
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

   

平成 17 年第５回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 17 年第５回）

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年３月 10 日(木) 17:53～18:36 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 細田 博之 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川 昭一 経済産業大臣 

同 福井 俊彦 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）政策評価について 

（２）公的資産・債務管理について 

3.閉会 

(説明資料) 

○政策評価の充実について（麻生議員提出資料） 

○政策評価と予算との連携強化について（谷垣議員提出資料） 

○成果主義型予算の実現のために（有識者議員提出資料） 

○政府の資産と負債の管理強化のために（有識者議員提出資料） 

○公的資産・債務管理について（谷垣議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 

ます。 

それでは、ただいまから今年５回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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平成 17 年第５回 議事録 

本日２つの議題がございます。「政策評価」、そして「公的資産・債務管理」

でございます。今日時間が大変限られておりまして、この後もまた別の会議がご

ざいますので、ぜひ発言は簡潔にお願いを申し上げる次第でございます。 

○政策評価について

（竹中議員） 政策評価の議論から始めたいと思います。 

まず、麻生大臣と谷垣大臣から資料の提出がありますので、麻生大臣よろしく

お願いいたします。 

（麻生議員） お手元の資料を御参考いただければと思いますが、本年４月に法施行

からちょうど３年が経過をすることになりますので、目下見直しを行っていると

ころであります。そこで今、昨年の10月に有識者議員から御指摘をいただいた部

分がありますので、中間のとりまとめをいたしておりますので、これまでの議論

を含めて政策評価制度に関する見直しに反映させていきたいと思っております。 

初めに、まず有識者議員の方々の問題意識について、真摯に受けとめなければ

いけない。５つぐらいございました。 

まず、資料の10ページを御覧ください。円グラフが書いてあると思いますけれ

ども、この評価によって予算増の方向に使われやすいという御指摘が前回挙がっ

ておりますけれども、17年度予算要求に反映された事後評価1,063 件のうち、３

割が政策の重点化や廃止・休止に反映されているという例であります。 

また、既存施策の拡充につながっていないものが全体約61.9％というものであ

りますので、いわゆる予算増の方向にこれが使われているということはないとい

うような感じがいたしております。 

次に11ページ目を開いていただきますと、財務省の主計局がやっていただいて

おるところなんですが、予算編成におきます政策評価結果の活用事例ということ

になるんですが、この各府省の政策評価の結果、それから査定当局の考え方、査

定におきます政策評価の活用状況を対照表にして３つ書いてあります。 

これはこういったものを活用しているという例でありまして、次の12ページも

同様に行政管理局の機構・定員に関する表をつくっております。いろいろな意味

で予算編成の作業に重要な資料として政策評価を活用させていくことを目指して

おります。 

続きまして、13ページのところから評価の結果について、国民のわかりやすい

説明がなされていないという御説明が、御質問というか、問題意識がおありのよ

うに感じますが、評価の結果は各府省のホームページに既に公表されております。

当然、民間議員の方は御覧になったのだと思うんです。 

総務省のホームページからもすべてリンクしておるんでして、そういった意味

では、13～15ページとずっとその例を引いている。今後ともわかりやすいという

説明につきましては、関心を高めていただく上で理解をしていただけるように、

こういった形でよりわかりやすいようにしてまいりたいと思っております。 

次に指摘をされました対応施策のポイントについて。資料の１、２ページ目に
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戻っていただきます。これは各府省の評価を分かりやすく、横断的に比較検証す

るということができるようにするために、様式を簡便で統一的なスタイルにする

ということでありましたので、この評価書の本体は、外部からも評価できますよ

うに評価の関連情報を全部盛り込んで、要旨は簡単にするという役割のもとに記

載すべき事項、内容が明確化するよう様式を標準化しています。 

そしてそのところでわかりやすいように、次の２ページのところに、記載すべ

きところとして、評価書の標準化のイメージとしてこういったものを書いており

ます。例えば財務省で言えば、必要な歳入の確保のように、政策の特性は外部要

因が大きいとか、事務事業のレベルまでブレークダウンした項目をきちんとつく

り上げていくといういろんな例がありますけれども、今後こういった形で標準化

させていただいていくという例であります。 

３ページから４ページにかけては、達成目標の定量化を徹底するとともに、ど

のデータで評価を行うかは予め明示させるということでありますけれども、４ペ

ージを見ていただくとわかると思いますが、政策評価を行うに当たっては、達成

目標が明確なものになっているというのが重要なところ、大切なところだと思っ

ています。 

達成目標の中には、定量化が困難なものが確かにありますけれども、できる限

り定量化するということで、その際は適切な指標を選択することを徹底させるべ

く、ここに国土交通省と農林水産省の例を２つ調べておりますけれども、達成目

標が定量化により明示されているというのは、少なくとも14年、15年、16年とそ

のパーセントは伸びてきているのを見ていただいても、その方向は動きつつある

ように思っております。 

５、６ページのところでは、これは科学技術関連予算の優先順位付けのように、

優先度を明らかにする仕組みを採用するという話が出ておりましたけれども、こ

れは予算編成の過程において、各大臣が政策評価を実施されて、その結果を参考

にして、政治的優先度というものも総合的に勘案して、責任を持って予算案に政

策を反映させていくべきものなのであって、このために政策評価書の内容の中で、

評価結果に基づいた政策への反映の方向性を公表していきます。 

６ページにもその例が引いてありますけれども、評価書に明記させて説明責任

を徹底させるということだと思っています。評価の結果の政策への反映の方向を

書いている例なんですが、総務省の例で実績評価等々ずらっと書いております。 

大事なことは、科学技術におきましては、ＳＡＢＣというような意味で同種と

か類似性が強いこととか、専門性が極めて高いということから、総合科学技術会

議が優先順位を付けておられるのは御存じのとおりでありますけれども、この趣

旨を考えるときに、同じ目的の例えば河川を優遇配分するか、道路に優遇配分す

るかというのを、これはその省の大臣が決める以外に、我々が差し込んで言うと

いうのは、それは何のための大臣かわからないということになるんじゃないでし

ょうか。私どもはそう思っております。 

７ページ、評価結果に対して第三者評価ということでありますので、右下のと
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ころに、評価の過程において、第三者の専門的・客観的な知見を効果的に活用す

るように促進するということで、この右下の隅のところに、「外部からの意見を

吸収」と書いてありますが、さらに評価結果に対して、外部からも検証できるよ

うに情報を公開するということにしておりまして、そういう方向になっておりま

す。 

８ページのところを見ていただくと、第三者の指摘を踏まえて既に計画を変更

したり、事業を中止した例として、右の４つの囲みの上２つは、これは総務省の

部分とそれから国土交通省の部分ですが、国土交通省の場合は、指摘がありまし

たので計画の一部を修正したとか、総務省の場合も、指摘を踏まえ、研究開発の

達成目標を修正。その下に農林水産省と国土交通省の例が引いてありますけれど

も、これはいずれも事業を中止したという例でありまして、こういった形になっ

ております。 

今後４月以降、政策評価制度全般にわたって検討を行った上で、新たなガイド

ラインを設定するなど着実に実行をしていくわけですけれども、諮問会議や財政

当局と緊密な連絡を取りつつ、今後対応してまいりたいと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） 去年10月の諮問会議で、政策評価調書の改善と、それから予算書・決

算書の見直しにつきまして宿題をいただきまして、お手元の資料をもとに、ポイ

ントをかいつまんで御説明申し上げたいと思います。 

まず１ページですが、財務省では予算編成におきまして、政策評価を活用しよ

うという観点から、概算要求時に各省から政策評価調書の提出を求めております。

ここにございますように、可能な限り定量的な成果目標だとか、成果目標を達成

するための手段、あるいは事後的評価の具体的な方法というようなことを求めて

おります。 

また２ページ、平成17年度予算編成における扱いを記載しおります。 

そこで３ページを御覧いただきますと、農林水産省を例に政策の体系のイメー

ジ図をお示ししているんですが、一般に政策が大きな括りから順に「政策」、「施

策」、「事務事業」と、こういう３層の構造で整理をされているわけでございま

す。 

４ページ目。政策評価法上の政策評価の単位は、今説明した３層のうち、「施

策」程度の括りが基本となっております。政策評価調書の単位は、もう一つ下の

段位の「事務事業」というふうになっておりますことが多くて、政策評価法上の

政策評価と政策評価調書の単位が不整合になっているわけでございます。 

５ページ目にお進みいただきたいと思いますが、政策評価調書の見直しに際し

て踏まえておくべき点をさらに２点挙げたわけでございます。１点目は、予算書・

決算書の見直しにおいて、表示科目である「項」、「事項」を「施策」程度の単

位としていこうということで今、検討・検証を行っているところであります。 

それから２点目は、諸外国の動向ですが、アメリカやイギリスなどでは様々な
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議論を経て試行錯誤がありましたが、現状では評価の単位は、「施策」程度以上

の大きな括りとなっております。 

そこで６ページをお開きいただきたいと思いますが、これまで申し上げてきた

諸点を踏まえまして、政策評価調書の単位をできる限り、各府省の政策評価上の

単位である「施策」程度の括りに一致させていこうということとともに、施策を

構成する事務事業については、調書の中で要求額等の記載を求めるということに

して、政策評価と予算の連携強化を図りますとともに、記載事項は施策の必要性、

成果目標など必要昀小限のものとして、極力簡素化を図る方向で検討していきた

いと考えております。 

それで次に予算書・決算書の見直しの方向性についての概観を、８ページを御

覧いただきたいと思います。「基本方針2004」における方針などを踏まえまして、

予算書・決算書の表示科目を施策単位とする方向で平成18年度までに研究・検討

を進めたいと思っております。 

９ページを御覧いただきますと、ちょっとこのイメージを御説明しております

が、厚生労働省を例にとりますと、一番左の「施策」、四角く囲っておりますと

ころに、「地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること」

というようなことになっておりましても、予算書を見ますと、その必要な予算は

厚生労働本省のところと保健衛生諸費に分かれている。しかし、厚生労働本省の

ところを見ましても、ここに書いてございますような一般行政に必要な経費とか、

行政情報化推進に必要な経費とかいろいろ書いてございまして、ぴたっと出てこ

ないということでございます。それでまた決算書でも同じように、なかなか施策

単位で把握をできないということになっております。 

そこで10ページを御覧いただきたいと思いますが、10ページに検討状況と検

討・検証の主な内容をお示ししているわけですが、現在一部の省庁の協力を得な

がら、施策を単位として現行予算の組替えを試みながら、「項」、「事項」の見

直しの可能性を今、検討しているところでございます。決算についても、予算書・

決算書の見直しに伴って、執行・管理や、あるいは決算の実務上の問題が生じな

いか今検討を行っているところでございます。 

説明は以上でございますが、こうした取組は、昨年10月の民間議員の御提言の

趣旨に沿ったものと考えておりまして、政策評価と予算の連携強化をさらに進め

ていくために、これを推し進めていきたいと思っております。 

具体的なスケジュールとしては、政策評価調書の見直しは平成18年度の概算要

求から実施したいと考えておりまして、それから予算書・決算書の見直しについ

ては、平成18年度までに研究・検討を得て、その後システムの修正等、所要の準

備作業に入って、できる限り早期に実現することにしたいと、このように考えて

おります。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは民間議員からペーパーが出ており

ます。本間議員。 

（本間議員） 今日の２つの議題で私は二股膏薬的に、財政審の立場もありまして自
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己反省的な部分もある。 

2001年の基本方針でＮＰＭという言葉を初めて日本で公的な文書の中に入れ込

みました。それ以降いろいろ努力をしていただいているところでありますけれど

も、モデル事業では定量的な目標設定、それから弾力的な執行、評価という形で、

いわゆるＰ－Ｄ－Ｃ－ＡのＰ－Ｄの部分のところについて試行的に始めたわけで

あります。その次のステップとして試行的にやらなければならないのは、Check ＆ 

Action の部分でございます。このところがまだ非常に遅れておりまして、こうい

うことを実施していくということは、予算の効率性の面で歴史的なアクションを

踏み出すことだろうというぐあいに思います。 

そこで部品として、今、麻生大臣及び財務大臣のお話の中にもございましたと

おり、まず、やはり予算と評価、これをどういうぐあいに連携を強めていくかと

いうことがこのＣとＡのところでは重要になります。したがいまして、政策評価

法というものがオペレーショナルな意味を持つためには、政策評価というものが

実効性を高めていくということが必要になると同時に、定性的なものから定量的

な形に移行していくということが重要な論点になろうかと思います。 

したがいまして、この政策評価と予算査定を連携させていくためには、今日、

財務大臣の方からお話がございましたとおり、予算書・決算書が施策、目標単位

で記載されておりませんと、これは評価するということができませんので、ここ

をぜひしっかりと早くやっていくということだろうと思います。 

それをした上で、本来であれば、評価の部分のところにつきましては、会計上、

発生主義という形ですべきだが、そこまでいかなくてもこれはどういう効果があ

ったということを包括的に会計予算の中でやっていくということは、諸外国では

やっているように、やはりこのＣとＡの部分、Check と Action の部分のところ

を大胆に私は踏み出す必要性がある。 

これは今年の基本方針にぜひ、改革の方向性と工程を明確にしていく必要性が

あろうかというぐあいに考えております。 

両大臣から今日、前向きのお話をいただきましたけれども、これを工程表的に

載せて、確実にスピードアップするということが重要であろうと考えております。

我々としましては、予算書と決算書の改革、これはやはり平成18年度までに実務

的な検証を完成させるということ、そしてそれを前提にしながら、平成20年度予

算は、これはまさに平成19年度で編成するわけでありますけれども、完全実施し

ていく必要性があろうかと考えております。これによってＰ－Ｄ－Ｃ－Ａのサイ

クルというものが平成22年度予算において１つのサーキュレートされた閉じた形

がつくられていく。これは別添の工程表にまとめておりますけれども、ぜひ早く

これをディシジョンサイクルの中で確定していく必要性があろうかと思います。 

そのことをやりますためには、各府省は、連結の財務書類と政策の達成度を示

す『年次報告書』をきちんと試行的に平成17年度末を目途にして公表していき、

そしてさらにはきちんとしたものを平成18年度から実施していく必要性があろう

かと考えております。 
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これは、やはり歴史的な取組として、ぜひ内閣府の努力ももちろんであります

けれども、両省の御協力、あるいは各府省の御努力をお願いいたしたいと思いま

す。我々としては、ＰとＤ、PlanとDoの部分につきましては、これはモデル事業

等で部分的にしておりますけれども、この点についても、新たに提案をしたいと

いうぐあいに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。御意見ございましたらどうぞ。 

（谷垣議員） 今、成果主義型予算のサイクルということでお示しいただいたのは、

我々も全くそういう方向で考えておりますので、一生懸命努力したい。ただ、こ

のスケジュールのところは、少し弾力的に考えていただきたいと思っているんで

す。要するに、ある程度変えていきますと、国会の財政統制というものはどうな

るのか。あんまり大括りでは国会としては財政統制ができないと思いますが、さ

りとて、あんまり小さくすると弾力的な運営でもない。その辺をどの辺にしたら

いいのかというのは、若干試行錯誤も要るのかなというようなことも考えており

まして、そのあたり弾力性をここのところでもお願いしたいと思っております。 

（本間議員） 本当に技術的に難しい問題でございますので、財務大臣のお立場はよ

く理解できますが、ここで掲げております20年度予算というのを目標としていた

だいて、それが達成できない場合には、その事情をまた明確な説明責任を果たし

ていくというような形で、これをプロセス化していただければというぐあいに思

っております。よろしくお願いします。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それではありがとうございました。要するに政策評価を予算に連携・強化する

という歴史的取組みを進めるという、成果主義予算に向けての提案と工程を民間

議員からいただいたわけですけれども、総務大臣、財務大臣からも「前向きに取

り組む」「その方向に進んでいる」というお話がございました。両大臣には、「基

本方針2005」に織り込むべく、この方向と工程の具体化について引き続き努力を

お願い申し上げます。 

そして予算書・決算書の改革につきましては、財務大臣から「スケジュールは

弾力的に考える必要がある」というお話もございましたし、同時に、民間議員か

ら「20年度予算を目標に」というお話もございました。可能な範囲でその目標に

向けて、趣旨を可能な限り受け止めて、工程の御検討をいただきたいと思います。 

総理よろしいでしょうか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

○公的資産・債務管理について

（竹中議員） それでは次のテーマに急いで移らせていただきます。公的資産・債務

管理につきまして民間議員からペーパーがございます。吉川議員。 

（吉川議員） 	それでは私から、「政府の資産と負債の管理強化のために」、「～～

民間が所有できるものは民間に～～」という副題が付いた紙を御説明いたします。
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第一に、政府のバランスシートのスリム化ということを言っております。経済

財政諮問会議では、御存じのとおり、「効率的で小さな政府」に向けて幾つかの

取組に着手しております。 

具体的には、総人件費削減による国・地方の効率化、それから歳出・歳入の一

体改革による中期的視点での財政改革、郵政民営化や政策金融改革による資金の

流れの改革。こうしたものは、いずれも大変大切ではあるわけですが、これに加

えてストック面、残高、つまり資産・負債ですが、政府の資産・負債の管理とい

うものも大変重要なテーマであります。わが国のバランスシート、政府のバラン

スシートは、国際的に見ますと、極めて大きい。ここでは日米比較が挙がってい

ますが、このバランスシートが大きいということによって、幾つかの問題が生じ

てまいります。１つは、将来の金利上昇等に対して、脆弱な資産構造になってい

る。 

それから、民間による資産の有効活用の機会が奪われているのではないか。こ

うした問題であります。したがって、「民間が所有できるものは民間に」という

考え方に立って、バランスシートを縮減することが必要である、こういうことを

言っております。 

「２、資産管理と負債管理のおもな論点」。まず、政府の資産管理の方であり

ますが、すべての国有財産について、以下のような手法を適用できないか検討す

るべきである。 

１つは、民間の方が有効活用できるものは売却する。それから２番目が出資金・

貸付金等についてでありますが、いわゆる証券化の手法を活用できないか。それ

から３番目が資産と負債に両建てされているものを縮減する。また、民営化に際

しての株式売却のあり方についても、過去の事例を検証し、望ましい手法を検討

する必要がある。 

次に、政府の負債管理についてでありますが、国債の金利水準を含め、国債管

理政策について一段の検討を行う必要がある。これは郵政民営化とも関係して、

国債の個人消化を進めなければいけないわけでありますが、そうしたことも含め

て国債管理政策について一段の検討を行う必要があると言っております。 

次に、地方債でありますが、これは平成18年度から、いわゆる協議制に移行す

ることが予定されておりますが、私どもとしては、いわゆる協議制というのは、

改革の一里塚だと、このように考えております。したがって、協議制移行後の、

いわば昀終的な、地方債のあるべき姿を検討するべきである。また、政府の債務

を総合的に管理する専門家集団、こうしたものが必要なのではないか、というこ

とも言っております。 

３番目に今後の検討の進め方についてであります。政府の資産・債務の管理と

いうのは、政府のガバンナスとしては、私どもは財務省理財局が行うべき仕事だ

と考えておりますが、しかし、大変重要なテーマでありますので、政府のバラン

スシートを縮減するための、ここでは基本計画と書いてありますが、言葉を補い

ますと、基本計画に向けた基本的指針とか、方針というようなものを秋までに策
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定する。 

そして、基本計画に向けた基本的な指針ないし方針においては、具体的な達成

目標と達成時期を明示する。また、その基本計画に向けた基本的な指針ないし方

針というものは外部の有識者の参加を得て、財務省はもとよりですが、関係府省

とも連携をとりながら、我々民間有識者議員が原案をつくって、この諮問会議に

提出することにさせていただきたい。このような提案を行っております。以上で

す。 

（竹中議員） それでは、どうぞ御議論をいただきたいと思います。 

（谷垣議員） 私の方は、資料を提出しておりますので、せっかくの機会なので、少

し、私の仕事でございますから、基礎的なことも説明させていただけたらと思っ

ているんですが、よろしいですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（谷垣議員） 今、問題提起をいただきまして、せっかくの機会ですので時間をいた

だいて、国有財産行政や国債管理政策の取組状況を御説明して、併せて今の御提

言の私なりのコメントを申し上げたいと思うんですが、時間の関係もありますの

で、すべて説明できないので主要なポイントだけ説明したいと思います。 

我が国の資産と負債の状況を概括したのが１ページ目の表でございます。これ

は毎年国の貸借対照表をつくっておりますが、それをベースに国の貸借対照表で

は相殺されている国の会計間の債権、債務、すなわち特会による国債の保有など

を両建てに戻して記載したものでございまして、この表で国の資産と負債の全体

像をつかんでいただければというふうに思います。 

色づけになっておりますが、外為特会は資産として外為証券等を保有しており、

主な負債としては外国為替資金証券があるが、これは為替介入等に伴う調達。そ

れから黄色いところは、財投の資産と負債との関係は、バランスシート上で、大

体色のついたところはみんな見合いになっているわけでございます。 

それで、民間議員から、資産と負債とが両建てになっているものを縮減すると

いうことも提案されておりますので、まずその点について申し上げたいと思うん

ですが、今、申し上げたように、資産と負債を両建てで保有している大きなもの

というと外為、それから財政融資資金、それから年金でございます。それぞれ、

ピンク、黄色、緑で色分けしております。 

外為特会は言うまでもなく為替介入を行っているわけで、為券を発効して外貨

建債を持っているわけですが、これまで必要な為替介入を実施してまいりました

ので、その結果、現在のこういう大きな残高となっているわけであります。 

それから財政融資資金特会は財投を行っている特会でございますが、財投は国

の信用で財投債を発行して調達した資金を低利で貸し付けを行うという、そもそ

も資産と負債が両建てとなる制度でございます。 

なお、御承知のとおり、財投は平成13年度の改革によりまして、郵貯、年金の

預託義務を廃止しましたので、事業の見直しを行いまして、その結果、フローベ

ースでは平成17年度はピーク時の約４割、ストックベースでもピーク時の約７割
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になるというようなスリム化が着実に進んでおります。 

また、表の右欄の郵貯、年金からの預託金は、基本的に平成19年度までに払戻

しが終わる。それで年金が資産と負債両方に出ておりますのは、修正賦課方式と

いう我が国の年金制度により、こういうことになっている。資産と負債が両建て

になっているものを縮減するということについては、縮減可能なものは既に取り

組んでおりますが、外為のように、そもそも縮減という議論になじまないものも

ございます。ですから、これはそういう制度や政策に立ち返った議論が必要だと

思います。 

それから先ほど吉川先生の御説明でバランスシートの資産規模で日米の比較を

していただいておりますが、これは８ページを御覧いただきたいと思うんですが、

８ページに日米のバランスシート比較が書いてございます。詳しくは申し上げま

せんが、財投がアメリカの場合は資産に計上される貸出金が小さいとか、外為に

日本のように為替介入をやっているところと、アメリカのように基軸通貨でほと

んどそんなことをやらないところと違います。それから、有形固定資産が我が国

の場合は191 兆計上されておりますが、アメリカではこれは連邦政府でございま

すから、ここが非常に小さいというようなことがございまして、それぞれの国の

制度にはかなり違いがございまして、比較もなかなか難しいということを申し上

げたいわけでございます。 

そうしますと残っているところは白いところでございますが、国有財産は、１

ページの下の表の左下にありますが、総額約102 兆円ございます。この内訳をさ

らに解説したのが２ページの表でございます。これを見ていただくとおわかりに

なりますが、国有財産の半分の約50.5兆円は、現在国が利用している財産でござ

います。残りの約51.7兆円のうち約８割は独立行政法人等への出資財産。 

その他に、米軍基地として提供中のものや、あるいは地方公共団体に、例えば

天の橋立とか、公園として貸し付けているもの、日比谷公園などもそうですが、

そういうものが多うございます。そうしますと未利用国有地は9,157 億円という

ことになります。ここは積極的に売却に努めてきておりまして、昀近５年間で合

計約１兆2,400 億円売却してまいりました。こうした結果、３ページに御覧いた

だきたいんですが、未利用国有地の残高は、５年間で１兆8,108 億円から9,157 億

円というふうに半減してまいりました。 

それから資産の証券化ですが、公的部門においても、例えば４ページを御覧い

ただきたいんですが、住宅金融公庫などで積極的に取り組んでいただいておりま

す。しかし、国の資産そのものの証券化については、いろいろ基本的な問題点が

あって難しい点があります。４ページは証券化の一例として、国の庁舎などを証

券化して売却するというケースをお示ししたものですが、細かい説明は省略いた

しますが、ポイントは証券化を行うためには、投資家への配当に見合う賃料を国

が負担する必要がございますが、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等の配当利回りが

４％程度で、国債発行利回りの1.5 ％程度を上回っていることを考えますと、か

えってこれは財政負担の増大を招きかねないということがございます。 
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以上申し上げたように、国が保有する資産・負債は、諸々の制度・政策に基づ

いて形成されたものでございますので、バランスシートの縮減については、それ

ぞれの制度論、政策論というものに立ち返る必要があると思っております。した

がって、民間で行われている工夫を活かすべき点は活かさなければいけないと思

っておりますが、そういった点、国の実情に即して考えていく必要があるのでは

ないかと思います。 

それから国債管理政策でございますが、これは６ページに記載してございます

が、これは総理の御指示等も踏まえて、その充実に努力してきておりまして、現

在国債管理政策は円滑に運営されていると考えております。 

近年の取組は６ページにございますが、昀近の国債管理政策の取組については

市場からも御評価をいただいているのではないかと思っております。 

それから、公的債務の総合管理については、本間先生を座長とする「公的債務

管理政策に関する研究会」で論点をまとめていただいて、これはと７ページにご

ざいますが、国債管理政策に反映をさせて、適切にやろうということでやってい

るわけでございます。 

それから専門家集団が必要だということでございますが、これは今後国債管理

体制の更なる充実、現在も民間人の登用等をしておりますが、そういった検討を

図るなど、その専門性の向上に努めていくことは当然のことだと思っております。

以上かいつまんで御説明申し上げましたけれども、いずれにせよ、財務省とし

ては、国有財産の管理や国債管理等に今後とも万全を期していきたいと思ってお

ります。 

今日の御提案については、民間のリストラ等の厳しい経験も踏まえていただい

たものと思っておりますので、市場関係者の声もよく聞いて、いろいろ難しい問

題がございますが、我々も更に工夫を重ねていきたいと思っております。 

それから各項目について、今申し上げたような政策的・制度的な検討が必要で

ございますので、秋までに基本計画策定というのは、いささかきつい前提ではな

いかと思っております。この資産・負債の管理は、私の責任でございますので、

内閣府や諮問会議とも御連絡を密にしながら、私もしっかり取り組んでいきたい

と思っております。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） それでは、どうぞ御議論いただきたいと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） この２ページ目の「協議制移行（18年度）後の、地方債のあるべき姿

を検討すべきである」というところが私どもに関係するところなんですが、御存

じのように、これまでの許可制度というのをやめまして、これは地方債の発行と

いうものは基本的に地方団体の自主判断に任せるという、そもそもの地域主権に

基づく話でこれはスタートしておりますので、自主判断に委ねようといたしてお

るために、これは協議制ということになったんですが、制度の基本的な枠組みと

いうのは、既に地方分権一括法で枠組みは決まっておりますので、詳細は今後総

務省と地方団体で相談しながら、平成18年度以降の円滑な実行を進めていくとい
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うことになろうと思っております。 

また、地方債の資金調達のあり方ということになっていくんだと思いますが、

地方債の資金につきましては、協議制に移行しましても、これは住民生活に不可

欠なものというのは必ず出てまいりますので、そういった施設の整備を円滑に進

めるという必要があります。したがって、地方公共団体の資金調達は、支障が生

じることのないよう、いわゆる政府資金とか、公営企業金融公庫というところが

今使われているところですけれども、資金の確保に努めていく考えである。今、

民間資金というものが出ておりますが、これは既に33団体が市場公募の取組みを

開始しているところでありまして、有利、かつ安定的な調達に向けて今後とも取

組を充実させていかねばならないと思っております。 

（竹中議員） 時間が来ておりますが、何かございませんか。本間議員。 

（本間議員） 手短に申し上げます。 

私はこれは自己矛盾を抱えているような部分がございまして、財務大臣がしっ

かりやっているという部分を直接的に審議会等で具体化する役回りをしているわ

けですが、実は実務的なレベルで財務省理財局の事務方に対しまして、この部分

につきまして不十分な点も指摘をしております。 

その１つは、やはり理財局全体が負債・資産を管理していて、キャッシュフロ

ーは全体としてどうなっているのか、これを時系列的にどのように把握するんだ

と、こういうような問題意識も実は財政審の中でも申し上げております。 

それからもう１つは国債管理の部分のところで、ボラタイル、変化をするもの

に対してうまく制御しているというぐあいに私は思っています。これはいいパフ

ォーマンスだと思いますが、調達の部分のところと、それから売る部分のところ

の国債管理政策の昀も肝要な調達と売却の利払い昀小という点で良い成績をマー

ケットの変動の中でやっているかどうかということもきちんと検証をしなければ

ならない。 

BISあたりの評価を見ていましても、必ずしも高い評価を得ていませんので、国

債管理政策の根源的な利払い昀小の中で努力をしていくということは、やはり重

要になってくると思いますし、今日の我々の問題意識の中にもそのような部分が

あろうかと思います。 

昀後にボリュームの点で、この中に閉じ込めて国が持っているときでも、本来

でありますと、シャドー価格といいますか、潜在的な価格といいますか、機会費

用というもので、そういうものが例えば国が使っていても、便益に応じて、本来

は会計上は支払う。 

あるいは地方に貸していれば、それまた具体的に支払うという行為があります

と、ストックとフローの観点が明らかになってくるわけです。しかし、そこを顕

在化しないということになりますと、アセットの効率的な使われ方というのがち

ょっと評価が難しくなってまいりますし、ボリュームが大きいと変動したときに

非常にリスクを伴うということもございます。今日民間議員として提出しました

ものを財務大臣の諮問機関であります財政審等がしっかりとまた実務的には対応
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すると、こういうことでお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員） 今日はちょっと時間がなくなりましたので、こういうふうに、してい

ただけませんでしょうか。民間の財務リストラ等々の状況を踏まえると、政府も

バランスシートをしっかりと管理していかなきゃいけない、ここは恐らく合意が

あるんだと思います。 

そうしないとリスク管理もできないということだと思います。ただし、民間議

員から幾つか提言がありますけれども、日本の実情を考えるといろいろ問題点も

あるという大臣方からの御指摘もありましたので、まず民間議員には、今日、大

臣から御指摘があった点も踏まえて問題点を整理していただきたい。その上で改

革の方向性について、問題点を踏まえた上でどういうことができるのかという、

その姿を少し見せていただくと、ちょっとそういう宿題を負っていただければと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

では、そういう方向でお願いを申し上げます。総理。 

（小泉議長） はい、いいです。しっかりと。 

（竹中議員） 昀後に民間議員からちょっと御発言があるようなんですが。 

（吉川議員） 我々は、財政再建を進めるということから、総人件費についてもきち

んと見直していこうと思っている。総務省の方で具体的に地方行革指針がまとめ

られていると思う。私たちも総務省の方で進められているこの地方行革指針には、

随分私どもの主張が取り入れられていると了解している。できれば、大変重要な

問題ですので、諮問会議で一度麻生大臣にこの指針を御紹介いただいて、私ども

でもう一回議論させていただくというようなことができないかというお願いです。

（麻生議員） 自治行政局で対応しており、今年度中に出すこととしているので、も

う少し時間をいただいたらでき上がると思います。その際には報告させて頂きま

す。 

（竹中議員） 今年度中ということでございましたら、ちょっと予定をまた調整して、

必要な時期にぜひよろし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。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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