
 

平成 17 年第５回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
 
（概要） 
○政策評価について 
（麻生議員） 資料に沿って説明したい。本年４月に政策評価法施行からちょうど３年

が経過する。昨年の 10 月に有識者議員から指摘いただいた部分があるので、中間

とりまとめを行った。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。有識者議員の問題意識について、５つぐらいあったが、真摯に受

け止めなければいけないと考えている。 

まず、資料 10 ページの円グラフをご覧いただきたい。政策評価によって、予算

増の方向に使われやすいとの指摘が前回挙がったが、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

う例である。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％であり、

予算増の方向に使われているということはないと思っている。 
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   11 ページに財務省主計局の予算編成における政策評価結果の活用事例を記載し

ている。各府省の政策評価の結果、査定当局の考え方、査定における政策評価の活

用状況を対照表としてある。これは、こういったものを活用しているという例であ

り、次の 12 ページも同様に総務省行政管理局の機構・定員に関する表をつくって

いる。色々な意味で予算編成作業に政策評価を重要な資料として活用させていくこ

とを目指している。 

   政策評価について、国民へ分かりやすい説明がなされていないという問題意識も

あるようだが、評価の結果は各府省ホームページに既に公表されており、民間議員

も御覧になっていると思う。総務省のホームページからもすべてリンクしており、

13～15 ページに例を引いている。今後も関心を高め、理解をしていただけるように、

分かりやすい形で説明していくようにしていきたい。次に、指摘に対応する施策の

ポイントについて。資料の１、２ページに戻っていただきたい。各府省の評価を分

かりやすく、横断的に比較検証することが出来るように様式を簡便で統一的なスタ

イルにするという指摘であったので、評価書の本体は外部からも評価できるように

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く。２ページ目に評価書の標準

化のイメージとして、記載すべきものを書いている。例えば、財務省でいえば、必

要な歳入の確保のように、政策の特性は外部要因等の動向の違い等いろいろあり、

中には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

くという例もあるが、様式としては、今後、こういった形でやっていく。 

   ３、４ページ、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指摘について。政策評価を行うに当たっては、達成目標

が明確になっているのが重要である。達成目標の中には、定量化が困難なものも確

かにあるが、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。国土交通省と農林水産省の例を２つ調べているが、達成目標が

定量化により明示されるというのは、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みても、その方向に動きつつあると思う。 

   ５、６ページ、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について。これは、予算編成の過程において、各大臣

が政策評価を実施し、その結果を参考にして、政治的優先度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する。６

ページにもその例が引いてあるが、評価書に明記させて説明責任を徹底させるとい

うことだと思う。評価の結果の政策への反映の方向について、総務省の例で実績評

価等を書いている。大事なことは、科学技術においては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いるが、この趣旨を考えるときに、例えば河川を優遇配

分するか、道路に優遇配分するかを担当大臣が決めることで、それ以外に我々が差

し込んで言うのでは、何のための大臣かわからないということになると思っている。 

   ７ページ、評価結果に対して第三者評価を実施し、公表することについて。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、「外部からの意見を吸収」と書いてあるが、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方向に既になっている。

８ページ、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、総務省、国土交通省、農林水産省について記載している。 

平成 17 年第５回経済財政諮問会議 

2



 

   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 

インの設定をするなど、着実に実行していくが、諮問会議や財政当局と緊密な連絡

を取りつつ、対応していきたい。 

（谷垣議員） 去年 10 月の諮問会議で、政策評価調書の改善と予算書・決算書の見直

しについて宿題をいただいたので、お手元の資料をもとにポイントを説明する。 

   １ページ。財務省では予算編成において、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いる。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いる。 

   ２ページに、平成 17 年度予算編成における扱いを記載してある。３ページに、

農林水産省を例に政策の体系のイメージ図を示しているが、一般に政策が大きな括

りから順に「政策」、「施策」、「事務事業」という３層の構造で整理をされている。 

４ページ目。政策評価法上の政策評価の単位は、この３層のうち、「施策」程度

の括りが基本となっている。政策評価調書の単位は、もう１つ下の段位の「事務事

業」となっていることが多く、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。 

   ５ページ目。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。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

ろである。２点目は、諸外国の動向であるが、アメリカやイギリスなどでは様々な

議論を経て試行錯誤があったが、現状では、評価の単位は「施策」程度以上の大き

な括りとなっている。 

そこで６ページ目。これまで申し上げてきた諸点を踏まえ、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ことにして、政策評価と予算の連携強化を図るとともに、記載

事項は、施策の必要性、成果目標など必要 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いる。 

   次に８ページ目、予算書・決算書の見直しの方向性についての概観について。基

本方針 2004 における方針などを踏まえ、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いる。９ページに、

このイメージを説明しているが、厚生労働省を例にとると、一番左の「施策」、四

角く囲ってあるところに、「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」ということになっており、予算書を見ると、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

ろを見ても、ここに書いてある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あり、ぴたっと出てこない。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いる。そこで 10 ペー

ジに検討状況と検討・検証の主な内容を示しているが、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

しの可能性を検討しているところである。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

っているところである。 

   こうした取組みは、昨年 10 月の民間議員の提言の趣旨に沿ったものと考えてお

り、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
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たいと思っている。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、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考えている。 

（本間議員） 今日の２つの議題で私は二股膏薬的に、財制審の立場もあり自己反省的

な部分もある。 

2001 年の基本方針でＮＰＭという言葉を日本で初めて公的な文書の中に入れ込

んだ。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るが、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る。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 の部分である。このと

ころがまだ非常に遅れており、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思う。 

    そこで、今、麻生議員及び谷垣議員の話の中にもあったとおり、まず、予算と評

価、これをどう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

る。そして、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う。

この政策評価と予算査定を連携させていくためには、谷垣議員から話があったとお

り、予算書・決算書が施策、目標単位で記載されていないと評価することができな

いので、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う。それをし

た上で、本来であれば、評価の部分につい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

予算の中でチェックしていくということを、諸外国ではやっているように、Check 

と Action の部分で大胆に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という形で明確にしていく必要性があると考えている。 

   麻生、谷垣両議員から今日、前向きの話があったが、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いる。我々としては、

予算書と決算書の改革はやはり平成 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19年度に編成する平成20年度予算で、

完全実施していく必要性があろうかと考えている。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。別添の工程表にまとめてあるが、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ると思う。そのためには、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』を試行的に平成 17 年度末を

目途にして公表していき、さらにきちんとしたものを平成 18 年度から実施してい

く必要性があると考えている。 

これは、歴史的な取組みとして、内閣府の努力ももちろんであるが、ぜひ両省の

協力、あるいは各府省の努力をお願いしたいと思う。我々としては、Plan と Do の

部分について、これはモデル事業等で部分的にしているが、この点についても、新

たに提案をしたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

（谷垣議員） 今、成果主義型予算のサイクルということで示されたことについては、

我々も全くそういう方向で考えているので、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う。要するに、ある程

度変えていくと、国会の財政統制はどうなるのか。あまり大括りでは国会としては
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財政統制ができないと思うが、さりとて、あ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ことについて、若干試行錯誤も要ると

いうことも考えており、弾力性をここのところでもお願いしたい。 

（本間議員） 本当に技術的に難しい問題であるため、谷垣議員の立場はよく理解でき

るが、資料に掲げているように 20 年度予算を目標としていただき、それが達成で

きない場合には、その事情について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、と思っている。よろしくお願いする。 

（竹中議員） 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だが、

麻生議員、谷垣議員からも、「前向きに取り組む」「その方向に進んでいる」という

お話があった。両議員には、「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する。 

   予算書・決算書の改革については、谷垣議員から「スケジュールは弾力的に考え

る必要がある」という話もあり、同時に、民間議員から「20 年度予算を目標に」と

いう話もあった。可能な範囲でその目標に向け、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。総理、よろしいでしょうか。 

（小泉議長） いいです。 

 
○公的資産・債務管理について 

（吉川議員） 資料「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 ～～ 」を説明する。 

   第一に、政府のバランスシートのスリム化を言っている。経済財政諮問会議では、

「効率的で小さな政府」に向けて幾つかの取組みに着手している。具体的には、総

人件費削減による国・地方の効率化、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

ずれも大変大切だが、これに加えてストック面、残高、つまり資産・負債だが、政

府の資産・負債の管理も大変重要なテーマである。わが国の政府のバランスシート

は、国際的に見ると極めて大きい。資料では日米比較が挙がっているが、このバラ

ンスシートが大きいことによって幾つかの問題が生じてくる。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。こうした問題である。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。 

 「２、資産管理と負債管理のおもな論点」。まず、政府の資産管理について。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べきである。①

民間の方が有効活用できるものは売却する。②出資金・貸付金等について、証券化

の手法を活用できないか。③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。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だが、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旨を述べている。次に、地方債については、平成 18 年度

から協議制に移行することが予定されているが、私どもは、協議制は改革の一里塚

だと考えている。したがって、協議制移行後の、いわば 終的な、地方債のあるべ
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き姿を検討すべきである。また、政府の債務を総合的に管理する専門家集団が必要

ではないか。 

   「３、今後の検討の進め方」について。こうした政府の資産・債務の管理は、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いる

が、しかし、大変重要なテーマであるので、政府のバランスシートを縮減するため

の基本計画、言葉を補うと、基本計画に向けた基本的指針ないし方針を秋までに策

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

方針は、外部の有識者の参加を得て、財務省はもとより関係府省とも連携をとりな

がら、我々民間議員が原案をつくり、諮問会議に提出することにしたい。このよう

な提案を行っている。 
（谷垣議員） 今、問題提起のあった国有財産行政や国債管理政策の取組状況を説明し、

併せてコメントを申し上げる。 

 １ページ目。我が国の資産と負債の概況で、これは毎年作成している国の貸借対

照表をベースに、同表では相殺されている会計間の債権、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、国の資産と負債の全体像をつ

かんでいただきたい。 

   外為特会は資産として外貨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。財投の資産と負債との関係は、バ

ランスシート上このようになる。 

   民間議員から、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提案があ

るが、両建てで保有している大きなものは、外為、財政融資資金、それから年金で

ある。外為特会は為替介入を行っているわけで、為券を発行して外貨建債を持って

いる。これまで必要な為替介入を実施してきたので、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る。それから財政融資資金特会は財投を行っている

特会であり、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付けると

いう、そもそも資産と負債が両建てとなる制度である。なお、財投は平成 13 年度

の改革により、郵貯、年金の預託義務を廃止し、事業見直しを行い、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割と、スリム化が着実に進んでいる。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。年金が資産と負債両方に出て

いるのは、修正賦課方式という我が国の年金制度により、このようになっている。

資産と負債が両建てになっているものを縮減することについては、縮減可能なもの

は既に取り組んでおり、外為のように、そもそも縮減議論になじまないものもある。

そういった制度や政策に立ち返った議論が必要である。 

   それから先ほど吉川議員がバランスシートの資産規模で日米比較を説明された

が、私の資料８ページに日米のバランスシート比較がある。アメリカの場合、財投

類似の制度である連邦信用計画は資産に計上される貸出金の規模が小さいとか、日

本のように為替介入をしているところと、アメリカのように基軸通貨でほとんどや

らないところとは違う。それから、有形固定資産が我が国の場合は 191 兆円計上さ

れているが、アメリカは連邦政府なのでこれは非常に小さい。それぞれの国の制度

には、かなりの違いがあり、比較もなかなか難しいということを申し上げたい。 

   国有財産については総額約 102 兆円あり、その内訳をさらに解説したものが資料

２ページ。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、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
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として提供中のものや、例えば天の橋立や日比谷公園のように地方公共団体に公園

として貸し付けているものが多く、未利用国有地は 9,157 億円となる。ここは積極

的に売却を進めており、 近５年間で合計約１兆 2,400 億円売却した。その結果、

資料３ページのとおり、未利用国有地の残高は５年間で１兆 8,108 億円から 9,157

億円と半減してきた。 

   国の資産の証券化について、公的部門において住宅金融公庫などで積極的に取り

組んでいただいている。しかし、国の資産そのものの証券化については、色々基本

的な問題があって難しい点がある。資料４ページは、証券化の一例として、国の庁

舎等を証券化して売却するというケースを示したものだが、ポイントは、証券化の

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あるが、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

っていることから、却って財政負担の増大を招きかねないということだ。 

   以上のように、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

たものであり、バランスシートの縮減については、各制度論・政策論に立ち返る必

要があると思う。民間の工夫を活かすべき点は活かさなければいけないが、国の実

情に即して考えていく必要もあるのではないか。 

   国債管理政策については、総理の御指示等も踏まえて、その充実に努力し、現在

円滑に運営されていると考えている。近年の取組は、資料６ページのとおりで、

近の国債管理政策の取組については市場からも評価をいただいている。 

   公的債務の総合管理については、資料７ページのとおり、本間議員を座長とする

「公的債務管理政策に関する研究会」でまとめた論点を国債管理政策に反映させ、

適切に実施しているところである。 

   政府の債務を総合的に管理する専門家集団が必要ということについては、現在も

民間人登用等をしているが、今後も国債管理体制の更なる充実を図るなど、その専

門性の向上に努めていくことは当然のことである。 

   財務省としては、国有財産の管理や国債管理等に今後も万全を期したいと考えて

おり、本日の提案については、民間におけるリストラ等の厳しい経験も踏まえての

ことだと思うので、市場関係者の声もよく聞いて、更に工夫を重ねていきたい。 

 各項目については、今申し上げたような政策的・制度的検討が必要なので、秋ま

でに基本計画策定というのは、いささかきつい前提かと思う。資産・負債の管理は

私の責任であるので、内閣府や諮問会議とも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いる。 

（麻生議員） この有識者議員提出資料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」について、地方債の発行はそもそもの地域

主権に基づく話で、これまでの許可制度をやめて、基本的に地方公共団体の自主判

断に委ねようとしているために協議制ということになったが、制度の基本的な枠組

みは、既に地方分権一括法で枠組みは決まっているので、詳細は今後総務省と地方

公共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うこと

になるだろうと思っている。 

   また、地方債の資金調達のあり方にということになるのだと思うが、地方債の資

金については、協議制に移行しても住民生活に不可欠なものは必ず出てくるので、

そういった施設の整備を円滑に進める必要がある。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

が今使われており、資金の確保に努めていく考えである。今、民間資金がでている

が、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、有利、かつ安
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定的な調達に向けて今後とも取組みを充実させていかねばならないと思っている。 

（本間議員） 私は自己矛盾を抱えているような部分があり、谷垣議員がしっかりやっ

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だが、実

は実務的なレベルで財務省理財局の事務方に対して、この部分についての不十分な

点も指摘をしている。その１つは、理財局が負債・資産を管理しているが、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し

ているのか、こういうような問題意識も財制審の中でも申し上げている。もう１つ

は国債管理の部分で、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

私は思っており、これはいいパフォーマンスだと思うが、国債管理政策の も肝要

な調達と売却の利払い 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

を見ていても、必ずしも高い評価を得ていないので、国債管理政策の根源的な利払

い 小の中で努力をしていくということは、重要になってくる。今日の我々の問題

意識の中にもそのような部分がある。 

   後にボリュームの点に関して。資産を国が政府部内で持っているときでも、本

来だと、シャドー価格、潜在的な価格、機会費用というもので、便益に応じて、会

計上は支払う。あるいは地方に貸していれば、具体的に支払うという行為がある。

そうすることによりストックとフローの観点が明らかになってくるわけである。し

かし、政府内ということでそれを顕在化させないということになると、アセットの

効率的な使われ方の評価が難しくなってくる。そして、ボリュームが大きいと資産

価格が変動したときに非常にリスクを伴うということもある。今日民間議員として

提出したものを財務大臣の諮問機関である財制審、そして実務的にも対応するとい

うことでお願いしたい。 

（竹中議員） 今日は時間がなくなったのでこうしていただけないか。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

ければいけない、ここは恐らく合意があるのだと思う。そうしないとリスク管理も

できないということだと思う。ただし、民間議員から幾つか提言があったが、日本

の実情を考えるといろいろ問題点もあるという議員方からの指摘もあったので、ま

ず民間議員には、今日、各議員から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、そういう宿題を負っていた

だければと思うが、いかがでしょうか。では、そういう方向でお願いする。総理。 

（小泉議長） はい、いいです。しっかりと。 

（竹中議員） 後に民間議員から発言がある。 

（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

ていると思うが、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。大変重要な問題なので、一度諮問会

議で麻生議員にこの指針を紹介していただき、私どもでもう一回議論させていただ

くということができないかという、そういうお願いである。 

（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う。その際には報告させていただく。 

（竹中議員） 今年度中ということであれば、日程を調整して、必要な時期にぜひよろ

しくお願いする。 

（以 上） 
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