員の御示唆にあったように、平成 16 年度中に何らかのやり方を決定して、

平成 17 年から実施できるようにする。また、この諮問会議でいろいろ御報告をぜ

ひお願いしたい。金子大臣にお願いを申し上げます。 

また、混合診療の話が出ましたけれども、規制改革の中で進めるという話でご

ざいますので、これは我々も大変期待しておりますので、ぜひその経過を御報告

いただきたいと思います。 

（金子臨時議員） 御支援をぜひお願いします。 

（竹中議員） 中川大臣から、また大変興味深い経済圏単位の分析の話がありました

ので、これは経済産業省で引き続き詰めていただけるということでよろしいでし

ょうか。 

（中川議員） 場合によって各省ともよく相談をしながら。 

（竹中議員） また必要でありましたら、ここでぜひ御報告等々をお願いしたいと思

います。 

（金子臨時議員） 非常にいい分析をしていただいたと思うんです。あと、足らざる

ところを補うという、これは民間事業者がやらないとできないです。これをどう

やってやるかというところがなかなかいないんですよ。私、飛騨高山、みやげ物

はいっぱい売れますよ。だけど、つくっているのはみんな信州の山を越えてくる

んですよ。これをつくればいいんだけど、地域の民間企業がなかなかつくらない。

だから、足らざるところを民間にどうやって補わせてやるかという部分はまたぜ

ひ考えてやってください。要望です。 

（竹中議員） 金子大臣ありがとうございました。 
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（小泉議長） 今言った具体的な特区というのはおもしろいな。 

（金子臨時議員） 安楽死ですか。 

（小泉議長） いろいろ言った特区はおもしろいというのを、具体例を言ってもらう

とわかりやすいよ。外国ではそういうのがあるのかどうかね、検討の価値はある

な。 

（金子臨時議員） よろしいですか。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうもすみません。 

（金子臨時議員退室） 

（阪口臨時議員入室） 

○予算制度改革（特別会計改革①）

（竹中議員） それでは、もう一つの今日の重要なテーマがございます。特別会計の

改革でございます。坂口大臣にお出でをいただきました。この特別会計の改革に

つきましては、「基本方針 2004」に従いまして、年内に改革案を策定するとしてお

ります。これに向けて第１回目の審議ということになります。 

なお、今日の審議と次回の審議、また担当の別の大臣にお出でいただいて御審

議をいただきますが、今日は総務省の特会、財務省、厚生労働省、経済産業省、

計 16 の特別会計を対象とした議論をさせていただきます。 

まず、民間有識者議員から資料が出ております。本間議員お願いします。 

（本間議員） 歳出改革、あるいは予算改革というのは、どうしても一般会計の枠組

みの中で議論されるという傾向が強かったわけでありますけれども、塩川前財務

大臣の「離れですき焼きを食っている」と、こういうような御指摘もございまし

て、昨年から特別会計の問題についてきちんと議論しようと、こういうことで進

められました。今、竹中大臣の方から御案内がございましたとおり、「基本方針

2004」では、特別会計について年内に改革案を策定するということを決定された

ところであります。この改革案を策定するに当たって、フリーハンドで御議論い

ただくと全体像が見えにくいということもございますし、それから、改革の全体

の把握という点でもなかなか理解も進まないということもございます。そこで今

日は、民間議員としましては、年内に改革案を策定する際にこういうことを考え

ていただきたいということでまとめてみました。 

第１番目は改革案にどういうことを基本的な事項として盛り込むかということ

でございます。まず、特別会計は「離れで何をやっているか」というのがなかな

かわからないですし、そこでやっていることの必要性というのがどうなっている

のかということの検証がなかなかできない。更にはゴーイングコンサーンとして

の特別会計が一体何を将来目的にしながらやっているんだというようなこと、そ

れ自身がわからないわけでありまして、この点、まずやはり事業の必要性及び事

業ごとの成果目標、これをきちんとまとめていただきたいという具合に思います。

それからもう１つは、いろいろな収入がございます。一般会計の繰り入れの問

題もございます。そういう歳入の部分のところと歳出の部分のところが一般会計
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よりもリンクしているというようなことがございまして、歳出総額それ自身が甘

くなっている。ここが「すき焼き」というような言葉につながっていくわけであ

りますけれども、将来に向けて歳出総額をきちんと抑制をしていくという目標設

定、これもきちんと明示化をしていく必要性があろうかと思います。 

それから、この特別会計は一般会計と並んで年度ごとにやっていくということ

で、中長期的な管理が非常に甘くなっているわけであります。この点については、

昨年、財政制度等審議会で私も入って議論をいたしましたけれども、改革工程の

部分のところについての注文をつけておりまして、こういう観点からぜひ、どう

いう時系列的な形で取り組むかということも具体的にまとめていただきたいとい

う具合に思います。 

それから昀後は、今申し上げましたとおり、多彩な収入と様々な形での支出と

いうものがあるわけでありますが、その特別会計全体のキャシュ・フロー、ある

いはバランスシートというものが把握できていないというのが現実であります。

これは会計的にきちんと押さえて評価をいたしませんと、国民から何をやってい

るんだということが非常にわかりにくいということでございまして、これは先見

的には実は政策コスト分析ということで、理財局がそれぞれ貸し付けた部分のと

ころを対象にしながらコスト分析ということを議論し、制度的にもかなり確立さ

れてきたわけでありますけれども、特別会計においても、こういうものをきちん

と会計上も繰り入れて、組み入れて合理的なガバナンスを発揮させていくという

工夫が必要だろうと思います。これはぜひ改革案にキャシュ・フローと貸借対照

表に関する試算を出していただきたいという具合に考えております。 

その上で、特別会計は御承知のとおり、いろいろなものがございます。性格が

随分違う形になっておりますので、十把一絡げで議論するというのもなかなか難

しいわけでありますが、幾つか特徴がございます。 

まず、毎年のように損失、赤字が計上されている特別会計。例えば、これは国

有林野事業特別会計でありますとか、食糧管理特別会計でありますとか、漁船再

保険及び漁業共済保険特別会計、こういうものは本当に赤字を垂れ流すような状

況になっておりますので、目標を定めて今後の収支改善の見通しを明らかにしつ

つ、コストや収益性改善策などについての具体的な手法及び手順を明示していた

だきたいと具合に考えております。 

第２番目の形態でありますが、過去に借り入れた残高が非常に大きいとか、あ

るいは一般会計から毎年毎年多額な繰り入れが行われているような会計でありま

す。これについては、例えば空港整備特別会計でありますとか、国営土地改良事

業特別会計でありますとか、特定国有財産整備特別会計等、こういうものがござ

います。この辺についても先ほどのキャッシュ・フロー、バランスシートの義務

づけをお願いしたいと思っておりますけれども、借入残高の縮減に向けて、きち

んとしたゴールを定めて償還計画を明確にするというようなこと。それから新規

借入については、やはり事業内容、償還の確実性というものを精査しつつ、きち

んとした担保を償還計画の中で繰り入れ、そのことを前提にしながら一般会計の
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繰り入れを考えていくと、こういうことが必要であろうと思います。この点につ

いては、今年から平成 17 年度予算の全体像についての対応を、これに沿って対応

していく必要性があろうかと思います。 

それからもう１つは、本来の目的ではないにもかかわらず、福祉施設を有して

いるような特別会計でございます。これは厚生保険特別会計でございますとか、

国民年金特別会計、労働保険特別会計等がこれでございます。こういうフリンジ

な便益の供与というものは原則的に廃止して、民間に任せると、こういう考え方

を徹底すべきだろうと思います。 

それから４番目は、保険事業が特別会計の中にはございます。この点について、

本当に公的な形でやらなければならないのかどうか。民営化の可能性、あるいは

独立行政法人等の可能性、あるいは細々となされております保険事業を統合する

等の必要性も考慮すべきだろうと思います。森林保険特別会計でございますとか、

地震再保険特別会計でございますとか、船員保険特別会計は、こういう類のもの

であろうと思います。 

それから、国民のいろいろ形で必要なマネジメント、資金の流れを管理する部

分がございます。この特別会計については、その必要性というものが市場との関

係の中において、かなり微妙なものもあるわけでございますけれども、この国債

整理基金特別会計でありますとか、外国為替資金特別会計でありますとか交付税

等の会計、こういうものについては、できるだけ国民にわかりやすい説明責任を

フロー及びストックの両面において工夫をしていく必要性があろうかと思います。

ここの部分のところが必ずしも十分明らかでないがために問題が累積をするとい

う可能性もございます。ぜひ、ここにおいても情報開示、説明責任をきちんと果

たす工夫をしていただきたいと思います。 

今後の進め方でございますけれども、年内に策定されました改革案など関係省

庁の取組について、年明け以降、諮問会議において報告をお願いいたしたいと思

います。諮問会議において更にその内容について精査をし、議論を深めたいとい

う具合に考えております。いずれにしましても、特別会計はわかりにくいという

のが甘さを助長する原因になっておりますので、ぜひ制度的なディスクロージャ

ーのあり方について、今後真剣に取り組んでいただきたいという具合に思います。

以上です。 

（竹中議員） 個別論に入る前に、谷垣大臣から特別会計全般についての御発言をい

ただきます。 

（谷垣議員） 私は６つの特会を所管しておりますが、国庫大臣としての立場から若

干申し上げたいと思います。 

特別会計の改革につきましては、昨年の財政審で本間先生にも入っていただき

まして網羅的な検証をいただいて、国全体としての歳出の効率化・合理化を図る

ために事務事業等を見直していくとか、それから歳入面の構造の見直しであると

か、それから、特会として区分経理を行う必要性があるのかといった観点から改

革の提言をいただきました。 
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また、今「わかりにくい」というお話を本間先生からございましたけれども、

全ての特会に関して説明責任を強化する必要がある。これも私どもにそういう御

要求をいただいて、これを受けまして、平成 16 年度の予算編成ではできるだけ多

くの改革を盛り込みました。そこで今年も、財政審において、更に特会改革を着

実に進めて、新しい観点から議論を深めていただきたいと思っております。 

それから諮問会議におきましても、各特別会計の性格に応じて中期的な目標等

を含めた改革案を議論していただくことが有意義であろうと思っております。こ

れは大変国民の関心も高いですし、財政健全化の観点からも極めて重要なことで

ございますから、しっかりとした検討をこの場、諮問会議でも行っていただきた

いと思っております。その際、今も本間先生からもございましたけれども、特会

の性質は多様でございますから、横断的あるいは一律の対応というのは余り意味

がない。各特会の直面する本質的な問題を見極める必要があろうかと思います。

機械的に前提を置いた単純な収支の見通しというようなことではどういう意味が

あるか、ということでありますから、各特会の性格や実情を踏まえた実のある議

論を行っていく必要が何よりも大事ではないかと思っております。そして、私ど

も財政審でも御議論をいただいて、国庫大臣としての立場から、特会改革につい

ての私なりの考え方をこの諮問会議にもお示しすることにしたいと考えておりま

す。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは各大臣から御説明をお願い申し上

げます。省庁４大臣から御説明いただきますので、極力簡潔にお願いできればあ

りがたいと存じます。まず、麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） お手元に配付してあります「交付税及び譲与税配付金特別会計の改革

のポイント」という３枚綴りの資料を出してございますけれども、これは皆さん

方よく御存じのように、私どもが所管している特別会計は、いわゆる事業特別会

計というのとは全然違いまして、経理を明確にするために設けられた整理区分特

別会計ということになっておるところが全然違うところなんだと思います。 

交付税の特別会計には、多額の借入金残高がありますのはそこを見ていただい

ておわかりのとおりですが、この借入金というのは御存じのように、そもそも地

方財政対策において生じます地方の財源不足というものを補てんするということ

によって生じるものであります。したがいまして、特別会計のあり方の問題とい

うよりは、地方財政とか、交付税のあり方とか、そういった形で三位一体の改革

の中で議論していくことが必要なんだと思っておりますので、これだけ取り出し

てもあまり意味がないと思っており、本間先生も御存じのとおりです。 

そもそもこのような借入が増えていったのは、国が行った法人課税の実効税率

を 50％近くから 40.87 ％に下げる、などの減税政策に地方も合わせたこととか、

国が赤字国債を発行して地方にも同様の財政運営を要請したこととか、国が景気

対策のために内需拡大を図ったこととか、国がいろんなことをやっていったのに

ずっと地方も付き合わされておりますので、そういった経緯意味と相関関係があ

りますので、国がいわゆるやったから、一方的にそれに責任転嫁するつもりは全
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くありませんけれども、その点も考慮していかぬと、これは少々公平さを欠く論

になると思っております。 

しかし、いずれにしても、平成 13 年度に制度改革を行ったと思っておりますけ

れども、少なくとも通常収支の財源不足に係る借入金は、全て廃止、だめという

ことで全部認めなくなっておりますので、そういった意味では、明らかに透明化

が一歩進んだと思っております。ただ、平成 16 年度の新規借入 1.8 兆円とありま

すが、これは平成 11 年度の恒久的減税だったと思いますが、恒久的減税に伴う地

方財源の補てんのための借り入れなどです……。 

（麻生議員） 恒久的減税等に伴う地方財源の補てんのための借入金のみが 1.8 兆円

ということは、ちょっと記憶にとどめていただければと思います。 

この借入金の償還ということが２ページ目のところにざっと、一番下のところ

にゴシックで書いてありますけれども、これは地方税など地方の一般財源の収入

増というのに努めなきゃいかないぬのは当然のことなんですけれども、国・地方

を通じました財政の健全化とか、また収支のギャップの縮小を図っていくこと、

市町村合併を含めていろいろあるんですが、こういったもので計画的な償還を努

めることが重要だと思っております。 

ただ、今後ともこの税負担と行政サービスとの関係について、その水準のあり

方というのが、多分、地方では恐らく大きな問題になっていくだろうなと思って

おります。 

やっぱり、失礼ですけれども、「若い人は全部東京に持っていって、じいちゃん、

ばあちゃんの介護保険は、全部面倒をみているのは地方じゃないか」と、これは

地方の市町村に行けば誰でもお腹の中で思っているせりふですけれども、みんな

品がいいから言わないだけで、お腹の中では皆そう思っているというのが現実だ

と思います。そういった意味では、これは国民的論議を行っていただかないとい

かぬところなんだと思いますけれども、いずれにしても、借入金残高というのは、

国の負担分と地方の負担分がいろいろありますけれども、こういったものを一緒

に解消していくのは、これは国債残高を解消していくこととパラレルな関係にな

っているということだと存じております。 

私の方からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。谷垣大臣、国債整理基金特会と外為特会、お

願いいたします。 

（谷垣議員） 国債整理基金と外為、２つですか？ 

（竹中議員） 等ですね、所管のところをお願いいたします。 

（谷垣議員） 私のところ６つあるのですが、目標を設定することがちょっとなじま

ないのもございますが、改革案の策定には積極的に取り組んでいくつもりでござ

います。 

お手元の横長の資料に沿ってポイントを説明させていただきますが、まず、財

政融資資金特別会計ですが、これは財政投融資改革を今まで進めてまいりました

その結果、規模は計画額ベースでピーク時の半分程度まで縮減されてきておりま
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す。今後も、対象分野・事業の重点化を図っていきたいと思っております。 

それから次の国債整理基金特別会計ですが、これは歳入・歳出の大宗が他会計

の利払い・償還を整理したものでございますので、なかなか目標の設定というの

はなじまないわけですが、国債管理政策を強化するために国債の保有者層を拡大

するといった取組を実施するほか、国の債務状況についての情報開示の充実にも

努めていく必要があると思っております。 

それから次の外国為替資金特別会計ですが、これは機動的に外国為替等の売買

を実施するため、目標の設定は、これもなじまないものと思いますが、国民にと

ってわかりやすい形で仕組みや資金の運営に関する情報開示に一層努力したいと

思っております。 

それから、その次の産業投資会計は２つの勘定に分かれておりますが、産業投

資勘定は、研究開発法人に対する出資について、事業化評価体制を強化するとい

った収益性の向上に努めていきたいと思っております。それからもう一つの社会

資本整備勘定ですが、これは対象分野の充実化等を図って、一般会計からの繰入

規模の縮減を図っていきたいと考えております。 

それから次の地震再保険特会ですが、これは国の再保険がありませんと地震保

険制度というものが成り立ちませんので、再保険を経理するこの特会は今後とも

必要と考えられますが、民間保険会社の支払い能力等を勘案しながら、官民の負

担割合のあり方等については引き続き検討していきたいと思っております。 

それから昀後に、特定国有財産整備特会ですが、これは行政機関の移転など大

規模事業に取り組んでまいりましたので、借入金残高は増大しておりましたが、

その縮減を図っておりまして、今年度末にはピーク時の半分以下となる見込みで

ございます。今後とも処分対象資産の早期処分に努めまして、既存の借入金の残

高の縮減を図りながら、昭和 40 年代に大量に庁舎、宿舎が建設されておりますの

で、その建替え需要にも対応していきたいと思っております。 

以上、財務省としては、財政制度等審議会の報告、あるいは「基本方針 2004」

を踏まえまして、改革案の策定に積極的に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、坂口大臣にお願い申し上

げます。 

（坂口臨時議員） 私の方も５つございまして多いわけでございますが、議員の皆さ

ん方よく御存じものばかりでございますので、簡単に申し上げたいと思います。 

昀初に厚生保険特別会計でございまして、これは政府管掌健康保険事業の健康

勘定、それから厚生年金保険事業の年金勘定、児童手当勘定、それらの業務勘定

が、そうしたものの中にございます。ここは１つは、年金、医療、介護といった

社会保障制度全体について一体的な見直しを現在していただいているところでご

ざいますし、またもう一つは社会保険庁改革を行わなければならない、これも御

議論をいただいているところでございます。それらのことを中心にしながら、本

格的な改革をしていきたいというふうに思っているところでございます。 
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それからその次に船員保険特別会計について。これは長い間議論がされてきて

いて、だんだん減ってまいりまして、加入者は７万人ぐらいでございます。しか

し海の男の団結は強いものがございまして、労使ともに、これはどうしても陸と

は一緒にならぬというところがございます。 

この中心は船員法という、これは国土交通省が所管しておられる法律でござい

ますが、それに関係してこの船員保険法というのができ上がっている。その中で

年金の部分はもう既に厚生年金健康保険の方に移管している。残っておりますの

は、医療保険といわゆる陸で言えば労災保険、雇用保険、ここに匹敵する３つの

部分がここの中に残っております。だんだんと減ってきておりますが、この３年

間で１万人規模の被保険者数が減ってきたりするものですから、ぼつぼつ考えて

いただかなきゃならないときに来ているのではないかという気がいたしますけれ

ども、しかし簡単ではございませんで、ＩＬＯ条約との関係等がございまして、

いろいろ上乗せをしているところ等もあるわけでございまして、陸とは手厚いと

ころがあるということでございます。それらの問題をどうするか。これは関係省

庁とよく意見交換をさせていただいて決定しなきゃならないところだというふう

に思っております。かなり継続いたします。それから国民年金特別会計でござい

ます。これは基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定、業務勘定、こうした

ものでございまして、年金改革と大きく関係するところでございまして、今後も

こういうところは見直しをしていかなければなりません。特に国民年金の方は、

平成 19 年度に納付率を 80％までに改善させるという強い決意でやっているとこ

ろでございます。それから年金の福祉施設、先ほどもお話がございましたが、例

外なく整理をするということで、独立行政法人を設置して解決を図るということ

を決めているところでございます。 

それから、労働保険特別会計でございますが、この中には、御存じのように労

災勘定、雇用勘定の２つがあるわけでございます。労災勘定の課題といたしまし

ては、労働福祉事業のより一層の効率的・効果的な実施、それから業種別の労災

発生状況に応じた適正な保険料の設定と、こうした問題があるわけでございます。

労災勘定におきましては、いわゆる福祉事業の各事業につきましては、成果目標

の設定などを行いまして、事業の継続的見直しを行うこととしておりますってい

るところでございますが、これらのことにつきまして、年内に結論を我々も出し

たいというふうに思っているところでございます。 

それから休養施設につきましては、当初７か所、現在３か所でございますが、

それから労災保険会館を全廃することを決めておりまして、これは平成 17 年度末

までに行うことにいたしております。それから 37 の労災病院がございますが、ま

ず７病院を整理するということで、30 病院にするということで現在整理を行って

いるところでございます。 

次に雇用勘定でございますが、これは雇用保険三事業でございまして、平成 16

年度は 80 業種について目標を設定いたしまして行っているところでございます。

それから雇用保険三事業に関して、事業の整理統合・重点化があるわけでござい
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まして、初めは 30 数本あった助成金を 29 本にして、さらに 25 本まで減らしたい

ということで整理・合理化を進めているところでございます。 

加えて、民間地域との連携強化を行っております。それから、この諮問会議で

も御指摘をいただきましたワンストップサービスの提供、ハローワークを中心に

して現在進めているところでございます。それから、勤労者福祉施設の譲渡・廃

止でございます。これは平成 17 年度末まででございますが、2,070 施設ございま

したが、2,004 施設は譲渡等を完了いたし、97％完了しておりまして、残り 13 施

設残っております。平成 17 年度末までに譲渡を完了する計画で現在やっていると

ころでございます。 

それから昀後に、国立高度専門医療センター特別会計というのがございますが、

いわゆるナショナルセンターの入っているものでございまして、特定の疾患等を

克服するという国民の期待に対して中心的な役割を発揮できるようにする。これ

は国立がんセンターとか、あるいは成人病センター、国立循環器病センター、そ

うしたものがこの中に入っているところでございます。ＩＴ化やアウトソーシン

グできるものは徹底的に行いまして、医療の質と患者サービスの向上、それから

医療費の効率化というものを進めていかなければならない。現在進行中でござい

ます。 

以上５項目でございまして、それぞれやらせていただいているところでござい

ます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは中川大臣お願いします。 

（中川議員） それではお手元の資料を御覧いただきながら短く説明いたします。 

経済産業省は４つの特会がございまして、エネルギー関連で石油対策、あるい

は省エネ、新エネ等のいわゆる石特。それから電源立地と長期固定電源、これは

水力とか原子力を具体的に指しますが、これの電特、の２つがあります。時々ダ

ブっているんじゃないかとかいろいろありましたけれども、極力役割分担すると

いうことで今更に努力をしているところでございます。エネルギー政策は言うま

でもなく、中長期的に突発的なオイルショック的なもの、あるいは現在の石油の

高騰とかいろいろありますので、どんどんやっていけばいいというものだけでは

評価はできませんけれども、先ほどの民間議員の御指摘のような観点からも今ま

で努力をしてきたつもりでございますし、また今後とも努力をしていきたいと思

います。 

ちなみに、４つの特別会計は一般会計には御迷惑をおかけしない。４つの特別

会計はいずれも現在はそういう状況でありまして、逆に余っているものをどうす

るんだというような御指摘も受けているわけでありますので、そこは適切に処理

をしていきたいと思います。 

３番目の貿易再保険特別会計でございますが、これも 80 年代に例のイランのＩ

ＪＰＣの保険破綻による保険金支払いだとか、80 年代の中南米の経済危機のとき

は大変だったんですけれども、それからだんだん回収が徐々に始まりつつある。

南米なんかは始まりつつあるということで、収支の方も一般会計に御迷惑をおか

 29




 

 

 

平成 16 年第 23 回 議事録 

けすることなくやってきておるところでありますが、更に一層の合理化・効率化

に努めまいりたいと思います。 

昀後に特許特別会計でございますが、これも基本的に自賄い。出願料、特許料、

審査請求料でやっているところでございますが、以前、知的財産のところで御説

明したように、世界昀高レベルの迅速な審査、あるいは待機ゼロといったことに

努力中でありますけれども、収支面でもきちんとした対応に更に努力をしていき

たいというふうに思っております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。４大臣から御報告をいただきました。開始

から既に２時間になっておりまして、できるだけ速やかに議論を収斂させたいと

思いますので、御発言のある方は要領よくお願いを申し上げます。 

よろしゅうございますでしょうか。 

それでは簡単にとりまとめをいたしますが、今日は民間議員から年内に改革案

をまとめるということは骨太で決まっているわけですが、盛り込むべき事項につ

いて４つの提案がございました。谷垣大臣から、なじむものも、なじまないもの

もあるかなという御指摘がありましたが、せっかくの提案でありますので、その

４つの点をぜひ踏まえていただいて、それで年明け以降に御報告をお願いしたい

と思います。その際には、これまた民間議員から５つの類型をしてくださってい

ますので、それに応じた改革のこれは方向を示しているということだと思います

ので、その方向にぜひ沿った改革案をお願いしたいと存じます。 

谷垣大臣、確認ですが、これは自分としても改革案を示すという御趣旨でよろ

しいんでしょうか。 

（谷垣議員） はい。財政制度等審議会等の御議論を踏まえて、私としての案をまと

めてまた御報告したいと思っております。 

（竹中議員） 財政制度等審議会等がまとまった後でということでございますね。は

い、わかりました。 

では、特別会計の改革は大切でありますので、ぜひそのようにお願いを申し上

げます。 

全体として総理。 

（小泉議長） いいです。長時間御苦労さまでした。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 

30



