
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

  

平成 16 年第 24 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  4 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年９月 10 日(金) 13:31～14:55 

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 野沢 太三 法務大臣 

同 亀井 善之 農林水産大臣 

同 石原 伸晃 国土交通大臣 

同 金子 一義 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

宮内 義彦 規制改革・民間開放推進会議議長 

（議事次第） 

（１）郵政民営化 

（２）規制改革 

（３）モデル事業・政策群（報告） 

（４）日本 21 世紀ビジョンについて 

（５）予算制度改革（特別会計改革②） 

(説明資料) 

○郵政民営化の基本方針（宮内議長）提出資料 

○規制改革・民間開放推進のために（有識者議員提出資料） 

○特別会計改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○登記特別会計の改革案（野沢臨時議員提出資料） 

○特別会計改革について（亀井臨時議員提出資料） 
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平成 16 年第 24 回 議事録 

○特別会計の改革に向けた取組みについて（石原臨時議員提出資料） 

○平成 17 年度概算要求におけるモデル事業等の取組について（内閣府） 

○平成 17 年度概算要求における政策群の取組について（内閣府） 

○「日本２１世紀ビジョン」について（内閣府） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年24回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日は、まず、「郵政民営化の基本方針」について、諮問・答申を行います。

続きまして、金子大臣、宮内議長にお出でをいただきまして、「規制改革」につ

いて御審議をいただきます。それから後半は、特別会計についての議論でござい

ます。 

今日は、石原大臣、亀井大臣、野沢大臣にお出でをいただくことになっており

ます。 

○郵政民営化の基本方針について

（竹中議員） それでは、「郵政民営化の基本方針」につきまして、総理から諮問を

いただきます。よろしくお願いします。 

（小泉議長） 本日は、「郵政民営化の基本方針」の作成を諮問することとしたいと

思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、お手元の「郵政民営化の基本方針

（案）」について御説明をさせていただきます。 

本案は、先般の素案でペンディングになっていた部分について書き込んだもの

で、各省庁で文章の表現等々の協議を経たものでございます。 

具体的には、２ページ目の「２．昀終的な民営化時点における組織形態の枠組

み」のうち、「（２）地域会社への分割」、「（３）持株会社の設立」の記述を

追加しております。 

また、４ページ目の「（３）郵便貯金会社」及び「（４）郵便保険会社」の業

務の内容を記述しております。 

５ページ目から６ページ目にかけまして、「（１）移行期のあり方」につきま

して、「（ア）移行期における組織形態」、「（ウ）郵便貯金及び郵便保険事業

の経営」について記述をしております。 

それと６ページ目から７ページ目にかけまして、「（２）準備期のあり方」の

うちの（イ）勘定の区分と（キ）関連施設について記述をしております。７ペー

ジ目では、「６．推進体制の整備」のうちの（イ）の有識者からの成る監視組織

について記述を拡充しております。 

以上が基本方針案の主な内容でございます。 
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平成 16 年第 24 回 議事録 

既に各省庁の御意見も取り入れて十分に精査をしたつもりでございます。特別

の御意見がございませんでしたら、この案を諮問会議の答申とすることとしたい

と考えますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（麻生議員） 一言だけお礼を言わせてください。 

明治４年以来の大改正ということでもありましたけれども、郵政事業を所管す

る総務大臣の立場といたしましては、よくここまでまとめていただいたことに関

しまして、お礼を申し上げたいと存じます。 

何十回かここでさせていただきましたけれども、申し上げてきたことは基本的

に３つしか申し上げておりませんで、新会社というものは、ちゃんと黒字になる

経営としての成り立つこと、それから、いわゆる郵政職員約38万人が安心してと

いう問題と、そして３つ目が国民の利便性というものが確保されることというこ

とで、これらの主張はかなり取り入れていただいたものと思っておりますので、

感謝を申し上げる次第です。 

なお、問題点がありますことは御存じのとおりでございますので、そういった

点は今後の詳細設計の中でその点を詰めていきたいと思っておりますので、特に、

今の経営の責任者は生田総裁でもありますので、生田総裁の意見というものは十

分尊重していただければということを重ねてお願い申し上げて御礼にさせていた

だきます。ありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございます。ほかによろしゅうございますでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、ただいまの基本方針案を経済財政諮問会議

の答申とすることとさせていただきます。ここでプレスが入場いたします。 


（プレス入室） 


（竹中議員） それでは、先ほど総理に「郵政民営化の基本方針」が答申されました


ので、総理から御挨拶をお願い申し上げます。 

（小泉議長） 「郵政民営化の基本方針」、これを答申いただきまして誠にありがと

うございます。これまでの議員の皆さんの御協力、御努力に厚く御礼を申し上げ

ます。できるだけ早急にこの基本方針を閣議決定して、この基本方針に従って2007

年４月に日本郵政公社を民営化したいと思います。よろしく今後とも御指導をお

願い申し上げます。 

（プレス退室） 

（竹中議員） それでは、改めまして、基本方針がとりまとめられたことに関しまし

て、御協力を感謝申し上げる次第でございます。 

それでは、引き続き「規制改革」についての御審議をいただきたいと思います

が、金子大臣と宮内議長が入室されます。 

（金子臨時議員・宮内規制改革・民間開放推進会議議長入室） 

○規制改革について

（竹中議員） 	それでは、金子大臣、宮内議長ありがとうございます。早速で恐縮で

すけれども、規制改革について、資料に基づきます御説明を金子大臣よろしくお
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平成 16 年第 24 回 議事録 

願いいたします。 

（金子臨時議員） 冒頭に御挨拶申し上げます。 

規制改革・民間開放推進会議、４月から新しい体制で精力的に御議論いただき

ました。今回その中間とりまとめをさせていただきました。中身は宮内議長から

御説明をさせていただきたいと思っております。 

年末に向けまして、これまでとりまとめたものの実現を具体的に図っていくと

いう大事な過程に入ります。昨日も会議がありまして、かなり委員の皆様方の熱

意も伝わってまいりました。 

そういう中で、昀終的に関係閣僚と私と、あるいは民間委員の先生方にも御出

席いただき、ミニ閣僚会議というんでしょうか、これも活用させていただきなが

ら実現を図っていきたいと思っております。 

前回の諮問会議で牛尾議員からも御指摘ございました混合診療についても、こ

の過程で取り扱わせていただくと申し上げたとおりであります。今朝の閣僚懇談

会におきましても、各閣僚に対して、今申し上げた点を御依頼申し上げました。 

また、総理からは、既に担当大臣である私と協力して成果を上げるようにとい

う御指示をいただいているところであります。今後とも規制改革担当大臣として

進めてまいります。諮問会議の議員の皆様方の御支援を心からお願いを申し上げ

ます。 

それでは、宮内議長から御説明させていただきます。 

（宮内議長） 宮内でございます。 

まず昀初に御報告申し上げますのは、４月に発足いたしました新しい規制改

革・民間開放推進会議といたしまして昀初の成果といいますか、先月３日に中間

とりまとめという形で決定、公表させていただきました。当日に総理にも御報告

させていただきましたが、特に、後ほど御説明いたしますが、「市場化テスト」

と混合診療につきましては、総理から直接強力なバックアップのお言葉をちょう

だいしております。 

お手元の一番大きな資料「当会議の重点検討事項」を御覧いただければと思い

ます。この資料は、中間とりまとめを受けまして、当会議として、本年度後半に

取り組む重要事項を書きましたものでございます。これを昨日決定いたしました。

御覧のとおり、大きな「○」が４つございますが、「市場化テスト」、「個々

の官業の民間開放」、「医療、教育等の『重点事項』の検討」ということで、こ

こに14項目ございます。それから一番昀後に「規制改革集中受付月間」と、この

４つのことをやっていこうということでございます。昀も重要なものは、一番上

の「○」の「市場化テスト」の導入、それから３つの目の「医療、教育等の『重

点事項』」、ここには先ほどの混合診療が入ってくるということでございます。 

まず、「市場化テスト」でございますが、先月の諮問会議でもハローワークを

モデル事業としてはどうかといった御提案があったと聞いておりますが、「市場

化テスト」は「官から民へ」、こういう動きを加速するための一つの横断的な制

度であるということでございます。本来、規制改革は１つ１つの問題について、
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それぞれ、いわゆる既得権益というような抵抗と闘いながら、この成果を上げる

というものでございましたけれども、「市場化テスト」は横串のようなものでご

ざいまして、例えば官業でも民営化、民間移譲など「市場化テスト」の中で民間

開放の対象になり得ると、すなわち官と民とが競争して入札を行うことによりま

して、いずれが落札いたしましても、公的サービスがより効率的で質の高い形で

提供されると、そういう意味で国民生活にすばらしい効果を与えるものであると

いうふうに考えております。年末に向けまして、まず民間から提案公募を行いま

す。それを反映したモデル事業の選定、入札手続等のガイドライン策定、法制化

の準備と、こういうことを進めてまいりたいと、このように考えております。強

力なバックアップをぜひお願い申し上げたいと思います。 

次に、重要なものだけでございますが、３つ目の「○」でございまして、医療、

教育等重要分野を中心に、個別の規制改革の重点事項を絞り込みまして、14項目

を昀優先、昀重要課題として取り組むことといたしました。前身でございます総

合規制改革会議が「アクションプラン・17の重点検討事項」というものをつくり

ましたが、そういうものを含めまして、14項目ということにいたしました。既に

中間とりまとめで提言いたしました７項目を含めまして、極めて重要な問題でご

ざいますが、これまで積み残された難しいものばかりということも言えると思い

ます。 

ちょっと御参考でございますが、一番昀後の紙を御覧いただきたいと思います。

これはちょうど３年前の2001年11月、本日と同じ諮問会議に提出いたしました資

料でございます。当時の総合規制改革会議が立ち上がってちょうど半年というこ

とでございますから、現在と同じような状況でございますが、そのころ検討中で

ございました重要課題を15の重点検討事項として示しました。 

実は一番右にございますように、「15の重点提言事項」というものを示しまし

て、このときには、当時の関係者が余りにもドラスチックであるというようなこ

とで、会議の名前として正式な資料として提出してもらっては困るということで、

上に私の名前だけ書いてございます。 

そういうことで個人名の資料ということで出させていただいて、これはとんで

もないことを言うという反応もございました。しかしながら、議論の対象として

タブー視されたような難問ばかりでございましたが、この３年足らずの間に、15

項目中12項目が「○」、「△」がついておりますように進展したということでご

ざいます。 

例えば教育分野では、これも構造改革特区制度というようなものができまして、

３事項とも規制改革はある程度実現されたと。また、昨年は総理の御裁断もござ

いまして、医薬品の一般小売店販売が動いたということで、３年経ちますと全く

違うということでございます。したがいまして、これはやはり小泉内閣、改革内

閣の持っております性格が、この表を御覧いただきましたらよくお分かりいただ

けるというふうに思われます。 

３年前でございますが、この同じ席で総理から医療、教育、農業の株式会社参
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入を小泉規制改革の象徴として取り組んでいこうということをおっしゃいました。

それがこのように実現して、少しずつ世の中が動いているということが国民にも

分かってきているのではないかと、このように思っております。これは御参考で

ございます。 

今回提案させていただきました１枚目の紙の14項目も難問でございますが、そ

ういうことで、必ずこれは当会議が存続している間に実現できるのではないか。

総理はじめ閣僚の皆様方の一層力強い御指導をお願いしたいと思います。 

14項目の中で更に重要という意味では混合診療を挙げさせていただきたいと思

います。国民生活にとって極めて重要な医療分野の昀優先課題でございます。詳

細な説明は割愛いたしますが、もう結論を出さなければならない。再度論点を整

理させていただき、年末の答申までに政治レベルでの決断を仰ぐことも必要かと

存じますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

また、医療と並んで重要な教育分野でございますが、この３年間で国立大学の

独法化、株式会社の参入が実現するなどの進展がございました一方で、国立、公

立学校法人、株式会社といった主体の違いによりまして、補助金などの財政支援

に大きな格差が存在しております。実態といたしまして、多様な教育サービスの

提供を妨げております。例えば、株式会社立学校というものができますが、私学

助成や税制優遇措置が施されていなかったり、大学で申しますと、学生数は国立

１、私立３であるのに対しまして、補助金は国立３、私立１、つまり、私立大学

の学生は国立大学の９分の１しか公的補助を受けていないというような状況でご

ざいまして、学生の側から見ますと、入学する学校の法人格によって経済的負担

が大きく異なると、そういう不公正という考え方も生んでおると思います。この

ような事態を解決する１つの方法といたしまして、機関補助から個人補助への転

換を行うと。いわゆるバウチャー制度の導入が考えられるべきと思っておりまし

て、既に2001年の「骨太の方針」でも、機関補助から個人補助へと方向転換が明

記されております。先月の諮問会議でも人間力の強化という観点からバウチャー

制度の導入が提案され、内閣府と文部科学省で検討を進めることになったと聞い

ております。当会議といたしましても、昀重要課題の一つとして取り組んでいき

たいというふうに思っております。 

以上のように、「市場化テスト」あるいは混合診療、教育バウチャーをはじめ

とする重点検討14事項につきましては、年末を待たずに今年度から新たに設置さ

れました推進本部でできるものから次々と方向性を示していくなど規制改革の加

速化を図っていければと、そういう意味でぜひ御指導のほどをお願い申し上げた

いというふうに思っております。 

当会議といたしまして、昀大限の努力は当然続けてまいりますが、昨日の会議

で今後当会議が各省との議論を行う際には、双方の発言内容と提出資料などその

すべての情報を原則として公開するということを決定いたしました。 

残されました課題は相当困難でございますが、総理はじめ閣僚の皆様方の御英

断をちょうだいいたしまして、我々の主張と各省庁の主張との差を一層浮き彫り
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にいたしまして、規制改革をすることにより、国民にとって、あるいは消費者、

利用者の視点から見まして非常にプラスであると、そういうことをわかっていた

だき、当会議の目的を達成したいと、このように考えております。何分よろしく

お願い申し上げます。以上でございます。 

（竹中議員） 議長どうもありがとうございました。関連しまして、民間議員からペ

ーパーが出ております。奥田議員お願いいたします。 

（奥田議員） お手元の資料「規制改革・民間開放推進のために」ということで４議

員の名前で案を出しております。 

景気回復を持続的な成長につなげるためには、思い切った規制改革と官業の民

間開放が不可欠であります。８月３日の規制改革・民間開放推進会議の「中間と

りまとめ」につきましては、高く評価すべき内容でありまして、金子大臣、宮内

議長はじめ、関係者の御努力に敬意を表したいと思います。 

ただ、本当に重要な問題は、これをいかに実現させるかということでありまし

て、ここで手綱を引き締めて改革に取り組んでいただきたいと思います。実現に

向けて、その観点から下記の点を提言いたしたいと思います。 

まず１つ目でございますが、年末の「答申」に向けまして、事項ごとにどのよ

うなスケジュールで取り組むかということを決めまして、実現に向けて計画的に

進めていく必要があると思います。また、可能な限り早期に結論を得て実行に移

すべきであると、このように思っております。 

それから２つ目でございますが、市場化テストを進めていく上では、民間から

の提案を昀大限尊重し、関連する規制改革や官民の競争条件の均一化を図るなど、

「中間とりまとめ」の各事項を着実に実現すべきであると、このように考えてお

ります。法制化を含めた平成18年度までのスケジュールを早期に定めまして、ま

ずは平成17年度のモデル事業を成功させていただきたいと思います。この中では、

ハローワークも含め、積極的に御検討をいただきたいと考えております。 

３つ目でございますが、総合規制改革会議が前に取り組んできた「重点17事項」

のうち、医療、福祉、教育、この３分野につきましては、重点的に審議を行うと

されたことは非常に適切であると考えております。なかでも「混合診療の解禁」

ということは、社会保障制度改革を進める上でも非常に重要な課題であるために、

年内に解禁に向けた方向性が示されるように諮問会議に検討状況を報告いただき

たい、このように思います。 

４つ目の教育分野の規制改革は、人間力強化や地方分権に密接に関わる課題で

あるために、利用者の選択肢の拡大と学校間の競争、この促進が図られまして、

地域の個性が発揮されるように「中間とりまとめ」の方向に沿って大胆な改革に

取り組むべきであると考えます。この中には、もちろんバウチャー制度の導入も

含めて積極的に御検討いただきたいと思います。 

５番目は、規制の導入時や改廃時におけるプロセスの透明性を高めることが非

常に重要であるということから、「規制改革・民間開放推進３か年計画」、これ

に記載されました「規制影響分析」の手法を導入することが必要でありまして、
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各府省横断的なガイドラインの早急に策定すべきであると思います。 

以上、５点に御留意いただきまして、経済活性化に向けて手綱を緩めずに規制

改革にお取り組みいただきたいと、このように思います。私からは以上でござい

ます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、どうぞ自由に御発言をお願い申

し上げます。 

（吉川議員） ただいまの奥田議員の御発言とも重なるところがありますが、宮内議

長のお話を伺いまして、私も混合診療を重視されているということは正しいと思

います。やはり、これは大変大きな問題で、日本の経済社会に大きな影響を与え

る問題だと思います。 

１つは、高齢化が進む中で国民の医療に対するニーズが高まってくる、こうい

うことがございます。今後、医療技術が進んでしかも高齢化が進めば、やみくも

に医療費を抑えるというのはおかしい、合理性を欠く。それはちょうど育ち盛り

の子どもがたくさんいる家庭で、食費をやみくもに抑えるのと同じような不合理

なことだと思います。 

ただし、一方では、医療費をみんなで支え合う共助の、保険のところは抑えな

ければならない。国全体としての医療費、これは国民医療費という言葉が使われ

ます。現在は国民医療費と医療保険、すなわち公的な医療費がほぼ同じになって

いるわけでありますが、両者が乖離して、一方では公的な医療費は抑えながらも、

国民医療費の方はある程度伸びていく方がむしろ合理的な健全な姿なのではない

かと思います。こうしたことも混合診療がなければ実現いたしません。また、混

合診療がなければ、先端のところでの医療技術の進歩も日本では阻害されてしま

うことになると思います。 

更に、医療の分野というのは、考えようによっては成長分野で、雇用創出が非

常に大きい分野であります。1990年代のアメリカを見ても広い意味での医療分野、

これは必ずしもお医者さんということではないんですが、周辺を支える方々も含

めて広い意味での医療に携わる、あるいは介護も含めて携わる方々、こういう人

たちの雇用が非常に伸びているわけです。このように雇用創出という意味でも非

常に重要な分野だ。こうしたことをすべて総合的に考えると、やはり混合診療と

いうのを本格的に解禁する必要があると私も思います。これは長く議論されてき

た問題ですが、進まない分野であるわけですから、ぜひともこの諮問会議で総理

のリーダーシップの下で進めていくべきテーマだと思います。以上です。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 「市場化テスト」という手法が各国で盛んに使われ始めたその理由は、

公的分野がこれまでチェックされることなく伝統的な手法の中で時代に合わない

手法、あるいは結果として非常に大きなコストがかかる、これを、同じ目標を民

間的な手法でやった際にどのようなコストでできるのか、ある意味では官民のボ

ーダーラインの再設定の問題の手法として位置付けられているわけでありますけ

れども、この導入が我が国は非常に遅れておりまして、公権力の行使であります
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とか、公共性の担保というようなことがきちんとした定義なしに横行するという

ような状況の中で進まなかったわけであります。私はこれを進めていくためには、

「市場化テスト」をきちんとやるということを、法制化をしていく必要性が第一

にあるのではないかという気がいたします。そのことを含めて平成18年度までの

スケジュール設定をぜひ早期に作成する必要があろうかと思います。 

それから、具体的な事例といたしまして、やはりハローワークの業務、これは

例えばオーストラリア等でも採用をされておるわけでありますけれども、この分

野あたりを平成17年度のモデル事業としてきっちりと位置づけて、代表的な先行

事例として、これを成功事例に導く必要性があろうかと思いますので、ぜひその

点について御議論いただきたいと思います。 

（竹中議員） 大臣と議長には後でお答えいただくとして、もしほかに指摘がござい

ましたら、今のうちにどうぞ。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今も御議論がありましたように、こういうことが進められたら随分い

ろんなことがうまく動いていくんじゃないかなと期待できるものも随分あります

ので、それは進めていただきたい。私もそういう議論をさせていただきたいと思

いますが、他方、やはり公権力の行使というのは何かなと考えると、すぐにはな

かなか「うん」とも言えないなというのもあるような感じがいたしまして、その

辺はまた、慎重な御検討もお願いしたいと思っております。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。 

それでは、議長よろしゅうございますか。 

（宮内議長） スケジュール、「市場化テスト」につきまして、今お話がございまし

たようなスケジュール設定、モデル事業の選定というのは非常に重要でございま

して、成功しないといけない。日本という国は、そういう意味では官による事業

活動が非常に多うございますので、他の国に比べまして、「市場化テスト」の効

果というのは、恐らく世界で一番大きなものが出るという可能性がございますの

で、ぜひ成功に結びつけたいと思います。 

谷垣大臣のおっしゃいました公権力の問題につきましては、これから勉強をさ

せていただかなければいけない部分がたくさんございます。そういう意味では、

スト権だとか、代替措置だとか、いろんなことを考えないと議論がややこしくな

ってまいると思いますので、できるだけ知恵をちょうだいいたしまして進めさせ

ていただきたいと、このように思っております。 

（麻生議員） 谷垣先生と同じところなんですが、これは税金の徴収というのがあり

ますでしょう、これを公権力なくして税金の徴収ができるかというと、これはち

ょっと非常に、なかなかどうかなというのが私どもの率直な実感です。ですから、

これは私どもに言わせれば、国税が地方税も保険も納付金も全部一括でやってく

れて、徴収料、手間賃ちょうだいと言ったら安くて済みますよ。だけど、それが

できないと言われたときに、正直、同じ公権力をやるならまだしも、ほかにこれ

をアウトソーシングできるかなというようなことは、正直な実感でぱっと思った

ところです。 
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（宮内議長） 社会保険料の一部は、既に民間が徴収しているという例もございます

ので、どこまでやれるかということでございまして、おっしゃるところは問題点

と思っております。 

（竹中議員） 金子大臣お願いします。 

（金子臨時議員） 議員の皆様方から御指摘いただいた点、大事な意見として受けと

めさせていただき、全力を挙げて進めていきたいと思っております。 

公権力、税金とか、「市場化テスト」で造幣局とかいろいろ波紋も呼んでおる

ようでありますが、今、御指摘いただいたような意見も十分踏まえて進めさせて

いただきたいと思っております。ありがとうございました。 

（竹中議員） 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させていただきますけれども、８月３日の「中

間とりまとめ」に関しては、大変高い評価がここの場でもあったということだと

思います。これを実現するために、民間議員からの御提案がありましたけれども、

こういうことを踏まえますと、12月末の答申に向けて、11月ごろに一度また、諮

問会議でその進捗について大臣と議長から御報告をいただくということでいかが

かなと思います。その際には、「市場化テスト」については、法制化の問題も含

めて平成18年度までのスケジュールを明確にしてもらえないかという民間議員の

御提案がありました。また、平成17年度のモデル事業については、ハローワーク

の問題も含めて検討していただけないかという点がございました。こうした点に

ついても御考慮いただいた上で、また御報告いただくということかと思います。 

それと重点17項目の中では、とりわけ本日は混合診療について年内に方向性を

やはり示す、それと機関補助から個人補助へという意味でのバウチャーについて

積極的に取り組んでもらいたい、そういう声が特に強かったということではない

かと思います。大臣よろしゅうございますか。 

（金子臨時議員） 議員の皆様方にぜひ、３年前の報告を宮内議長からさせていただ

きましたけれども、時間が経つとかなり動いているということ、今回も医薬品の

小売販売、前回は中途半端に終わっていますが、しかし、厚生労働省もきちんと

法制度を整備してやると決めております。再来年になるようでありますけれども、

教育の自由化、カリキュラムの自由化についても文部科学大臣が、小学校は六・

三制を自由にできるということを、特区でも規制改革でもなく法律としてやると

いう。そういう意味で少々時間がかかりますけれども、かなりいろいろな部分で

進んできている。ぜひ議員の皆様方も、構造改革が色々なところで進んでいると

いうＰＲもぜひお願いを申し上げたい。構造改革はちっとも進んでいないんじゃ

ないかという話ばっかりがどうしてもマスコミ的に出ますので、そこはどうぞよ

ろしくお願いを申し上げさせていただきます。 

（竹中議員） 総理、規制改革については。 

（小泉議長） 「市場化テスト」については、まずは平成17年度に試行的に導入する

モデル事業を成功させていただきたいと思っています。「混合診療」については、

これは長い間議論をやってきておりまして、必要性を求める声が強いと同時に、
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これについては、また抵抗が一番強いところなんです。しかし、年内に解禁の方

向で結論を出していただきたいと思っております。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。金子大臣、宮内議長ありがとうござ

います。 

（金子臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長退室） 

○モデル事業・政策群（報告）について

（竹中議員） それでは特別会計の議論に入りたいんですが、それに先立ちまして、

今日、モデル事業、政策群の報告及び「日本２１世紀ビジョン」の報告をさせて

いただくことになっておりますので、その点についての報告をお願いいたします。

（浜野内閣府政策統括官） お手元の「平成17年度概算要求におけるモデル事業等の

取組みについて」という大きな資料を御覧ください。 

平成17年度概算要求におけるモデル事業等でございますけれども、中ほどのと

ころにございますように、「基本方針2004」におきまして、「平成17年度予算に

おいては、導入効果が高いと見込まれる電子政府に関する予算等について広く導

入するほか、各府省における自主的な取組を通じて事業の追加を図る。」という

ふうにされているところでございます。 

中ほどの箱の中にございますように、平成16年度予算におきましては、９省庁

において10のモデル事業に取り組んでいただいているところでございますが、平

成17年度概算要求には、「基本方針2004」の趣旨を踏まえまして、各府省で積極

的に御協力いただいた結果、15府省庁48事業が盛り込まれているところでござい

ます。 

また、２のところでございますが、電子政府関連予算につきましては、Plan－

Do－Seeという新しい予算編成プロセスの考え方を全体に広げるということで、約

6,000億円に上りますすべての情報システム関係予算に、何らかの成果目標を導入

して概算要求が行われているところでございます。 

続きまして、もう１つの「平成17年度概算要求における政策群の取組について」

という資料を御覧ください。 

政策群につきましては、「基本方針2004」におきまして、「府省間の連携をよ

り強化し、対象の拡充に積極的に取り組む。」とされているところでございます。

平成17年度概算要求におきましては、経済財政諮問会議におきまして民間議員よ

り御提案のありました５件を含む、８件の新規提案及び平成16年度より継続して

取り組む10件、合計18件が盛り込まれたところでございます。 

その際、その政策目標の達成に向けて個々の府省が果たすべき役割と責任を明

確にするとともに、個別の事業、政策ごとの評価指標を定めることによりまして、

目標の明確化・体系化に努めてきたところでございます。モデル事業、政策群に

つきましては以上でございます。 

（竹中議員） 御質問とか、御指摘とかございますでしょうか。 

（本間議員） このモデル事業と政策群、これは予算編成の中に入れ込んで、それが
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だんだんワークスしているということは非常に評価をすべきことだろうと思いま

す。特に電子政府分野のすべての対象にすると。しかも、成果目標を明示させる

ということを打ち出してきているということは画期的だろうと思います。予算の

編成では、目標なくてして予算なしと言われることがよくあります。これは当然

のことでございまして、この当然のことがきちんと織り込まれつつあるという感

じがしますが、更に、これを成果なくして予算なしという形で事後的な評価を目

標とのかみ合わせの中で具体化をし、予算の効率化というものをきちんと充実さ

せ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、予算制度改革はすべての国で取り組んでいるところであ

りますし、手法的にはニューパブリックマネジメントという言い方をされており

ますけれども、平成18年度予算では、雇用分野や科学技術予算など重点分野の予

算のうちで、多年度にわたるものについては、原則すべてやはりモデル事業の中

に繰り入れていくということが必要ではないかという気がいたしておりまして、

そういう意味で、電子政府関連で6,000 億超の予算がこの問題に関連して実現し

つつありますけれども、それを更に広げていくということをぜひお願いをいたし

たいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。実は今日の閣僚懇でも麻生大臣の方から、そ

の評価、これは別のコンテクストだったんですがお話がありまして、財務省は財

務省で予算の執行調査等々をやっていただいている。今の制度ですと、総務省で

しっかりと評価をいただく、その点が必ずしも今まで十分議論されていないなと

いうのは共通の認識であろうかと思います。それぞれの立場で、今、一生懸命何

ができるかということを考えているところだと思うんですが、モデル事業をやり

始めたことが１つのきっかけとして、まさにここにおっしゃるようなPlan－Do－

See、そのPlanの方が今度非常に拡充されたが、See の評価の方が必ずしも十分つ

いてきていないかなと、そういうことなんだと思って、これは問題意識としては、

ぜひ持ちたいと思っております。麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） 本間先生、これはすべて今、説明があったところと関係するので、例

の三位一体という話も関係しまして、例として鹿児島はシラスという特殊なもの

が降るわけです。降ってそれが堆積するわけです。これを幾ら固めてもガラスで

すから固まらない。だから、そこには砂防をつくらにゃいかんということで、大

量の金が、補助金がいっているわけです。それは要らぬと言って鹿児島県が挙げ

てきたわけです。要らないと。地方でやるから。全く正しいと思います。 

問題は、今すぐ大変なわけではありませんから、その金をちょっと教育費に回

すということになって、しばらくして、あるとき砂防決壊といったときに、結果

だけこっちに回ってきて、災害の時には金出せなんていうのはなしよという話を

竹中大臣のところで詰めないと、その予算査定は財務省はできるかと。今までは、

決めてあったものは違いますから、そうすると評価というのは、行政評価局で行

わなければいかぬわけです。しかし行政評価局では査定できるだけの技術能力が

あるかというと、そんな土木の能力なんかある人はいませんから、そうすると、
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それをどうするかというのは、別のものを考えなきゃいけないということになり、

Plan－Do－SeeのSeeのところは、正直、長期的にはよく詰めないといかぬところ

だと思っております。 

（本間議員） 私も政府部門内で様々な成果の評価について、今、御指摘のような形

で行われているというのが、一元的に全体で活用されていないという部分が非常

に大きな問題点で、これはまた改めて我々の方から提案をする必要性もあろうか

と思いますけれども、評価システムの確立というものを、全政府で一度議論をし

てみてはどうかという気がいたしておりますので、ぜひその辺のところを将来の

課題にさせていただきたいと思います。 

（竹中議員） ひとつお願いなんですが、例えば金融は金融、金融庁は金融庁で評価

を行っております。それについては、外部の専門家も入れて評価も行っている、

各省庁そういうシステムを持っております。それで全体の更にそれのアンブレラ

になるような評価は、今、総務省が担当する。ところがモデル事業がこういうふ

うな形で出てくると、必ずしも、それがうまく機能しているかは結びついていな

いんですね。ちょっとそこはぜひ本間先生を中心に検証していただいて、またこ

の場で、評価についての提案というようなものもぜひ行っていただきたいと思い

ます。吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 評価が出たので一言つけ加えたい。いずれにしても、そうした評価が

次年度以降の予算にフィードバックされるような自動的なメカニズムをつくる必

要がある。評価で非常に悪い評価が出れば、縮減ないし廃止されるようなメカニ

ズムがなければ、幾ら評価をしても意味はない。ぜひとも、そちらの方もしっか

りやっていただきたい。 

（竹中議員） そういうことを含めたぜひ御提案を、むしろお願いできればと思いま

す。 

それでは、引き続きモデル事業と政策群についてはよろしく御対応をお願い申

し上げます。 

もう１つ、「日本２１世紀ビジョンについて」の御説明をお願いいたします。 

○日本２１世紀ビジョンについて（報告）

（浜野内閣府政策統括官） 資料の一番後ろに１枚紙で「『日本２１世紀ビジョン』

について」という紙がございます。御覧ください。７月29日の経済財政諮問会議

で御議論いただきました２１世紀ビジョンにつきまして、名称と専門調査会の専

門委員が固まりましたので御報告申し上げます。 

名称につきましては、これまでの諮問会議での議論を踏まえまして、「経済」

という文言をとりまして、「日本２１世紀ビジョン」というふうに変更させてい

ただきたいと存じます。 

それから、専門調査会の専門委員につきましては、中ほどのⅡのところの箱の

中にございますように、こういった先生方にお願いをしたいというふうに考えて

おりまして、内閣総理大臣によります専門委員の任命手続を行いまして、それぞ
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れ専門調査会の下に設置する各ワーキンググループを担当していただくことを予

定いたしております。専門調査会の会長には、内閣府経済社会総合研究所の香西

泰所長に御就任いただくことを予定しております。 

なお、第１回の専門調査会につきましては、９月15日の開催を予定しておりま

す。 

以上でございます。 

（竹中議員） これは各省からも人を出していただくということも、これは進んでい

るんですか。 

（浜野内閣府政策統括官） 進んでおります。 

（竹中議員） 何か御注文等々ございましたら。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 既に各主査の方とお話をしたときに申し上げたんですが、科学の技術

の進歩ですね、あるいは変化、こういうものが正直言って20世紀を通観してみる

と、科学技術の変化が世界の構造とか、政策とかそういうものにどんどん影響を

与えていったと。その結果、世界はそういうふうに変わっていったという事実が

あるわけですから、21世紀についても非常に考えづらい話だと思いますが、科学

技術がどのように21世紀に進歩するのか、あるいは変化するのか。こういうもの

を、このどこのグループに入るかわかりませんが、そこらあたりはよく展望して

いただいて、それを２１世紀ビジョンに入れていただきたいと。そういうお願い

をしておりますので、ぜひその点で御了解願いたいと思います。 

（竹中議員） 科学技術の関係の専門委員を入れてくれというのは、関係省庁からも

来ておりますので、今それで対応しているはずでございます。それでは、ぜひし

っかりと審議を進めるように内閣府にはお願いいたします。 

（野沢臨時議員、亀井臨時議員、石原臨時議員、随時入室済み） 

○予算制度改革（特別会計改革②）について

（竹中議員） それでは引き続きまして、特別会計の議論をさせていただきます。石

原大臣、亀井大臣、野沢大臣、ちょっと予定を早めていただきまして大変申し訳

ありませんでした。 

それでは、早速議論を始めさせていただきたいと思います。 

前回、有識者議員から提案、紙が出されておりまして、それは各省事前にお届

けしているかと思いますけれども、こうした点も踏まえまして、必要でありまし

たら、また民間議員から御発言もいただきますが、まずは野沢大臣から所管の特

別会計の改革について御説明をお願い申し上げたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

（野沢臨時議員） それでは申し上げます。 

まず、登記を国が行う必要性ということでございますが、登記業務は申請内容

を登記簿にただそのまま記載するといった単純・定型的な業務ではございません

で、民法・商法等の実体法及び登記法等の手続法に照らしまして、当該申請を受

理すべきか否かを法的に判断する準司法的作用でございます。また、土地の境界
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の確定、登録免許税の税額の確定といった公権力の行使を伴う業務でもあるわけ

でございます。そうしまして、登記は経済取引及び政府の各種施策の基礎となり

まして、国民の権利・義務に多大の影響を与えるものでありますので、その業務

は厳正・公平・中立に、かつ全国統一的に行われる必要がありまして、国がその

業務を担うことが必要不可欠であると考えております。 

それから、歳入・歳出関係との対応でございますが、歳入・歳出関係について

は、登記事務のうち、登記審査等事務に係る経費については一般会計から受け入

れて賄いまして、登記情報管理事務に係る経費については登記関係の手数料によ

り賄うこととされております。これらの事務は密接不可分の関係にありまして、

両経費を厳密に区分することが困難であるために、登記特別会計では両事務を一

体として経理することとされております。 

しかしながら、歳入財源とそれに対応する歳出との関係を明確にすべきとの意

見もございますので、今後、公表資料等において可能な限り区分して明確にして

いきたいと考えております。 

それから、区分経理の必要性でございますが、この登記事務におきましては、

高度経済成長期以来の登記事務の激増に対処するために、コンピュータを導入す

るなどの抜本的な改革を行っておりまして、その経費については、受益者負担の

原則に基づく登記関係手数料で賄っているところですが、コンピュータ化を中心

とする登記制度の改善及びその運用にも相当の経費を要することから、引き続き

登記関係手数料で賄うことが合理的であり、当該手数料を登記関係経費に充てる

ことを明確にするため、一般会計と区分して経理することが必要であると考えて

おります。 

今後の課題と改革案でございますけれども、１点目としまして、レガシーシス

テムとされております登記情報システムの再構築が挙げられます。特定のベンダ

ーに依存せざるを得ない現在のシステムを平成22年ごろまでを目途に柔軟でコス

トパフォーマンスの高いオープンなシステムに再構築し、システムのスリム化・

効率化を図ることといたしております。 

また、中期的な抑制目標としましては、平成16年度から平成18年度にかけまし

て、登記所ごとに設置されているホストコンピュータをバックアップセンターに

集中させまして、ホストコンピュータの数を削減し、システムのスリム化を図る

ことによりまして、歳出を抑制することとしております。 

２点目の課題といたしましては、都市部の登記所備付地図の整備事業の推進と

地図のコンピュータ化がございます。昨年、内閣の都市再生本部から都市部にお

ける登記所備付地図の整備を推進するとの方針が示されましたので、法務省とし

ましても、都市部の地図混乱地域における法17条地図の作製作業を計画的に推進

することにしておりますが、本作業の実施に当たっては、新たに創設される土地

境界確定制度等を通じて、事務処理の効率化を図ることとしております。コンピ

ュータ化も概ね75％ぐらいきておりますが、もう一息ということでございますの

で、引き続きこの努力をしてまいります。以上です。 
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（竹中議員） ありがとうございます。それでは、続いて亀井大臣からお願いいたし

ます。 

（亀井臨時議員） 私の方からは、お手元に横長の特別会計改革についての資料をお

渡ししてございます。農林水産省所管の特別会計の改革の検討状況につきまして

説明をいたしたいと思います。 

まず、資料１ページでございますけれども、農水省の特別会計、これは７つご

ざいます。いずれも食料の安定供給の確保、農林水産業の多面的機能の発揮とい

う点で、広域かつ重大な国の責務として遂行するために、歳入・歳出の明確化、

負担金の明確化、企業的な運営といった理由によりまして、一般会計と会計を区

分して運営しているものであります。 

２ページをお開きいただきたいと思います。「骨太2004における改革案への対

応」でございますが、年末までに特別会計に関する改革案を策定することになっ

ております。現在、各特別会計について、それぞれの性格に応じた改革案を検討

しているところであります。表にありますように、成果目標については、それぞ

れの政策目的に応じて設定することを検討しており、また、中期的な抑制目標に

ついては、管理経費の削減や事務の効率化等を通じて、一般会計からの繰入の抑

制を図ることとなどを設定することを検討しているところでありまして、今後こ

れをもとに更に精査してまいりたいと、このように考えております。 

３ページをお開きいただきたいと思います。改革に向けた取組工程であります

が、ここでは、財政制度等審議会において、課題として掲げられた事項を中心に

記載をいたしております。この中で、＜歳入・歳出を通じた構造の見直し＞欄に

掲げております食糧管理特別会計につきましては、食料・農業・農村政策審議会

の下に麦政策小委員会におきまして、麦政策の見直しに向けて検討を進めており、

この８月に中間論点整理を実施し、年末までに検討結果をとりまとめることとし

ております。 

なお、４ページには、中間論点整理の概要をお示ししてございます。 

また、＜特別会計として区分経理を行う必要性の点検＞欄の森林保険特別会計

については、国による現行方式が合理的・効率的であるかといった点について検

討するために、学識経験者からなる森林国営保険に関する検討会を設置いたしま

して、年内に一定の方向性を出しまして、平成17年度に結論を得るよう現在、鋭

意検討を進めているところであります。その他のものにつきましては、平成17年

度の概算要求において改革の考え方を反映させるなどをいたしております。 

今後、ただいま説明した事項を中心に、更に内容を精査いたしまして、年末ま

でに取りまとめる特別会計に関する改革案の策定に向けて検討を加速していきた

いと、このように考えております。 

５ページ、６ページのところ、特に５ページにおきましては、この機会に農林

水産関係の補助金の改革につきまして説明をしたいと思います。 

特別会計改革を進めるに当たっても、まず施策のあり方について見直しを行う

ことが前提となります。農水省では、食料・農業・農村が今後ともその果たすべ
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き役割を十分に果たしていくために、現在の農政の抜本的改革に着手をしまして、

その中で農林水産関係の補助金改革に取り組んでおるところでありまして、その

内容を５ページ、６ページで示しております。地域が使いやすく、地域の自主性・

裁量性が発揮できるような仕組みへの転換を図ることとしておるところでござい

ます。 

以上で説明を終了させていただきたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。石原大臣お願いいたします。 

（石原臨時議員） 御存じのことだと思いますが、国土交通省には、公共事業関係で

道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計の４つ、

融資事業関連で都市開発資金融通特別会計、また行政的事業関係で自動車検査登

録特別会計、自動車損害賠償保障事業特別会計と７つの特別会計を有しておりま

す。詳細について、その歳入・歳出は、この参考資料、厚い方に書いてあります

が、時間の関係で説明は省略させていただきまして、１枚の横長の紙で御説明を

させていただければと存じます。 

基本的な考え方は見出しに赤で書かせていただきましたように、選択と集中に

よる事業の重点化、コスト縮減等の事務事業の見直しによる歳出面の効率化・合

理化、歳入面での見直しなどを基本方針2004に合わせまして、改革を推進するこ

ととさせていただいております。 

各事業ごとにメリハリ、重点化を推進しておるんですが、どんなことがあるの

かということを若干御説明させていただきたいと思います。 

例えば道路整備特別会計では、平成17年度の概算要求で比較的整備が遅れてお

ります大都市の環状道路整備について、対前年で２割アップ、一方、直轄国道の

維持修繕費については▲4.2 ％、また、港湾整備特別会計では、重要港湾の小規

模施設を抑制について１割ぐらいカットさせていただきますが、その一方で、先

だって指定いたしました諸外国と対抗できるようなスーパー中枢港に対しては、

56％の要求増ということになっておりますし、また空港整備特別会計では、一般

空港等の整備に対する補助を▲17％とする一方、需要がどんどん伸びております

羽田の再拡張事業等には19.2％増。また、羽田空港については、国際線地区の整

備に、今後2,000 億円程度の規模のＰＦＩを導入することによって、民の力も活

用させていただこうと考えております。 

また都市開発資金融通特別会計では、平成17年度の概算の段階で、ニーズの減

ってきた土地の先行取得にかかわる貸付金は大幅に減らして、その代わり「まち

再生まるごと支援事業」という形で、衰退に悩みます地方都市の商店街や中心市

街地、観光地におきまして、これも大変評判のよいまちづくり交付金と併せまし

て、地域のまちづくり会社や民間会社が実施する町並みの整備、あるいは空き店

舗、また空きビルの再生、こういうものに低利資金の供給やファンドの造成によ

る支援を行おうと考えているところでもございます。都市開発資金としての要求

規模は、184 億円とボリューム的には小さく感じられるかもしれませんが、民間

とこれも合わせて事業規模では500憶円から750 億円とかなりの金額になってお
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ります。１件あたりは20億円から30億円程度で、平成17年度内に25か所程度のも

のを見込んでおるところでございます。 

併せて、政策評価というものも実施しておりますが、これを更に厳格に実施い

たしまして、政策、予算要求に反映しているわけですけれども、これからも公共

事業については、社会資本整備重点計画の成果目標に基づく、いわゆる事後評価

や個別事業の新規採択時評価、再評価を体系的にこれまでどおり実施し、評価結

果を次の予算に的確に反映させていただいているところでございます。 

評価の予算への反映の例として２、３例を挙げさせていただきたいんですが、

例えば、全国の幹線道路の渋滞損失時間、これはよく東京なんかでも数字が出る

わけですけれども、その８割が延長路線で言うところの２割程度に集中しており

ますので、渋滞損失時間の高い重点対策区間を優先して、環状道路の整備、ある

いは交差点等々の改良といったハード施策と路上工事の縮減等々のソフトを組み

合わせた渋滞対策、都市部が中心となっておるんですけれども、進めさせていた

だいているところでございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、全体に関しまして御発言をお願

い申し上げます。 

（本間議員） お手元に「特別会計改革に向けて」というペーパーを出してあります。

これは今日の日付になっておりますけれども、実は９月７日、前回我々から提案

させていただいたペーパーでございます。本日、御説明いただきました特別会計

は、前回よりも事業系が非常に多うございまして、本来的に我々が前回のペーパ

ーで提案させていただき、盛り込むべき基本事項、具体的には必要性及び事業ご

との成果目標、中期的目標、改革をどういう具合に手順として進めていくかとい

う工程、それから将来のキャッシュ・フローやバランスシートに関する試算、こ

れが直接的に適用できる分野が本日御説明いただいた分野に多いと思います。ぜ

ひその精神に沿って、これからわかりやすい説明というものを確立し、予算の適

正化の中で反映をしていただきたいという具合に思います。 

それから、特に強調したい点でございますけれども、今、石原大臣の方から御

説明がございましたけれども、公共事業等のように、中長期的な整備計画がある

ものについては、それを１つの前提として将来の収支や資産状況の見通しを行い、

それを公表するということ。更には新規事業採択に関して、将来の成果目標及び

政策コストを踏まえた事前及び事後の評価を厳格に実施していくというようなこ

とが私どもは大事だと考えておりまして、ぜひこの点について、今後の検討の中

で御対応をお願いいたしたいと思います。 

また、それを一般会計から特別会計に繰り出す財務省におかれましても、財政

制度等審議会等で審議をしておられ、適正に繰り入れについての検討、工夫等も

していただいておると思いますけれども、今の問題の状況から考えますと、より

踏み込んだ抑制のあり方、あるいは適正な査定のあり方というものが必要になっ

てこようかと思いますので、ぜひ、その点についても説明責任の観点から充実し、

予算編成の中で反映をしていただきたいという具合に思います。 
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総論的には、私の方から以上を指摘させていただきたいと思います。 

（竹中議員） 財務大臣からも何か御説明は。 

（谷垣議員） 今、本間先生から御指摘のありました点、これから個々の査定に当た

りましては、十分頭に置いて仕事をさせたいと思っております。 

（竹中議員） それでは、どうぞ引き続き自由に御議論いただきたいと思います。特

によろしゅうございますか。 

（石原臨時議員） 本間先生の御指摘の点は、これからの事業の採択、あるいは政策

目標というのは、公共投資系のものはしっかりとやっていくということはまさに

同感でございます。 

１点、このペーパーで御指摘されている「借入金残高が多額」ということで空

港整備特会が列記されておるのでございますが、これは御承知のように、昭和59

年に沖合移転の計画を立てたとき、これは国費を入れないで財投借入で実施しよ

うということで、１兆5,000 億円という莫大な事業展開であって、財投借入はこ

こに限定されております。加えて、平成17年度以降の残事業のみ、また再拡張事

業について先ほども若干御紹介させていただいたように、ＰＦＩの手法を活用さ

せていただいたりしておりまして、これは空港料の発着料等々しっかりとした財

源が特定的なものがございまして、1,000 億円程度の償還レベルの中にこれから

も納まってきますし、御存じのように、羽田はどんどん需要が増えておりますの

で、残高は当然多いんです。9,000 億円ぐらい残っているんですかね。多いんで

すけれども、間違いなく返していけると。更に沖合移転等々をやるときは、ＰＦ

Ｉの手法なんかも国際線なんかをやっているというので、ちょっとそこの点だけ

はぜひ御理解をいただければと思っております。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 総論的には、先ほど指摘させていただきましたけれども、各論につい

て少し、こういう考え方があり得るのかなということで指摘させていただきたい

と思います。 

まず、登記特別会計についてでございます。この登記特別会計は登記事務処理

のコンピュータ化の経費を受益者負担の原則に基づいて登記手数料で賄うという

ことで特別会計が整理をされております。このコンピュータ化というのは、平成

19年度末までに完了することになっておりますので、財政制度審議会の指摘もあ

りますように、まずはゼロベースから廃止も含めて検討をしていく必要性があり

はしないかということであります。その際、今日、法務大臣の方から御説明がご

ざいましたコンピュータ化事業を今後とも維持拡充する必要がある判断される場

合には、登記審査業務についても受益者負担を徹底して一般会計からの繰入をや

めるということも考えられるのではないかということが我々の第１番目の指摘で

あります。 

それから、第２番目につきましては、農林水産大臣の方から御説明をいただき

ましたけれども、国営土地改良事業特別会計についてであります。多額の借入金

残高を抱えていることから、引き続きコスト縮減や政策評価の取組を通じて、効
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率化をお願いしたいと思いますが、借入金残高の圧縮への明確な道筋を示してい

く必要性がないかどうか。この辺のところについて、我々としては、しっかりと

した見通しが必要になってこようかと思っております。 

国有林野事業特別会計についてでございますが、平成10年度の抜本的改革に基

づき、民間委託の推進、組織要員の合理化、縮減を図っているものの、毎年多額

の損失を計上されております。これを計画的に縮減していくということが10年の

抜本的計画の中でうたわれておりますけれども、実態はこれが膨らんでいるよう

に数字が示されております。この点で、財務内容の健全化の努力や、借入金残高

への圧縮への明確な道筋もここで示していく必要性があろうかと思います。 

それから森林保険特別会計については、民間保険会社の取組が低調な分野を対

象として運営されておられるわけですが、果たして、国による現行方式が中長期

的にも合理的・効率的であるかどうか基本的な検討が必要になってこようかと思

います。今回の特別会計改革の一環として、早急に結論をつけて考えていく必要

があるのではないかと思います。 

それから、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計についてでございますが、毎

年度損失を計上していることから、被保険者の加入促進、これはかなり低下をし

ているという具合に聞いておりまして、この掛け金収入を確保すると同時に、財

務内容の健全化についても努めるべきではないかと考えております。 

それから、食糧管理特別会計についてでございますが、一般会計からの繰入を

受けつつも、毎年度多額の損失が計上されております。引き続き管理コストの縮

減に努めるとともに、農業支援における施策の見直しを図ることにより、事業の

一層の効率化を図っていただきたいと思います。 

空港整備特別会計につきまして、先ほど石原大臣の方からお話がございました。

新規需要で増やさなければならないところもあれば、果たして将来の空港整備に

とって必要かどうかというところもございます。これは地方空港の整備も含めて

抜本的な考え方の整理というものが必要になってこようかと思います。関西にお

ける３空港の問題等もいろいろな問題を抱えているわけでございまして、ぜひ総

合的な検討をお願いいたしたいと思いますし、財務内容の健全化、借入金残高の

圧縮等、明確な道筋を示していく必要性があろうかと思います。以上でございま

す。 

（竹中議員） 各大臣にお答えいただく前に、もし何か質問がありましたら、先にど

うぞまとめてお出しいただければと思います。吉川議員。 

（吉川議員） 質問というよりは意見です。今日、議論されている特別会計というの

は、先ほども御指摘がありましたけれども、事業を行っている特別会計が多いわ

けです。当たり前ですが、事業の内容というものは時代によって変わっていくわ

けですから、それを常に見直して、やはり国民にわかりやすい考え方というのを

説明していただく必要があると思います。 

例えば、亀井大臣が御説明になった国有林の特別会計。国有林は、国民全体の

財産ですが、大きく言うと、国有林を環境保全の考え方で守っていくということ
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と、それからもう一つは材木を切って事業として収益を上げるという２つのこと

をやっているんだと思う。私は専門家ではありませんけれども、２番目の材木を

売って収益を上げる林業というのは、日本では非常に厳しくなってきているとい

う認識を持っております。そうした中で考え方を整理しないと変なことになる。

大分前だったと思いますが、林野庁が白上山地のブナの原生林を切って売ろうと

するというようなことをやった。それは、住民運動等で止まったが、その後、御

承知のとおり白上山地は世界遺産に認定された。わけですけれども、こうした非

常に奇妙なことも起こりかねないわけです。 

これは一例ですけれども、特別会計ができて１つの事業をある形でやっていく

といっても、時代環境の変化の中でいろいろ変わっていくわけですから、それぞ

れ時代に合った大きな目的や考え方を整理して、どういう理由で特別会計を維持

しているのか分かりやすく説明していただくということが、これはどの特別会計

についても必要なことではないかと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） これは亀井先生ならよく御存じのところで、昔は炭鉱の中の坑木、枕

木や、電柱とか、杉というのは極めて役立ったものだった。常緑樹、杉、あとヒ

ノキとか、サワラなんていうのもありますけれども、今は逆に、保水または治水、

そしていろんな意味での環境ということに役立てる。先進国で国家の約７割が緑

に囲まれている国というのは日本だけ。他の国は自然との調和ではなくて、自然

との対決でやってきて、日本は全然違いますので、そういった意味で、これは環

境という意味を考えたら、保水しやすくて、ビジット・ジャパンで見栄えがする

ものと考えたら、むしろ赤くなる広葉樹。常緑樹じゃなくて、むしろ広葉樹とか

日本では雑木と称する意味ですけれども。ヨーロッパの山は黄色くなっても赤く

はなりませんが、日本では赤くなるわけなので、いろんな意味で別の効果が出て

くるという吉川先生の観点というのは、これからは保水の意味も、落葉樹の方が

保水するわけですから考え方を変えてうまいことやっていかれたらよろしいんじ

ゃないかなと思っている。この部分だけ見れば赤ですよ。赤だけど、別の観点か

ら見て大事なんだという点は、ぜひ言われた方がよろしいんじゃないかのかなと

私もそう思います。 

（竹中議員） 亀井大臣どうぞ。 

（亀井臨時議員） 今、国有林野の問題につきましてお話しいただきました。実はこ

の国有林野事業につきましては、国有林野改革二法に基づきまして、平成15年度

末までを集中改革期間と位置づけまして、１つは営林局14を７にするとか、ある

いは営林署の229 を98に半減させるなど抜本的な改革を推進しました。そして更

に、お話の木材生産機能から公益的機能重視へ転換をする。そういう面で一般会

計繰入を前提とした新しい特別会計制度の下で長伐期施業や、麻生大臣からお話

の育成も、複層林施業という取組をしておるわけであります。そういう中で、１

つは国民に向けて公益的機能や、あるいは地球温暖化防止の対策という面での新

たな政策課題の対応、あるいは森林環境教育や国民参加の森づくり、こういうよ

 21




 

 

 

 

 

 

平成 16 年第 24 回 議事録 

うなことを進めておるわけであります。財政的には、新規借入金は平成16年度予

算ではゼロにいたしまして、そして更に平成17年度からこの借入金の縮減に向け

て、今いろいろ努力をしているわけであります。御指摘の新たな政策課題にも取

り組んでまいらなければならないと思っております。 

（野沢臨時議員） 登記事務の見直しでございますが、おかげさまで特会にしていた

だいたおかげで、利用者負担ということで少し手数料が高いという苦情はいただ

いておりますが、スピードが非常に上がりまして、おかげさまで平成19年度をメ

イドに何とか一つの区切りができそうである。ただその先に、地図を更に活用し

ようとか、新しい登記制度を考えようとかという仕事も待っておりますので、こ

れからも引き続き、受益者負担という原則を生かしながら、仕事ができるだけ早

く進むように工夫をしてまいるつもりでございますのでよろしくお願いします。 

（亀井臨時議員） それでは、先ほど何件か私どもの特別会計につきまして御指摘が

ございましたが、まず、食糧管理特会でございますけれども、これは主要食糧の

供給量を安定的にする、安定供給を行いつつ管理経費の削減の努力をして、平成

16年度は単年度収支均衡を実現したわけであります。先ほど申し上げましたが、

繰越損失の解消に向けて、やはり麦勘定、この問題が一番大きなことでありまし

て、このために小委員会で本年末までにその対応を考えてまいりたいと、こう思

っております。 

更に漁業共済保険につきましても、平成17年度から補償水準の引き下げに着手

し、平成18年度の基準保険料率の見直しに向けて、今、検討中であります。何と

か漁業共済保険の成果目標として、平成20年度には単年度の収支均衡を図ってま

いりたいと、このように思っております。 

あるいは森林の関係で、国営保険廃止の問題につきましても、現在検討会を立

ち上げて、現行方式が合理的・効率的であるか、この検討を行っておるわけであ

りまして、平成16年中に一定の方向と、そして平成17年度中に結論をとりまとめ

たい。ただ、仮に森林国営保険を廃止した場合、その受け皿となる民間保険、今

まで平成13年まで全国森林組合連合会、これもやっておったわけでありますが、

平成14年に森林国有保険が全額引き継いだ経緯もありまして、民間保険の森林保

険は火災のみで、台風や風水害などの対象になっていないわけでありますので、

この国有保険を廃止するということは非常に難しい状況と、このように考えてお

ります。 

それぞれ中期的な抑制目標として事務の効率化と管理経費の削減の問題に取り

組んでおりますし、先ほど御指摘の点である道筋の明確化については、更に努力

をしてまいりたいと思っております。 

（竹中議員） 石原大臣。 

（石原臨時議員） 本間先生から総合的な検討という御指摘がございましたが、各項

目について総合的に検討させてメリハリを、必要なところは整理するが、必要じ

ゃないところは整理しないという形で臨ませていただきたいと思います。 

また、償還計画の明確化という御指摘がございましたが、愛知は、来年、沖合
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の飛行場をオープンしますので、そうしますと、旧小牧の方は売却できるものは

売却して、その収入を歳入にしっかり充てるように、要らないものを売るという

形でより一層の明確化というものに努めさせていただきたいと思っております。 

（竹中議員） それでは、大臣どうもありがとうございました。簡単に整理させてい

ただきますけれども、骨太で年内に大臣の下でそれぞれの特別会計の改革案をつ

くっていただくことになっております。その際に今日、民間議員から改めて指摘

があったのは、担当しておられる特会が、どちらかというと事業的な性格が強い。

事業というのは時代の変遷を踏まえて、基本的な考え方から整理していかなけれ

ばいけないので、まずその点をしっかりやっていただきたい。その上で民間議員

からは、主要な項目事項として「成果目標」、「抑制の中期目標」、「改革工程」、

それから「キャッシュ・フロー及びバランスシート」の４つが提案されておりま

すけれども、事業的な性格ということで、数値的なものに馴染むものも、やはり

正直言ってかなりあろうかと思いますので、その点はぜひ踏まえて、改革案をお

示しいただきたいというふうに思っております。改革につきましては、ひとつよ

ろしくお願いをいたします。 

総理、全体を通して。 

（小泉議長） これは塩川財務大臣当時から言われていたことでありますので、適し

た見直しを行って、年内に改革案を示していただきたいと思っています。よろし

くお願いします。 

（竹中議員） それでは、本日は大変ありがとうございました。 

（以 上） 
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