
 

平成 16 年第 23 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
○ 特別会計改革について（中川議員提出資料） 
 

（概要）          

（竹中議員） 本日はまず「郵政民営化」についてご審議いただく。その後「地域再生・

構造改革特区」、「特別会計改革」について審議したい。 

 

 1



 

○郵政民営化について 

（竹中議員）  郵政民営化について、前回審議した素案の［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きたので、その説明をしたい。まず分社化の

あり方については、純粋持株会社の下に窓口ネットワーク会社、郵便事業会社、郵便

貯金会社、郵便保険会社の４つの子会社を置くという考え方でいかがだろうか。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、経営者の判断に委ねると

いうことである。 

   最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。2007 年４月の時点では持株会社の下に

４つの会社ができる。最終的には郵便貯金会社と郵便保険会社は民有民営を実現し、

国は持ち株会社の株式を３分の１超保有する。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ある。 

   2007 年４月時点での民営化の姿だが、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。今までの議論の結果と総理からの御指示を踏まえ

た提案である。 

   窓口ネットワークへの住民アクセスの確保についてだが、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こととしたい。 

   郵便貯金、郵便保険の限度額について、完全民営化された後は、当然限度はないが、

当面は現行水準を維持するということでいかがか。 

   郵便事業の債務超過の扱いについては、準備期間に勘定区分の見直しを行うので、

それに際して解消する。その上で必要な自己資本の充実策については、詳細な制度設

計を踏まえて検討することとしたい。 

   前回までの［Ｐ］の部分について、総理の御指導を受けて、麻生議員と私の方でと

りまとめた提案である。 

（麻生議員） とりまとめに至るまでの経緯について、ここで議論されていない部分を含

め、いっぱいある。 

   まず分社化のあり方については、窓口ネットワークを持ち株会社にし、その下に３

つの子会社の方がよいというのが私の意見である。結論として、総理の方から話があ

ったということだが、生田さん自身も、下に３つの子会社だというお話をされていた

ことを補足しておく。 

   移行期間中に株を売却し民有民営を実現することについて、ドイチェポストはこの

やり方をして失敗し、ポストバンクを買い戻したというのが事実である。民有民営を

実現するのは正しいと思うが、株式をどれだけ売ってどうするかというのは、将来運

営される会社の側がよほどうまくやらないと、ドイチェポストの二の舞になる可能性

を秘めていると思う。 

   2007 年４月時点の姿について、システム構築が可能かどうかに対しては非常に公

平な結論だったと思っており、生田総裁も総理との話の上で納得をしている。 

   窓口ネットワークへの住民のアクセスの確保だが、経営効率の観点から言えば、地

方における山間、へき地、離島の行政ネットワークが少なくともなくなるだろう。法

律で規定するかはともかく、定款、国会答弁などで明文化するなど、少なくとも何ら

かの形で別途明確化することは、非常に大事である。これがはっきりしない限り、地

方から一斉に問題が起きると思う。 

   郵便貯金、郵便保険の限度額に関して、当面は維持と言っても、「当面」が 30 年ぐ

らい続くこともあり、なかなか難しいが、納税をして、地方の金も全部払うのに、何
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で 1,000 万円という限度なのかという声が一斉に上がることは確かだと思う。今後

法律をつくっていくところで、1,000 万円を 2,000 万円にするなど、いろいろ答え

が出てくるものと予想される。 

   郵便事業の超過債務 5,500 億円の話だが、これは谷垣議員も払うつもりはないと

いう話をされており、それは当然だと思う。債務超過のままでは会社はできないので、

詳細な制度設計をするにしても、自己資本をきちんとしなければならない。債務超過

をなくす方法だが、今ある郵便貯金の利益をここに埋めることになるのか、分社化す

るという前提になった場合、何でそこに金を出さなければならないのか、というのが

従業員からは当然出てくると予想され、検討する際も非常に大事な点だということを

委員の方々には頭に入れておいていただきたい。 

（吉川議員） 郵政民営化について、いろいろな議論がある中で、政府としてこのように

まとめられたことに敬意を表したい。確認だが、諮問会議としては、「郵政民営化の

基本方針（素案）」の［Ｐ］を埋めていき、基本方針を決めていく作業をしていると

いう理解でよろしいか。 

（竹中議員） 手続的には、基本的な枠組みについて議論を行い、同意していただければ、

それを［Ｐ］の部分に入れて、各省の同意を得て、最終的な決定としたい。 

（吉川議員） 先程竹中議員から御説明のあった案が、素案の対応する［Ｐ］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いる。 

   その上で、若干確認させていただく。2007 年４月時点での民営化の姿について、

素直な解釈として、2007 年４月から分社化を行うと言い切っている。我々もこのこ

とを主張してきた。一方情報システムに関しては、今年中に技術的な確認をするとあ

るが、場合によっては附則的なことで対応し、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。つまり、2007 年４月の分社化はシステム開発が条件に

なる話なのかを質問したい。もう１つ、郵便貯金、郵便保険の限度額を当面維持する

という点だが、政府が株式を 100 ％保有している状況だと、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、政府保証がついてい

る官業であり、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。 

（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。総理は、出来るか出来ないかをプロに判断してもらおう、

ということで、出来ないなら分社化も物理的に出来ない訳で極めて明快だと思う。 

   当面の限度額の話については、政府保証は 2007 年からなくなるわけで、少なくと

も新しく勧誘していく分に関してはなくなる。政府の金が入っているというが、それ

が 50％なのか、30％なのかは極めて不明確で、０でないといけないという極端な話

になりかねないので、将来検討をする、まだ詰めができていないところと思っている。

ここは、いろいろな意見が出てくるところであり、検討が必要だろう。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している。 

（吉川議員） 情報システムの確認について、私は何ら反対しておらず、むしろ大変合理

的なことで、こうした検証が透明な形でなされることは望ましいと考えている。 

（牛尾議員） 限度額の問題だが、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との声があるが、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。新聞な

どを見ても、民営化を極度に拡大しないでくれという声が大変強いわけで、そうした

こともフェアに見ていく必要があるだろう。 

   しかし、とりあえず当面こういうことを決めておくとして、民有とは 100 ％を意
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味するのか。ＮＴＴやＪＲでもまだ 100 ％になっていないところは数多くあるわけ

だから、民営という一般的な通念をどの程度柔らかく見るか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。 

   それから、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、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

ってあり得るわけで、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、運営面はベストの方法を考えるというように現実的に考えていくのも、政

治的な幅広い味わいのある決定だ。 

（麻生議員） 今の指摘は経営上非常に重要だ。 

（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、一切兼任させないという考え方もある。そうした点は、これからの運営上で極

めて現実的に最もベストな方法を考えられるようにした方がいいだろう。民営化の

最終的な姿として、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

るのも危険ではないだろうか。 

   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議員の気持ちは理解する。しかし同時に郵便以外はユニバーサ

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、どういうバランスで世論と

の間を調整するか、別途明確化を重視することを訴えれば、十分解決が進むのではな

いかという気がする。 

（麻生議員） ドイチェポストの例もあり、後からまた買い戻すのは学習効果のないこと

になる。民有民営としていくが、そのときの事情がどうなっているか分からず、今

340 兆円ある資金も大体 240 兆円程度になると予想されているが、10 年後の話は分

からない。最近の銀行の形態を 10 年前に日本銀行が予想していたとはとても思えず、

そういう時代に先のことをあまりギチギチに決めるのはいかがなものかと思う。牛尾

議員の、様々な運営の仕方がある、リスク遮断が重要、というお話が一番肝心で、窓

口ネットワークの兼務は私も同じことを考えていた。 

    それから、ネットワークへの住民のアクセスについて別途きちんと明確化しておけ

という話だが、私もすごく大事だと思っており、地方の一番の心配はここであろう。

窓口ネットワークがどんどん合理化されると、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最初にリストラされると常識的には考えられ、そうした

意味では設置基準等をきちんとしておかないと、一斉に声が上がってくることになり

かねないので、別途明確化をきちんとしておいていただきたい。 

   それから限度額についてだが、会社がどんどん小さくなっていくのはだめな会社で、

少なくともある程度伸ばしていくという勤労意欲、労働意欲の沸かない枠組はだめだ

と思う。どういう形がいいかは別にして、株式上場できるようにすれば 1,000 万が

何千万になるぞというような夢や希望が出てくる制度設計が大事だと思う。 

（奥田議員） 素案の６ページ、労務についてだが、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あったが、これはそのまま残るのか。 

（竹中議員） この部分は誤解を招くので削除する方向で調整していると聞いている。 

（麻生議員） 素案の雇用のあり方（ア）というところが今言われた点とはかなり矛盾す

ると前回申し上げており、調整することになると思う。 
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（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） そういうことである。 

（谷垣議員） 大変難しい調整を竹中議員、麻生議員、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。 

   郵便事業の超過債務の扱いについて、公社全体として現在でも約 4.6 兆円の資産

超過であり、資本蓄積が進んでいることを踏まえると、郵政事業全体の中で適切な資

産負債配分を行うのは大変ありがたい。政府出資を残したまま新会社の業務範囲を拡

大するのは肥大化、不公平化といった批判があり、さらに新会社立ち上げに際して新

たな税金を投入し、業務範囲を拡大すれば、今後厳しい批判を受けることは必至であ

るので、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う。 

   これは当たり前だが、どのような組織形態でも、発足時から利益が上がらず、後か

ら尻拭いすることになっては何のためだということになるので、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き、自立可能なビジネスモ

デルをきちんと設計していただきたい。 

   それから、今まで何度か申し上げてきたが、ユニバーサルサービスの維持のための

優遇措置について、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と思う。 

   素案もある程度調整していただいているということだが、国債市場への配慮につい

て、旧勘定を安全資産で運用することは書いてあるが、旧資産を安全資産で運用する

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などが必ずしも十分で

はないと思う。一体運用ということもあると思うが、移行過程を透明にして予測可能

性を高める、移行期における適切な配慮がなされるということを基本方針にも書いて

いただきたい。もちろんこれは移行過程の話であり、完全民営化したときの話ではな

い。税制面でも４つに分けるのであれば、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思う。 

（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、今

検討しているところである。 

（奥田議員） 新会社の設立からすぐ収益が出るのは民間では珍しい例で、そういう会社

はほとんどない。立ち上がりの２、３年は赤字が続いて、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であり、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

のではないかと思う。 

（谷垣議員） 私の表現が余り適切でなかったかもしれない。必ず何年か経ったときには

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。 

（牛尾議員） 麻生議員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、と考えたらいいと思う。とにかく超スピード

でここまでまとめられたことは大変感服をしているし、毎回私は、最終的にこうい

うものは経営者の実現のための意志によって決まるものだと言ってきた。行政の世

界では、法律をつくったら、もう会社は動き出すというように考えているが、会社

は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

のだと、今日から始まるのだと考えるべきだ。片方では法律化という定款作成の作

業が準備室で始まるが、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の努力を、少
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なくとも発足する 2007 年時点まで続けていき、人材も育成していくこと。このこと

を、忘れてはいけない。定款をつくって会社ができるなら、潰れる会社はないこと

になる。法律業務のために準備室があるところはあるけれども、むしろ大事なのは、

経営準備室であって、そういうものの作業に皆が２倍、３倍の知恵を持ち寄る努力

をして欲しい、ということを自戒も込めて申し上げておきたい。 

（竹中議員） 素案の中できちんと生かすように工夫をする。 

（本間議員） 小泉郵政民営化の正否は、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である。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う。その意味でまとめていただいたことを、我々民間議

員として非常に高く評価している。 

   純粋持株会社を実現したとしても、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ことは当然で、そのような裁量性が働きにくいき

ちんとしたリスク遮断、あるいは利益相反関係の整理を考える、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う。 

   それから、限度額について当面現行水準を維持するということは、これは移行期で

は政府の関与が残っているわけである。アメリカでも、フレディマックであるとか、

ファニーメイであるとかの事例があるが、郵便貯金、郵便保険という「郵便」がつ

いているので、国民にとって、将来民営化されることがアナウンスされていても、

そこを十分に認識し識別することがなかなか難しい部分がある。その意味で現行水

準を維持することは、私は当然のことながらやっていく必要があると思う。新会社

の収益性、あるいは成長性については、きちんと担保していくことは前提であるが、

一方で、この資金の存在が資源配分上、公的な部門に対して過大ではないか、ある

いは民業圧迫をするのではないかという懸念がある状況下の中で、私は現行水準の

維持ということも必要になってくると考える。 

   郵便事業の超過債務の問題について、退職金の問題等なかなか難しい部分もあるが、

勘定区分を、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

あるので、自己資本の充実策については、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と考える。 

   それから、郵便貯金会社、郵便保険会社が民有民営を実現していく場合には、当然、

株価の動向等難しい部分があるけれども、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う。 

（麻生議員） 最後に１つだけ。今回、時間がなく色々な点について、十分議論が詰まっ

たとは言い難い状態だと皆さん十分認識した上でやっていると思うが、まず最初に、

郵政民営化に関する論点整理の５原則だけは忘れないようにしておいていただきた

い。基本方針案は読み方によっては５原則に全く反する文章になりかねないので、

この５原則はしっかりとしておいていただきたい。この案に入る最初の話だったの

で。これが１点。 

   それから今日、総理と生田総裁との話し合いが行われたけれども、生田総裁など現

場をやっている人たちの声を聞いて、現実的な話をして推進をしていただきたい。

これが２点目。 

   そして、先ほど牛尾議員も言われたが、窓口ネットワーク等々、新会社を経営する

人が会社の経営がしやすい、そういう政策を選択することが重要。私どもとしては、

そういったことを考えるときに、２万 4,700 の郵便局は一種の国民資産と言えるほ
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どの膨大なネットワークであり、そういったものを有効に利用してもらえるような

政策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思っている。今４つ

申し上げたが、５原則をはじめ、ぜひそういったことをきちんとしていただきたい。

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は、頭に入れておいていただければと思う。 

（竹中議員）  多くの意見をいただいて、それぞれ御指摘のとおりだというように思う。

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うが、今日の

会議の時点では、郵政民営化について、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

きたいと思う。 

   各省、また民間議員に対し、基本方針の案を回して、しっかりと文言の調整はさせ

ていただく。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くが、こ

この場で合意していないことを合意に反することを直せ等言うことはルール違反で

あるので、ここで合意したことについて文章を調整するというルールはぜひ守って

欲しい。 

（牛尾議員） 基本方針は 10 日の諮問会議に出てくるのか。 

（竹中議員）  与党との御相談、総理の御指示もいただきながら、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いる。 

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

していきます。 

          （地域再生・構造改革特区担当大臣入室） 

○地域再生・構造改革特区について 

（竹中議員）  それでは、金子臨時議員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。 

（金子臨時議員） 地域再生の取組について冒頭にポイントだけ申し上げる。 

   資料１ページ目の真ん中、「補助金改革等への地域の声」について、昨年の諮問会

議で、政策群という考え方を導入していただいたが、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し、

各地域から色々御提案をいただいた。市町村、あるいは県から特区と合わせて 650

件を超える要請が出てきた。例えば生活排水関係、具体的には旧建設省所管の下水

道事業、あるいは農林水産省所管の集落排水、環境省所管の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、各省庁にまたがっている。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御報告申し上げているが、資料に書

いてあるようないろいろな要請が出ている。 

   各省庁の対応については、概算要求で方向感覚は大分出てきており、地方の要望を

実現する方向に従った概算要求を出していただく一歩を踏み出した。ただ、各省に

よって温度差があり、役所の予算の権限であるので、これから年末に向けて、どう

いう制度設計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くると思

っている。同時に、民間資金を地域の経済に役立つように、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いるが、地域再生に絡んで、民間ファ

ンドに、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、検討を続けている。 
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   ２ページ目、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いる。今

までの御説明以外で１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、今までは最低 20 人以上でないと特別養護老人ホームがで

きなかった。そして１つの特別養護老人ホームに医師が何人、看護師何人という割

り振りがついていたけれども、市町村合併等々が今どんどん進んでいるのでもっと

効率的にやろう。どこか１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 人だが、３つを足してトータルで医

師の基準は何人、介護士あるいは看護師の人数は何人という配置ができるような要

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

を考えている。細目はまだまだ多々あるが、既に御報告した流れに沿って今進めて

いるし、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いきたいと思っている。 

   構造改革特区の取組について、おかげさまで様々な分野で特区が実現してきた。 

資料２ページ目、第５次提案では 47 件、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る。 

   ３ページ目、今回の第５次提案の特徴について。刑務所関係、今度山口県のものは

ＢＯＴというＰＦＩ方式で初めて我が国で出来るようになった。併せて受刑者の処

遇・警備について、これも法務省がよく取り組んでくれたと思っているが、民間委

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、工場は外へどんど

ん出ていけというものだが、逆に東大阪市、尼崎市ではむしろ工場特に中小企業が

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、町工場だけれども、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、スチールパイプをつくる会社、溶接をする会社の人たちが集まり、スチー

ルパイプにマグネシウムを入れて重さが３分の１になる。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る。これは今年の秋に製品化ができるようだけれ

ども、そこに集積の利益がある。集積によりこういうことができてくるといったよ

うなものもあって、工業再配置促進法の適用除外が特区で認められた。 

   ３番目、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、総

務大臣から御了解をいただいた。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。身障者の方々の職

場の確保という意味で、これができるようにしていきたい。あるいは市町村が合併

したときの役場間のＬＡＮ関係の事業の発注は、実績がないとできないという規制

があり、せっかく各県でベンチャー、若い人たち、ソフトの関係のベンチャーを一

生懸命育てているが、発注できないのである。こういう一定の政策目的のための随

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

させていただいた。 

   ４ページ目の２段目、小規模農家民宿の建築基準法の「旅館」からの適用除外につ

いて。これは、農家民宿をやると、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あるけれ

ども、今、一般の家庭で住んでいると同じような施設のままで、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、これは全国版であ

る。 

   また、経済効果は少ないが、お茶の間で話題になったカブトムシ特区、これも農林
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水産省に御協力いただいてできるようになった。 

   ５ページ目、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いる。

ちなみにお手元に「特区は宝の山」という成功の事例集を配付させていただいたけ

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いる。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

進めている。 

   ６ページ目、提案者に意見募集を行ったことについて。今までは提案について各省

庁から比較的つれない返事で、「こんなものはできないよ」という事例が多々あった

が、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意見を提出

してもらい説明していくと、各省庁は「ああそうか、そんなことだったのか」とい

うことで、例えば６ページ目の１では、意見提出により趣旨が伝わり具体的に検討

するため、連絡会が開かれるといったような効果があった。そういうことはどんど

んやっていきたいと思っている。 

   ８ページ目、特区の全国展開について、八代先生に評価委員会委員長としてとりま

とめをしていただいた。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ページの全国展開の例のとおり、進んできたと思っている。

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

のがある。各省庁のそれぞれの理由もあると思うけれども、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いる。 

   私の問題点としてもう１つ、これまで実現できなかったものがある。しかし、１年

前はできなかったけれども、これをもう一遍総ざらいをして、また１年という時間

が経つと不思議なもので、もう一遍考えてみようというものもあり、だめだった提

案の実現の可能性を探る。今後とも更に提案を広げていきたい。カブトムシ特区は、

農家のおじさんの提案であるが、特区というものが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いる。 

（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」という資料を説明

する。現在、伝統的な財政金融政策は大変大きな制約を受けている。そうした中で

規制改革は、持続的な成長を生み出す上で重要な経済政策だという位置付けをして

きたわけであるが、中でも特区制度は、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。先ほど金子臨時議員からお話があったとおり、現在進行形で第５次

提案が進んでいるが、過去４回を見ると、対応率、すなわち応募の中で、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。これは我々

としては、憂慮すべき傾向で、是非とも採択率、対応率を上げたい。 

   そこで、なぜ傾向的に採択率、対応率が落ちてきているのか、その原因を少し調べ

ると、その背景には何か構造的要因といったものがあるようだ。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。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る。 

   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。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。

具体的には、政府で総点検をして、年内に中間報告を行っていただく。総点検の結

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
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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、次のような問題もある。現在は特区の提案があった場

合、関係した各省がそれを調べて、イエスであれば問題ないわけだが、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もある。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。しかし提案に対して、ある官庁がだ

めだというときそこでは意見が対立しているわけである。現状だと、ある役所がだ

めだというと、何回かアピールすることはできるが、結局は最後まで役所がだめだ

と言えば、それで終わってしまう。しかし、このように意見の違いがある場合には、

何らか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

定するのが自然ではないだろうか。国の場合でも行政訴訟というのがあるが、司法

が行政府に対して何かいうとき、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、最後はＢの方が自動的に勝つようにな

っているというのでは、これは少しおかしいのではないかと思う。 

   以上は１つの例だが、こ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

かを調べてみる必要がある。もともと特区なのだから、現在の法律や省令からいっ

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。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

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。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、日本全国たくさんの人たちのアイディアを

生かすような形でぜひとも政府としてやっていただきたい。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。 

（中川議員） 地域再生特区に関係して、今、吉川議員から「どこか引っかかるから特区

だ」というお話があり、それを受ける形になるが、資料「地域経済分析の枠組み」

で説明する。 

全体として経済は良くなっているが、まだ経済実体が良くないという地域、特に

地方に多いわけだが、どこが悪いのだろうと言ったときに「よくわからない」とい

うのが、我々の調査のきっかけの１つである。 

    ２つ目の箱のところだが、市町村単位ではなく、もう少し広域的な経済圏、例えば

雇用圏とか生活圏では、全国 270 ぐらいに区別ができる。その中で、北海道から九

州に至るまでの 10 地区、人口が大体 10 万人から 30 万人ぐらいの地域で調べてみた

結果が資料のとおりである。広域圏でみた場合に、例えば、その地域外と地域内経

済というものに分けたときに、石巻では外との関係が比較的不振であり、中での消

費行動も非常に低い。あるいは福知山のように、外との関係は比較的好調であるが、

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だ。 

   私の地元の帯広というのは、農業が非常に良いものだから、外との関係も良く、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、自動車修理といった分

野も相対的に良くなり、農業中心でありながら地域内も地域外との関係も良い、と

いう結果が出ている。 

   そういう意味で、これはあくまでも 10 の例に過ぎないが、経済圏単位の、つまり

市町村などが共同して分析し合う、あるいは、その地域と外との関係において分析
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し合うというようなものをもう少し細かくマニュアル化し、ＣＤ－ＲＯＭなどを作

って、効果的な取組に役立てるように市町村などに情報提供したいと思っている。 

（牛尾議員） 今、金子臨時議員や吉川議員が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ど、繰り返し提案が提出されても全

然実現しない。私は東大の経営協議会の委員をしているが、東大病院など第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いる。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。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、かつての東

大医学部長だった永井院長たちが率先して、「外国人の看護師なども入れたい、混合

医療で症例を増やしたい」というのだが、４回とも全部窓口で却下である。私は、

東大病院などが、そういう開放的な姿を見せ、麻生病院のようになれば、世の中の

病院に対するイメージが変わってくると思う。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、今度もまた応募すると思うが、東大病院にもフィリピン

やタイ出身の看護師がいて混合医療もやることとなったら、患者は安心して病院に

行くこととなるので、ぜひ、そういう道を開いていただきたいということを、イメ

ージとして申し上げる。 

（奥田議員） 規制緩和の問題については、規制緩和あるいは規制見直しということを言

われているが、ひとつ問題提起したいのは、逆に新しい規制を創ることを考えなけ

ればならないのではないか。特に観光立国を考えると、例えば東京や地方において、

看板がめちゃくちゃに立っている。それもけばけばしいのが立っていて、とても美

しい観光都市を造ることはできない。看板の設置を規制するとか、そういう新しい

規制が出てきても良いのではないか。私ども会社自体の恥を申し上げて申し訳ない

が、九段の横に私どものビルがあるが、その上にトヨタという大きな看板が立って

いる。それに対し地方の方から「あれは目障りだ」との指摘がある。その看板だけ

が、どこから見ても確かに見え、あとは全然見えない。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駄目だという話がある。看板としては立派な

のだが、景観としてはみっともない感じであり、今取り外すべく対応しているとこ

ろである。規制は撤廃するのも良いが、そういう新しい国づくりの中で新しい規制

を創っていくということも、ぜひ考えていただきたい。 

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

ンを白と青以外は認めないから。赤とか黄色とかラスベガスのように派手にやるか、

パリのようにきれいにするかというのは、簡単にはできない。赤坂の通りを全部青

と白にしろといったら、大問題になると思うが、パリは、それぐらい規制を強化し

ている。 

補助金の話と特区の話と関係するが、今回、総理から３兆円の補助金改革の話が

出ていて、補助金は廃止することとなっており、地方からの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賄うことになる。それを

交付金の対象にしようと考えるのは、これはみんな考えることなのだが、それは駄

目と。そこのところを注意してよく詰めておかないと、すぐごまかされてしまうの

で。 

（本間議員） 今のお金の振替の問題だが、権限移譲の問題、これは非予算の関係という

ことで今後取りまとめると聞いているが、三位一体の改革が進んで来ると、補助金

の問題を権限との関係の中で再整理しなければいけない。そういう観点で官官規制

の議論と並行的に踏み込んだ権限移譲案をまとめていき、そして、自由な地域活性

化に一段と取り組めるような状況を創っていただきたいと思う。 
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（金子臨時議員） 総点検、実現度を上げるという吉川議員からのお話について、これは

もとより我々も大事なテーマだと思っており、お盆前から事務方には、これまで実

現できなかったものについての総点検に取りかかってもらっている。そういう中で、

やはり意味のあるもの、意義あるものについては、何とかできるようにしていくと

いう方向で進めている。 

   ただ、幾つかお話があったが、とんでもないものもある。境港の方から、外国人が

つくるパブを風営法の範囲外にするという提案がある。風俗営業法の範囲外で何を

やるのか？ 

（小泉議長） 範囲外とは、どういうことか。 

（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こと。境港は船員さんが

たくさん来るから自由にやらせてほしいと。 

   その他に高速道路の速度制限は、あくまでも目安にしろ、実質無視して良いように

しろという、そういう特区にしてくれという地区も出てきた。もっとびっくりした

のは、議論があるところだが、安楽死を認める特区。 

（小泉議長） 外国で、そういうところはあるのか。 

（竹中議員） 例えばオランダ。 

（金子臨時議員） 日本にはもちろん無いが、もう少し具体的に言うと、100 歳を超えて

寝たきりで１週間経ったら、本人が希望すれば安楽死を選択できる。これは安楽死

の議論であり特区ではちょっと対応できない。しかし、特区からやったらいいじゃ

ないかという意見もあるかもしれない。 

確かにこういう提案もあるので、実現度については、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、規制緩和全体の中で壁に当たっている

という話が多いので、整理をさせていただきたいと思っている。 

   牛尾議員のおっしゃられた混合診療については、規制改革の中で今年度内にもっと

進めると。これは規制改革会議で本部を開き、総理からもその部分について指示が

あった。 

   それから今、奥田議員からお話があった看板について、実は、特区ではやっている。

例えば岐阜の柳ヶ瀬では、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。規制緩和ではなく、逆に特区で規制を強化した。これは既に実施しており、そ

ういうものはどんどん進めていただければ良いのだと思う。 

   権限も併せて、本間議員の御指摘のとおりである。それから、麻生議員から御指摘

のあった三位一体改革との関係で、例えば三位一体改革で、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ことになれば、それらは地方自治体

に移行されるということになる。いずれにしても、そこは良く理解して進めていく

つもりである。 

（竹中議員） それでは、今日のお話を踏まえ、民間議員からの提案にあった総点検につ

いてはもう始めているということなので、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 年度から実施できるようにする。ま

た、この諮問会議で、色々な報告をお願いしたい。 

   また、混合診療については、規制改革の中で進めるという話であり、我々も大変期

待しているので、ぜひその経過を御報告いただきたいと思う。 

中川議員からは、大変興味深い経済圏単位の分析の話があったので、これは経産

省で引き続き詰めていただき、必要であれば御報告等々をお願いしたいと思う。 

（金子臨時議員） 非常に良い分析をしていただいたと思う。あと、足らざるところを補

うということは民間事業者がやらないとできないが、これをどのようにやるかとい
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うところが、なかなかできない。飛騨高山では、土産物はいっぱい売れるが、作っ

ているのはみんな信州の山を越えている。これを作れば良いのだが、地域の民間企

業がなかなか作らない。だから、足らざるところを民間にどうやって補わせるかと

いうことを考えていただきたい。 

（小泉議長） 具体的な特区というのは面白い。具体例を言ってもらうとわかりやすい。

外国ではそういう規制緩和があるのかどうかなど、検討の価値はある。 

（竹中議員）  今日はもう１つ重要なテーマがある。特別会計の改革。この特別会計の改

革については、「基本方針 2004」に従い、年内に改革案を策定するとしている。これ

に向けて第１回目の審議ということになり、坂口臨時議員にお出でをいただいた。 

   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

いただくが、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く。まず、民間有識者議員から資料が出てい

るのでお願いしたい。 

（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るが、塩川前財務大臣から「離れで

すき焼きを食っている」というような御指摘もあり、昨年から特別会計の問題につ

いてきちんと議論するということで進められた。今、竹中議員の方から御案内があ

ったとおり、「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

うことが決定されたところである。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あるし、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ある。そこで今日は、民間議員

と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

ことをまとめてみた。 

   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。ま

ず、特別会計は「離れで何をやっているのか」というのがなかなかわからないし、

そこでやっていることの必要性について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、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思う。 

   それからもう１つは、いろいろな収入があり、一般会計の繰り入れの問題もある。

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よりもリンクしてい

るというようなことがあり、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だが、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があると

思う。それから、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。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して、改革工程の部分のところについての注文をつけてい

るが、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思う。 

   それから最後に、今申し上げたとおり、多彩な収入と様々な形での支出というもの

があるわけだが、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。これは会計的にきちんと押さえて

評価をしないと、国民から何をやっているかが非常にわかりにくい。この点につい

ては、先見的に、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
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されてきたわけであるが、特別会計においても、こういうものをきちんと会計上も

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と思う。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考え

ている。 

その上で、特別会計は御承知のとおり、色々なものがあり、性格が随分違う形に

なっているので、十把一絡げで議論するというのもなかなか難しいが、幾つか特徴

がある。第１番目のものは、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るとか、食糧管理特別会計、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

っているので、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考え

ている。 

   第２番目のものは、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。これについては、例えば

空港整備特別会計や、国営土地改良事業特別会計、特定国有財産整備特別会計等。

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

いしたいと思っているが、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、事業内容、

償還の確実性というものを精査し、きちんとした償還計画を前提にしながら一般会

計の繰り入れを考えていくと、こういうことが必要であると思う。この点について

は、今年から 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

要性があると思う。 

   第３番目のものは、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。これは厚生保険特別会計や、国民年金特別会計、労働保険特別会計

等がこれにあたる。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う。 

   第４番目は、保険事業を行っている特別会計。これらについては、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いる保険事業を統合する等の必要性も考慮すべき

だと思う。森林保険特別会計や、地震再保険特別会計、船員保険特別会計がこうい

う類のものであると思う。 

それから、色々な形で必要なマネジメント、資金の流れを管理する特別会計があ

る。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だが、国債整理基金特別会計であるとか、外国為替資

金特別会計、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る

と思う。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

るという可能性もある。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う。 

   今後の進め方であるが、年内に策定され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したいと思う。諮問会議において更にそ

の内容について精査をし、議論を深めたいと考えている。いずれにしても、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いるので、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思う。 

（竹中議員） 個別論に入る前に、谷垣議員から特別会計全般についての御発言をいただ
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く。 

（谷垣議員） 国庫大臣としての立場から申し上げる。 

   特別会計の改革については、昨年の財政制度等審議会で、本間議員にも入っていた

だいて網羅的な検証をいただき、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こと、歳入面の構造の見直し、特別会計として区分経

理を行う必要性の有無、という観点から、改革の御提言をいただいた。 

   また、先程「分かりにくい」というご指摘が本間議員からあったが、全ての特別会

計に関して説明責任を強化する必要がある。そのような要求を受け、16 年度の予算

編成では、できるだけ多くの改革を盛り込んだ。そこで今年も、財政制度等審議会

において、さらに特別会計改革を着実に進め、新しい観点から議論を深めていただ

きたいと考えている。 

   また、経済財政諮問会議においても、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は、有意義である。この問題は大変国民の関

心が高く、財政健全化の観点からも極めて重要なことであるため、経済財政諮問会

議でもしっかりとした検討を行っていただきたい。その際、先ほども本間議員がご

指摘されたが、特別会計の性質は多様であるため、横断的あるいは一律の対応はあ

まり意味がない。各特別会計の直面する本質的な問題を見極める必要があると思う。

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

あるのか、ということになるため、各特別会計の性格や実情を踏まえた実のある議

論を行っていくことが何よりも大事だ。そして、財政制度等審議会でも御議論をい

ただき、国庫大臣としての立場から、特別会計改革についての私なりの考え方を経

済財政諮問会議にもお示ししたいと考えている。 

（竹中議員） それでは、各大臣に御説明をお願いする。 

（麻生議員） 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」をご覧いただ

きたい。総務省が所管している特別会計は、いわゆる事業特別会計とは違い、経理

を明確にするために設けられた整理区分特別会計である。 

   交付税の特別会計には多額の借入金残高があるが、この借入金は、そもそも地方財

政計画において生じる地方の財源不足を補てんすることによって生じるもの。した

がって、特別会計のあり方の問題というよりは、地方財政や交付税のあり方といっ

た形で三位一体の改革の中で議論していくことが必要であり、これだけ取り出して

もあまり意味がないと思っている。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や、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、国が景気対策のために内需拡大を図ったことなど、国のいろいろな取組

みにずっと地方も付き合わされてきたことと相関関係があるため、一方的に国に責

任転嫁をするつもりは全くないが、その点も考慮しなければ公平さを欠く議論にな

ると思う。 

   いずれにしても、平成 13 年度に制度改革を行ったことにより、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しているため、その意味では、明らかに透明

化が一歩進んだと思っている。なお、平成 16 年度の新規借入 1.8 兆円、とあるが、

これは平成11年度の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であ

る点を、ご認識いただきたい。 

   この借入金の償還については、地方税など地方の一般財源の収入増加に努めなけれ

ばいけないことは当然だが、国・地方を通じた財政の健全化を図り、収支ギャップ

の縮小を図っていくこと、この方法は市町村合併をふくめていろいろあるが、この
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ことにより計画的な償還に努めることが重要だ。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、その水準のあり方が、恐らく地方では大きな問題に

なってくるだろう。 

   やはり、「若者は皆東京に持っていかれてしまい、高齢者の介護の負担を全て引き

受けているのは地方ではないか」と地方の市町村全てが思っている状態にあること

が現実であり、そういった意味では、国民的論議を行わなければならないと思うが、

いずれにしても、借入金残高には、国の負担分、地方の負担分それぞれあり、一緒

に解消していく必要があるが、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。 

（谷垣議員） 財務省は６つの特別会計を所管している。目標を設定することに少しなじ

まないものもあるが、改革案の策定には積極的に取り組んでいくつもりだ。 

   資料に沿ってポイントを説明させていただく。まず、財政融資資金特別会計だが、

財政投融資改革をこれまで進めてきた結果、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いる。今後も、対象分野・事業の重点化を図っていきたい。 

   国債整理基金特別会計については、歳入・歳出の大宗が他会計の利払い・償還を整

理したものであるため、目標の設定にはなじまないが、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等の取組みを実施するほか、国の債務状況について

情報開示の充実にも努めていく必要があると思っている。 

   外国為替資金特別会計については、機動的に外国為替等の売買を実施するため、こ

れも目標の設定にはなじまないが、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。 

   産業投資会計は２つの勘定に分かれているが、産業投資勘定については、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等、収益性の向上に努めて

いきたい。もう一つの社会資本整備勘定については、対象分野の重点化等を図るこ

とにより、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いる。 

   地震再保険特別会計については、国の再保険がなければ地震保険制度が成り立たな

いため、再保険を経理するこの特別会計は今後とも必要と考えるが、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引き続き検討

していきたい。 

   最後に、特定国有財産整備特別会計について。行政機関の移転など大規模事業に取

り組んできたため借入金残高は増大していたが、その縮減を図っており、今年度末

にはピーク時の半分以下となる見込み。今後とも処分対象資産の早期処分に努め、

既存の借入金の残高の縮減を図りながら、昭和 40 年代に多くの庁舎、宿舎が建築さ

れていることから、その建替え需要にも対応していきたいと思っている。 

   財務省としては、財政制度等審議会の報告や「基本方針 2004」を踏まえ、改革案

の策定に積極的に取り組んでいきたいと考えている。 

（坂口臨時議員） 厚生労働省は５つの特別会計を所管している。 

   まず、厚生保険特別会計については、政府管掌健康保険事業の健康勘定、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、がある。現在、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に取り組んでいただい

ているところであり、また、社会保険庁改革についても御議論をいただいていると

ころであるため、それらを中心にしながら本格的な改革をしていきたいと考えてい

る。 

   次に、船員保険特別会計について。これについては、長い間議論がされてきている。

加入者数は、だんだん減ってきており、約７万人。しかし、労使共に、どうしても
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陸とは一緒にならない、と団結している。国土交通省が所管している船員法に関係

して、この船員保険法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

年金保険に移管している。残っているのは、医療保険と、陸で言えば労災保険、雇

用保険にあたる職務上災害補償給付、失業給付。この３年間で１万人規模の被保険

者数が減ってきており、どうするか検討しなければならない時にきているが、ＩＬ

Ｏ条約との関係から上乗せ給付を行っていること等もあるため、簡単ではない。こ

れは、関係省庁とよく意見交換をして決定しなければならない問題だと思っている。 

   国民年金特別会計については、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定、業務

勘定、があり、年金改革と大きく関係するため、今後も見直しをしていかなければ

ならない。特に国民年金については、平成 19 年度に納付率を 80％まで改善させると

いう強い決意でやっているところ。また、年金の福祉施設については、例外なく整

理するということで、独立行政法人を設置して解決を図ることを決めている。 

   労働保険特別会計については、労災勘定、雇用勘定がある。 

労災勘定の課題としては、労働福祉事業のより一層の効率的・効果的な実施、業

種別の労災発生状況に応じた適正な保険料の設定、などの問題がある。労災勘定に

おいては、労働福祉事業の各事業について、成果目標の設定などを行い、事業の継

続的見直しを行うこととしているが、これらについて、年内に結論を出したいと考

えている。それから、当初７か所、現在３か所となっている休養施設、および労災

保険会館を全廃することを決めており、平成 17 年度末までに行うことにしている。

また、37 の労災病院があるが、まず７病院を整理し、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。 

   次に雇用勘定について。雇用保険三事業については、平成 16 年度は 80 業種につい

て目標を設定した。また、雇用保険三事業に係る事業の整理統合・重点化をおこな

っており、当初 30 数本あった助成金を現在 29 本にし、さらに 25 本にまで減らすべ

く整理統合・重点化を進めている。加えて、民間・地域との連携強化を行っている。

以前、経済財政諮問会議でも御指摘をいただいたワンストップサービスの提供につ

いては、ハローワークを中心にして現在進めているところ。勤労者福祉施設の譲渡・

廃止については、期限が平成 17 年度末までであるが、2,070 施設のうち 2,004 施設

は譲渡等を完了、と 97％完了しており、13 施設については、平成 17 年度末までに

譲渡を完了する計画で現在取り組んでいるところ。 

   最後に、国立高度専門医療センター特別会計について。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、ということでつくられ

た、国立がんセンターや国立循環器病センター等のいわゆるナショナルセンターが

入っている。ＩＴ化やアウトソーシングを徹底することより、医療の質と患者サー

ビスの向上及び医療費の効率化を進めていかなければならない。これは現在進行中

だ。 

（中川議員） 経済産業省は４つの特別会計を所管している。 

まず、エネルギー関連では、石油対策と省エネ・新エネ等を実施する石油及びエ

ネルギー需給構造高度化対策特別会計、いわゆる石特。それから、電源立地と長期

固定電源、これは具体的には水力とか原子力を指すが、この対策を実施する電源開

発促進対策特別会計、いわゆる電特、の２つがある。時々重複を指摘されたりなど

してきたが、極力役割分担してきており、現在さらに努力をしているところ。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のようなもの

や現在の石油の高騰などいろいろあるため、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ないが、先ほどの民間議員の御指摘の観点からも今まで努力を
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してきたつもりであり、また今後とも努力をしていきたいと考えている。 

ちなみに、４つの特別会計は、一般会計には迷惑をかけていない状況であり、逆

に余っているものをどうするのか、というような御指摘も受けているものもある。

そこは適切に対応をしていきたい。 

   次に、貿易再保険特別会計について。80 年代の、イランのＩＪＰＣの破綻による

保険金支払いや、中南米の経済危機の際には大変だったが、南米などでは徐々に回

収が進んでおり、収支の方も一般会計に迷惑をかけることなくやってきている。さ

らに一層の合理化・効率化に努めていきたい。 

   最後に、特許特別会計でついて。これも、出願料、特許料、審査請求料などにより、

基本的に自賄いでやっている。以前、知的財産がテーマの際に御説明したように、

世界最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、収

支面でもさらに努力していきたいと思っている。 

（竹中議員） ４大臣から御報告をいただいた。簡単にとりまとめる。 

年内に改革案をまとめることが基本方針 2004 で決まっているが、本日、民間議員

から、盛り込むべき事項について４つの提案があった。なじむものも、なじまない

ものがあるのではないか、という谷垣議員からの御指摘もあったが、せっかくの提

案であるため、その４つの点をぜひ踏まえていただき、年明け以降に御報告をお願

いしたい。また民間議員からは５つの類型も提示いただいているが、この５つの類

型はそれぞれに応じた改革の方向を示しているものであると思われるため、改革案

を御報告いただく際には、ぜひその方向に沿った改革案をお願いしたい。 

   確認だが、先ほどの谷垣議員のご発言は、ご自分としても改革案を示す、というも

のであったと理解しているが。 

（谷垣議員） その通りだ。財政制度等審議会等の議論を踏まえ、私としての案をまとめ

てまた御報告したいと思っている。 

（竹中議員） 財政制度等審議会等がまとまった後で案をまとめて御報告いただく、とい

うご提案、わかりました。特別会計の改革は大切であるため、ぜひそのようにお願

い申し上げる。 

   ありがとうございました。 

 

（以  上） 

 


