
 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 17 年第２回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 17 年第２回）

（開催要領） 

1. 開催日時：2005 年１月 27 日(木) 18:03～18:34 

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     本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）「基本方針 2004」のフォローアップについて 

（２）今後の諮問会議の進め方について 

3.閉会 

(説明資料) 

○『基本方針 2004』の取組状況について（有識者議員提出資料） 

○平成１７年の経済財政諮問会議における課題（竹中議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それではお疲れのところ恐れ入ります。今年２回目の経済財政諮問会

議でございます。 

本日の議題ですが、まず、「『基本方針2004』のフォローアップについて」の

議題といたします。それから「今後の諮問会議の進め方について」審議をいたし

ます。30分程度で短めに終わる予定でございます。 

なお、奥田議員は、本日欠席でございます。 

お手元に今月21日に閣議決定をいたしました「平成17年度の経済見通しと経済
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平成 17 年第２回 議事録 

財政運営の基本的態度」を配付しております。昨年12月に閣議了解したものから

予算案等を踏まえて、若干の計数追加等を行っております。 

○「基本方針2004」のフォローアップについて

（竹中議員） それでは「『基本方針2004』のフォローアップについて」、民間議員

から資料の提出がございます。吉川議員お願いします。 

（吉川議員） 「『基本方針2004』の取組状況について」という私どもの資料を御説

明いたします。 

「基本方針2004」の決定事項のうち、昨夏の集中審議で扱わなかった項目を中

心に取組状況の点検を行いました。その結果、取組状況が遅く、もう少しスピー

ドアップをする必要があるものが幾つかあるということであります。 

実現度でありますが、細かい点検の結果、別表を付けております。それから集

中審議で検討した項目については「参考」ということになっております。 

特に重要性の高い課題として挙げられることを４つに整理して、ここでは言っ

ております。まず第１は「地方の裁量権の拡大に向けての取組み」であります。

地方の裁量権を拡大するという観点から、これまでのフォローアップと今後の取

組方針を早急に明確にする必要がある。具体的には、例えば、これは昨年８月に

地方からも要望があったわけですが、現在幼保一元化ということを進めておりま

す。幼稚園と保育所を一緒にしたら合理的にできるのではないか。少子化対策に

なるのではないかということで進めているわけですが、１つの問題は、保育所に

は調理室がなければいけない、こういう規制があるわけであります。そのために

幼稚園に空き室があっても、その空き室を利用して保育所にするわけにはいかな

い。こういう問題があるわけです。こういうような規制については、実情を精査

しながら緩和すべきところは緩和して、幼保一元化ができればいいではないか、

ということなんですが、これがなかなか進んでいない。こういう規制があるため

に、せっかく幼稚園と保育所を一緒にやろうと思ってもできないというので、地

方からもここのところを「何とかしてほしい」という声が上がっているわけです。

こういうところをもう少しスピーディにできないかということであります。これ

はもちろん一例でありますが。 

それから、２番目は「公的債務管理の一環としての地方債のあり方」。現在協

議制への移行ということが言われているわけですが、工程表を早急に明確にする

必要がある。 

それから３番目は「行政改革（特に公務員の定員削減計画、官民交流等）」。

これは総人件費削減に向けて、定員削減計画を改定する必要がある。また官民交

流については、早急に取組方針と工程表を明確にする必要がある。官民交流とい

うことも長く言われてきているわけですが、現在、我々が把握している限りでは、

いわゆる幹部職員については、民間企業の出身者の方はまだ10人に満たないとい

うことであります。これはやはり、遅れているのではないかという認識でありま

す。 
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平成 17 年第２回 議事録 

それから次のページに行きまして、４番目は「医療制度改革（特に医療サービ

ス効率化プログラム等）」。医療サービス効率化プログラムは、2001年につくり

ました小泉内閣の最初の「骨太の方針」以来ずっと言ってきているわけであり、

工程表もつくられております。是非とも、この工程表に沿ってしっかり実施され

る必要がある。また、工程表がつくられていないものについては早急に明確にす

る必要がある。 

これも具体例を幾つか挙げますと、レセプトの電算処理、これは「平成18年度

に全国の病院で70％以上の実施」というのを厚生労働省は目標に掲げているわけ

でありますが、現時点において14.5％ということであります。進捗が遅れている

のではないか。電子カルテにつきましては、「平成18年度に全診療所で60％以上」

という目標でありますが、３年に１度の調査がルーティン化されていることがあ

るようですが、やや古いデータ、平成14年の10月時点ですが、目標60％に対して、

現状2.6 ％、その時点では予定も含めて5.3 ％ということですから、やはり進捗

が非常に遅れていると思います。こうしたところはもっとスピードアップする必

要がある。 

以上、点検、結果でありますが、２番目に今後の点検体制について提案をして

おります。１つはスピードアップをするという観点から、有識者議員を中心に「点

検委員会」、これは仮称でありますが、こうしたものを設置し、必要に応じて外

部有識者の知見も得ながら点検を行う必要があるのではないか。 

上記の点検は毎年、「関係府省から随時ヒアリングを行う。集中的な点検を年

２回行う。それから、結果を受けて必要な場合には、担当大臣の参加を得て、経

済財政諮問会議で推進方策を議論する」というスケジュールで行う。 

それから点検に際しては、実現の難易度も考慮する必要はあるかもしれません

が、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというランク付けする必要があるのではないか。 

行われた政策がどれぐらいの経済効果を持っているのか。これについては構造

改革評価報告書で年２回行う。 

要するに改革の工程表がつくられている場合でも、とにかく進捗状況が遅いも

のがあるわけですから、これをきちっとチェックしながらスピードアップする必

要がある。こういうことであります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、どうぞ御意見のある方は御自由に

御発言をいただきたいと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） 吉川先生、２番目の「公的債務管理の一環としての地方債のあり方」

のところですけれども、基本的には地方債の管理マニュアルの徹底ということな

のだと思うのですが、これは今さらに進みましたので、現時点で地方自治体数は

2,333団体になることが確定ですが、各地方自治体としては、自分の借金は自分で

管理しないと自分の首を絞めることになりますので、「権限が移ることは良いこ

とだが、移ればその分だけ自分でやらなければ大変なことになりますよ」、「経

営者の改革の才能の無い、いい人だけで選ばれた市長さんはもう辞めた方がいい
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ですよ」などと、向かって言っている。「言い過ぎだ」などと随分言われていま

すけれども、それぐらいやらないとダメだと思っていますので、ずっと言い続け

てきている。また、都道府県、政令指定都市、中核市及び特例市の例を全てホー

ムページに掲載している。「何万人規模の都市であれば、具体例はこれで、そこ

ではこのような取組みをしている」などについて掲載している。そういった取組

みが、国と地方との協議会が始まって以降、かなり進んできていると思っており

ます。 

御存じのように地方債の発行残高は56兆円と、国債556兆円に対して約10分の１

である。公社債や公団債は74兆円ぐらいですから、そういったように、この56兆

円と国債の約10分の１の規模だと思うんですけれども、こういったところで結構

進んできた。この１年間、特に地方六団体との協議が始まってからが凄く進んで

きたというような感じがしております。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。本間議員。 

（本間議員） 公的債務の問題については、確かに麻生大臣がおっしゃったような面

で改善の兆しがあるわけですが、１つの問題は、財政的な立場からすると、でき

るだけ発行コストを小さくしたいという思いの中で各市町村・都道府県の資金の

束ねをして、一括してまとめてやると、こういう構図がやはり根強く考え方とし

てはあると思うので、そういうことがこれから予想される資金の流れ等の関係の

中でランダムな要素になり得る危険性はあろうかと思います。 

これは、実務的には財務省理財局と総務省との間で各現場の精査をどうするか

というようなことを議論をしておるようでございますけれども、しかし、国全体

としては、国、地方全体の公的債務管理をきちんとやっていくというメッセージ

を、やはりこれまで以上に与えてまいりませんと、市場から足元をつけ込まれる

というような部分がある。極端な例であるが、地方債が非常におかしな動きをし

て、それが連動するというようなことになってはいけません。そのため、是非そ

ういうマクロ的な公的債務の間のスキームをきちんと固めていく必要性はあるん

じゃないかという具合に思います。 

（麻生議員） 今は、基本的に市場でやりますものですから、金利の差がつきますの

で、そういった意味では、やたら金利が安くて、こんな高くては買ってくれない

んだという話になります。マーケットから来る圧力というのがありますので、そ

こは結構効いているかなと思って、少なくとも昔、首長さんが金利の話なんかし

たことは、私の記憶では１回もありませんから、それはすごい違いだと思います。 

（谷垣議員） 今、本間先生のおっしゃった論点は確かにそうなんですが、結局、国

と地方のガバナンスの枠組は違うところがありますので、お互いに相手がどうい

うことをやっているかということを理解し、全体を見ていかなければいけません

が、率直に余り言うと、地方自治に何か国が横やりを入れるようなことにもなっ

たりしますので、そこらを区別してやりながら、全体をそれなりに把握している

ような感じのイメージでなければならない。 

（本間議員） どういう形で、それをスキーム化するか非常に重要な問題だと思いま
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す。それから、もう１つは、届出制にした時に、総務省が地方債発行に関する影

響力と言いますか、役割をどう果たすかというのが幾分見えない部分がございま

して、地方側からすると、総務省に届けていくということは、暗黙の政府保障が

あるような感じに受け取られる向きもございます。そういう意味で、倒産法制と

かというようなイメージをつくるかどうかというのはともかくとして、発行する

自治体に、きちんとガバナンスが働くようなスキームを、総務省と市町村の間で

どうつくるか重要な問題だと思います。 

（麻生議員） これは踏まえてやっていかなければならない大事なところです。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 今の先生方のお話を聞いて、よく地方債を発行するけど、裏負担は国

がある程度面倒をみちゃうというのがありますよね。あれについては、どういう

ふうにこれから議論されていくんですか。 

（本間議員） 三位一体の議論をする時、在野の学者の中では、三位一体ではなくて、

四位一体で議論すべきだという言い方がされておりまして、その一位加わるのが

地方債でございます 

まさに自主的に発行する部分と、政府が施策としてやる部分についての関与の

国の仕方が違いますので、裏負担が随分違ってくるわけですね。ですから、将来

の財源の償還のうち、自らの財源を１割しか持たなくても良いようなケースすら

あるわけでありまして、そういうようなこともしっかりと踏まえながら、全体で

量の部分のところと質の詳細な部分ですね、資源配分機能をどうつくっていくか。

経済財政諮問会議は、マクロのマターを議論するので、ここの場しかないのでは

ないかという感じがいたしておりますので、是非、そういうテーマを取り上げて、

今後も議論していただきたいと思っています。 

（中川議員） 現実問題、私のところでも地方債を発行する時には、「どうせ国がほ

とんどみてくれるさ」みたいなことが現実にあるんですよね。 

（麻生議員） 地域によって差があるんですけれども、そういったのも確かです。今

度の新潟で言えば、いきなりあのような災害が起きたものですから、地方債で１

割、その他は国でやらざるを得ない。 

その地方債でやる分も市庁舎が丸ごと潰れたて、役場がなくなっているところ

なんかもありますので、そういったところの場合も、何にもないところからスタ

ートするところは裏負担も必要である。やらないとゼロになる。これは、ケース

が大分違うとは思いますけれども、総務省として裏負担をきちんというのは、お

っしゃるとおりだと思いますので、そこのところは当然だと思います。 

（吉川議員） 長期的には、それぞれの地方が自立して、地方債の発行を自分の責任

で発行するという姿を、確立すべきだと思います。ちなみに戦前、関東大震災後

の復興というのは、国債ももちろん発行しましたけれども、当時の東京市債、横

浜市債、地方が外債を発行して、地方自治体がポンド、ドル債を発行して、かな

り復興しているわけですね。そういう意味から言っても、戦後の地方債のあり方

というのは、戦前と比べても随分自由度が落ちて、国掛かりのいう姿が極端なと
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ころまで進んだのだと思います。それは直さなくてはいけない。 

（竹中議員） 公的債務管理の問題は、今年の重要テーマの１つですので、今日の短

時間では議論は尽くせませんが、是非参考にさせていただきたいと思います。 

今のいわゆる骨太のフォローアップに関しては、これは骨太というのはプラン

であって、Plan・Do・SeeのSeeの部分をしっかりやっていこうという趣旨で、今

回、民間議員を中心に試行的に一種の評価付けを行ってくれた。 

その中から、①～④の４点が出てきたということだと思います。当面、この４

点については、内閣府の方から担当部局に、引き続きよろしくお願いしたいとい

うことは申し上げたいと思います。その上で民間議員から提案されておりますの

は、まず点検委員会をつくろう。その中には外部有識者も入れよう。評価は年２

回やろう。評価については、今回は試験的にやっているけれども、やはり「Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ」と分かりやすい評価にしようという御提案だったかというふうに思

います。 

基本的にはこういうような御提案に沿って、当面は本年度中を目途に、こうい

う評価をやっていくということではないかと思っております。よろしゅうござい

ますでしょうか。総理、これに関しては。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） それでは、大事なことでありますので、引き続きよろしくお願いを申

し上げます。 

○今後の諮問会議の進め方について

（竹中議員） それでは今後の諮問会議の進め方でございますけれども、前回、民間

議員から御提案をいただきまして、事務的に各省の御意見も聞いて調整をさせて

いただいた紙を、私の名前で今日はお出しをしております。「平成17年度の経済

財政諮問会議における検討課題」という資料でございます。 

まず、総論的には「守りの改革」から「攻めの改革」。「第１にデフレを克服

して、景気回復を持続的な成長に乗せることが必要である」等々、問題意識を書

いております。さらに「小さくて効率的な政府に向け、これまで取り組んできた

構造改革」をさらに進めること。そして第３に「公債残高の危機的な累増に歯止

めをかけるため、その一里塚として、プライマリー収支を黒字化させる道筋をよ

り明確にする」という観点から平成17年度の課題を書いているところでございま

す。 

「取組みを強化すべき課題」としまして、そこに６つ挙げているわけでござい

ますけれども、これは既に御議論をいただいたことかと思います。さらに平成17

年の主要な政策課題として、次のページに、大きく３つの項目、課題を挙げさせ

ていただいております。既に各省の御意見は伺っていると思いますが、特に御意

見がございましたらお出しいただきたいと思います。 

（麻生議員） 	２の（２）に「総人件費の削減とそれに関する制度の見直し」という

ところがあるんですが、今後５年間で10％という定員削減目標というのが、一応、
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過日のときに決められておりますので、これは一番の難しさは増員です。 

「警察官を増やせ、治安に人をなんとかしろ、入管は増やせ」といった声があ

るが、増える部分というのは予めどこか別のところで減らしておかないと、そっ

ちに回すということになります。諮問会議でも、農林統計等々で御指摘のあった

ところです。昔は食糧庁等で削減した部分で、増員を行う余裕もあった。 

昨年は1.66％という削減率となっており、史上最高と申し上げましたけれども、

そういった数字になっておりますので、定員の再配置を行うのが主たる目的なん

だと思うんです。 

これはただ人を減らせば良いという話ではなく、前回申し上げましたように、

日本の役人の数というのは、絶対量からいきましても人口1,000 人当たりで35人、

フランスの96人、アメリカの80人、イギリスの73人というのに比べて、これは地

方公共団体、公営企業部門も35人の中に入っているが、その上で、これだけ少な

いというので、日本はかなり少ないと思っていただいて間違いない。 

それでも多いように見えるのは、よほど役人が優秀なのか、やらなくても良い

ことを一般市民が役所に頼っているのか、とり方はいろいろあるんだと思います

けれども、要は足りなくなってきている部分もあることは確かなので、一律５％

というのではなく、メリハリをつけなければいけないというところが一番大事な

ところだと思っております。 

再配置を実現するために行うというところが一番大事なところかなと。 

そのために、人員を、削減した定員を確保しておかないともたないということ

になるんだと思います。 

（竹中議員） 御指摘のようなことを是非活発に議論したいと思います。牛尾議員。 

（牛尾議員） この度の議論の中では、やはり歳出・歳入の一体改革が一番注目を集

めるテーマだと思いますが、ともすれば、消費税を増税するとか、待ち構えたよ

うに行政が動き始めるというのは甚だ疑問であって、諮問会議としては歳出改革

をまずやって、その上での増税議論であるべきだと考えていますし、事実、土光

臨調の場合でも増税なき財政再建という歯止めがあったから成功したわけであり

ます。日本の歳出は過剰であります。その辺は親愛なる麻生大臣とは見解が違う

んですが、人件費が少ないのに、何でこんなに財政が破綻するんだというところ

が実は問題なんです。 

頭数は少ないけれども、人件費が高いのか、それとも無駄な出費が多いのか、

とにかく、財政が致命的な状態になっておることは御存じのとおりでありまして、

そういう意味では、歳出・歳入の一体改革は、そういうことを考えた上で歳出を

徹底的に減らさないと大変な局面に来ている。 

プライマリーバランス収支というのも、基本的には毎年４兆円か５兆円、国債

の発行を減らさないとだめだということでありまして、毎年４兆円ずつ減らすと

いう歳出がカットできなければ、財産を売ってでも払わないといけない、という

ぐらいの決意を示すことが非常に大事である。歳出削減が相当緊急事態に来てい

るという認識を諮問会議も持つべきだというようなことが１つのポイントであり
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ます。 

もう１つは国際競争力の問題ですが、総理の施政演説の中でナシやリンゴなど

の日本の農産物が高級品として売れているとか、アニメやファッション等の魅力

ある日本ブランドの発信は大事だとなっている。日本は十分まだポテンシャルが

あるので、国際競争力が発揮できるように制度を見直していく必要がある。しか

し、郵政民営化の場合でも社会保障でも、国内的な論議だけで終始して、グロー

バルな観点が吹っ飛んでしまうことが遺憾である。 

最近でも郵政民営化による資金の民間活性化が非常に大事だというような論点

がフィナンシャルタイムズに出ていた、 

グローバル化のもとでの日本はどうするべきかという角度と、５年後、10年後

の日本の社会経済を考えた角度で、今、何をするべきかという角度をもっと真剣

に前に出さないといけない。目先のちょっとした対立ばかりが議論に出ていると

いうことは、国民は恐らく理解できない状態に陥るだろうと思うので、そういう

点では、国際競争力の観点から、日本がどこをどう活性化していくか、どこで徹

底的に無駄を排除するかということを考えないと、やや経費が増えているという

段階が通り越している状態だという認識を持たないと大変なことになる、という

ことを申し上げたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） グローバルな視点に関して申し上げますと、今年１月ロンドンでフィ

ナンシャルタイムズの論説委員６、７人と約１時間議論したんですけれども、彼

らの質問はほとんど郵政について、金融市場、国債市場の話であります。御指摘

のとおりだと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） 国債のところは財務省が一番考えておかないと、現実問題としては国

債の償還を郵貯に頼らないであと10年いけるかというと、なかなか難しいのは確

かですので、現実と照らし合わせてやらなければいかないところだと思いますの

で、そのところはいきなり信用がなくなってもばかばかしい話ですから、それは

グローバルなところでやっていくことは間違いないと思っております。 

グローバルな観点について、１つ紹介したい。総務省に来る外国人の話である

が、外国人の大臣というのは、通信関係の話で来るのかと思ったらとんでもない。

東ヨーロッパの国は、地方税というものを持っていませんから、税金のとり方が

分からない。だから、税金の徴税の仕方を教えてくれ、徴税のシステム教えてく

れと言ってくる。 

それから、統計のとり方、目的、その統計をどうやって使ったら、どういうふ

うになるのかというノウハウが全くない。地方行政も全くないから、地方自治法

という法律を我々にという、そういった人材派遣の要望は、ものすごくある。 

国税庁に行ってくれと言ったら、「いや、地方税のとり方を教えろ」と言う。

その種の依頼というのは、このところかなり多いような気がいたします。 

人材という意味では、意外と我々が思っているより、仕事はインターナショナ

ルなことになっているので、総務省なんて超ドメスティックなところかと思った
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ら、とんでもない。最近は、この種の相手が大変なぐらいいっぱいお見えになる。

特に旧東側の方がすごく多いような気がいたします。消防に至るまで軍隊がやっ

ているところが圧倒的に多いものですから。 

この間、世界の消防庁長官会議というのを初めて日本で開いたんですが、消防

庁長官というのを置いているのは、アメリカとイギリスとフランスとフィリピン

など十幾つしかありません。総理がインドネシアに行かれた後、インドネシアか

ら防災の関係で来て、どうして消防庁が要るのかと、大災害等を全く想定してい

ない。 

そうしたシステムのやり方まで、正直、「人材派遣業を我々がやって商売をし

ようや。ノウハウを教えてやるんだから、金をとって当たり前じゃないか」とい

う話を持ち出しているぐらい今、すごくインターナショナルになりつつある。そ

れは、私が総務省に入る前には全然思いもしませんでした。昔、日本銀行の方が、

ケニアかどこかに行かれて総裁になられて、報酬を得られた方がいらっしゃいま

したよね。ああいった感じになってくるんですかね。最近すごいことになってい

る。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは時間でございます。「今後の諮問会

議の進め方について」に基づいて、しっかりと本年、また議論していきたいと思

います。国会審議と当面並行になりますけれども、６月にはしっかりとした骨太

方針をまとめなければいけないと思っておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。総理。 

（小泉議長） よろしくお願いします。 

（竹中議員） それではありがとうございます。この後、食事の用意もあるかと思い

ます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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