
平成 17 年第７回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年４月７日(木) 17:32～18:21 

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）「国と地方」の改革について

（２）「基本方針２００４」の総点検について

３．閉 会 

(説明資料) 

○ 「国と地方」の改革に向けて（有識者議員提出資料）

○ 麻生議員提出資料

○ 谷垣議員提出資料

○ 「基本方針２００４」の総点検（有識者議員提出資料）

(配付資料) 

○ 郵政民営化法案について

○ 郵政民営化関連法律案の概要

（概要） 

○「国と地方」の改革について 

（本間議員）資料「『国と地方』の改革に向けて」に基づいて説明する。２ページ目に、

平成 17 年度の課題となる３つのポイントがある。１番目は、三位一体改革をどの

ように仕上げていくかということ。２番目は、歳出歳入の一体改革、これをプライ

マリーバランスの解消に向けて、どのように踏み出していくかということ。そして

３番目は、地方行革・市町村合併等。３番目については、総務省の尽力等で進んで

きているし、地方債の協議制移行というのが平成 18 年度に控えているので、今日

は地方財政計画の問題と地方債の協議制移行の課題について、中心的に話させてい
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ただきたい。 

まず第１点は、地方財政計画について。上記の３つの環境条件の変化の中で、根

本的にやはり見直していく必要性があるのではないかという問題意識がある。この

変化に合わせて、地方の自立を促し、透明性・信頼性・予測可能性の高い計画にし

ていくということが非常に重要ではないか。この問題の１つのポイントは、地方財

政計画の計画額と決算の乖離が非常に大きいということ。これは枠だという性格も

もちろんあるが、余りにも大きく乖離すると、積算の根拠という点、そして国民の

信頼度という点においても問題があると思う。この点、まず乖離を小さくしていく

工夫をする必要性があると思う。３ページ目に地方財政計画と決算の乖離について

の数字を示しているが、平成14 年度の決算値が２年遅れの平成16 年度に発表され、

それも３年近くにもなってからであり、この遅れというものが、実は決算と計画と

の間の乖離を埋めていく上で、非常に大きな障害になっている。これをぜひ早く公

表し、決算ベースの数値と計画ベースの数値との齟齬が速やかに埋め合わされるよ

うなプロセスを、まずつくっていく必要性がある。次に、地方財政計画の透明度を

向上させるためには、総務省が、地方単独の一般行政経費など主要経費の内訳や積

算を、根拠をもって開示していくことが必要。そしてその内容の精査については、

「基本方針 2005」に改革の方向を明示していただければ、と考えている。それから、

総務省の尽力により、今回の大合併では今決まっているところでも 1,822 団体に地

方自治体が大きく集約されていくが、このような過程の中で、新たな不交付団体の

拡大の目標、そしてそれを実現していくための工程表を明示していただけないか。

合併後の標準的な市町村の人口が 60,000 人強とかなり大きくなるので、そのよう

な意味でも、新たな目標設定・工程表をつくってほしい。そして、基本的な問題点

としては、地方財政計画の財源不足額の解消・財源保障機能の縮小を、確実にプラ

イマリーバランスの回復に結びつけていくということが重要である。平成 18 年度

予算において着実な前進を見るように期待したい。 

第２点は「中期地方財政ビジョン」の策定。地方財政計画を毎年度単独につくっ

ていくような状況は地方公共団体にとって予測可能性が非常に不確定なため、中期

財政ビジョンを策定すべきだということを提案したが、これを平成 18 年度末まで

に作成し、かつ各地方公共団体がそれに合わせ数年度、３年程度が良いと思うが、

の中期ビジョンを策定し、確実な財政力の強化につなげていく必要があると考えて

いる。 

第３点は、この財源を補填する地方債のあり方について。これは平成 18 年度に

協議制に移行することになっているが、地方公共団体自身の責任で起債・管理・償

還を行うという地方自治の本来の姿に変わっていく必要性があると考えており、地

方債の協議制に際し、ぜひ総務省と地方公共団体がいい仕組みづくりを行って欲し

い。そして、地方債の発行に当たって、地方交付税措置による元利償還をできるだ

け早く縮減し、最終的に廃止していくという方向性が重要ではないかと思う。その

第一歩として、自らの責任で起債・償還する地方債を創設するということも１つの

考え方として重要ではないか。それから、その準備あるいは前提として、自治体の

情報開示を徹底して行って欲しい。これは新地方行革指針の中で大きく踏み出して

いただいているが、連結財務諸表、貸借対照表等も含めて、工程を明らかにする努

力を総務省にお願いしたい。そして、我々が提案している政府全体の資産・債務管

理の一環として、その重要な構成項目である地方債の管理のあり方についても、ぜ

ひ検討して欲しい。 

（麻生議員） 本間議員が話されたことについて申し上げる。中期的な地方財政ビジョ
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ンをつくることについては、予見可能性を高めるという点においても前向きに検討

していくことを前提として、まず、地方財政計画の内訳、積算について、単独事業

は、国の予算の伸び率などに合わせて枠的に計上する。これは去年も何回も説明し

たが、一般行政経費の単独事業について、今でも約 2,400 団体、来年 1,800 団体の

各地方団体全てに対して、政策の当否を国が全部判定し積算するということになる

と、地方自治の否定ということになり、分権の推進とは全く反対の方向である。総

額については、国の歳出等を参考に伸び率を抑制するという手法が最も適切である。

これに関しては、昨年既に整理済みだったと記憶している。 

不交付団体の目標について、これも昨年、私の方から、不交付団体を人口割合で

３分の１にするということは既に申し上げたと思うが、人口比で３分の１だと、そ

れだけで交付団体と不交付団体の税収はちょうど 50 対 50 になる。今回、団体数で

３分の１ということになると、平成 16 年度の人口割合では 82． 1％になり、これは

少々非現実的。目標とするならば、ある程度達成可能な話でないといかがなものか。

目標に対する筋道は、一方的な歳出カットというわけにはいかないものであり、

補助金の廃止状況や、社会保障等の今後の歳出動向を組み合わせていく中で変わっ

てくると思うが、一方的に地方財政計画の歳出を削減するだけで達成できるもので

はない。 

   平成 18  年度の地方財政計画の話については、昨年 11 月の三位一体改革の全体像

において、平成 18 年度も地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一

般財源総額は確保するということが示されており、これは既に決着済みだと思うの

で、地方自治体に新たな不安を持たせるとか、混乱を招くというのはいかがかと思

う。 

   また、「基本方針 2003」では、地方財政計画の歳出について、人員を 40,000 人以

上純減となっており、投資的経費の単独分についても、平成２、３年度の水準を目

指す、抑制するということにしている。一般行政経費についても、現在の水準以下

に抑制するとなっており、この平成 18 年度までの目標を踏まえて、計画的に見直

しをさせているので、平成 18 年度もこれに沿って歳出を見直す。 

さらに地方団体において、新たな地方行革指針に基づいて、平成 17 年度中に集

中改革プランを公表することにしており、地方行革の推進については、総務省とし

てさらに強力に取り組むとともに、地方にも通知済みである。平成 19 年度以降も

歳出の見直しは着実に進めていきたい。 

また、私どもが提出している資料に、過日、閣議で総理からご質問いただいたも

のと重なるが、市町村合併による三役並びに議員の減少数が出ている。これを見て

いただくと分かるが、市町村合併により、3,200 団体が約 1,820 団体になるので、

この市町村合併で、首長など三役が約 3,600 人減ることになる。市町村議会で１万

7,600 人減少することになっており、総額 1,200 億円の給料、報酬が減少する。こ

れは現状から約３分の１減少することを数字的に示している。 

次に、中期ビジョンの作成については、実現に向けて努力するが、その条件、前

提として、国の公共事業や社会保障関係費と連動しているので、国のビジョンを提

示していただけることと、決算の乖離についても一体的に是正すること、それから

国と地方の協議を昨年から行っているが、これらのことが必要不可欠である。また

交付税に対する予見可能性を高めるためにも、中期ビジョンを策定し、中期的には

交付税の法定率を再セットし直すことが必要になることを昨年に続いて申し上げ

させていただく。 

地方債の改革については、有識者議員の資料の①と③が少し矛盾しているような
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気がするが、地方債の発行主体である地方団体が責任を持って発行することになっ

ている。もちろん償還管理ということもあるので、総理の言われる「地方でできる

ことは地方に」という考え方の下、各団体の自主性と責任は一層高まるのだと思う。

このために、内容の情報開示、市場原理に即した資金調達というものを拡大する方

向での取組に引き続き努力させているし、事実その方向で動いている。 

同じく資料に、交付税による元利償還の縮小廃止ということが出ているが、これ

は地方財政計画に計上された事業の財源である地方債の元利償還金は、対象事業に

要する経費の年割の話であり、例えば学校、ごみ焼却場、道路などを造った時は最

初の支出が大きいので、それを年割にするという話。これはきちんと財源保障をさ

れておかなければならない大事な部分であり、生活保護も経常経費の中で財源保障

するのと同じように、財源保障の対象とすることは当然だと思っている。 

同じく資料にある、自らの責任で起債・償還する地方債の創設というのは、今で

も議会の承認がないとできないことになっている。そういった意味では、平成 12 

年の地方分権一括法以来、地方や、国や、市場関係の了解も得た上で、正式に行う

ということになっているので、来春スタートをしようとしているのだが、制度の定

着に全力を上げている最中である。 

また、資料の中で連結決算の話があったが、地方においても貸借対照表をつくれ

ということになっており、既に全都道府県及び都市のうち90 数％以上が作成済み。

さらにこの定着を図っていかなければならないと思っている。そして今、平成 17 

年度中に全県、約 1,000 ある全ての市で作成することについては、横浜市の 350 万

人と、歌志内市の 5,700 人という市を一律に取り扱うというのは、なかなか難しい

作業だということも頭に入れておいていただいて、情報開示を徹底することが重要

だと思っている。 

そして、今、決算が遅いという話が出たが、平成 15 年度の決算については、速

報値の形で、昨年大幅に前倒しをした。さらに平成 16 年度決算については、一般

行政経費の単独事業の決算内容も含め、地方財政計画に間に合うように早期に開示

したいと思っている。平成 16 年度分については、確報値で本年の 11 月には出した

いと思っている。 

最後に、全体をやるにあたっては、３兆円の税源移譲と補助金改革の姿をきちん

とつくり上げていくということが本年度最大のテーマであり、これに全力を挙げて

取り組むということで、今後とも可能なものについて最大限の努力をしてまいりた

いと思っている。 

（谷垣議員） 有識者議員の「『国と地方』の改革に向けて」に対して申し上げる。 

三位一体の改革の総仕上げに向け、麻生議員が言われたように、３兆円の税源移

譲をきちんと仕上げていくということが大前提だが、残された最大の課題は交付税

改革だと思っている。特に地方の自立という観点からいうと、交付税の財源保障機

能の見直し、縮減に関する議論を大きく進めていく必要があるのではないか。 

歳出と歳入のギャップを埋めていくという地方財政計画も、役割の見直しを議論

すべきではないか。交付税特会の借入金が既に 50 兆円を上回り、交付税などの地

方財政予算が社会保障に次ぐ国の財政悪化要因となっているということを踏まえ

ると、現行の交付税制度、財源保障システムは、行き詰まっていると言わざるを得

ない。 

これまでも議論してきたが、財源保障というのは、歳出拡大に対する地方の負担

感を希薄化し、国への財政依存と、地方歳出、交付税の肥大化を招いているのでは

ないか。ここを見直さなければいけない。 
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そこで、私の資料の１枚目だが、ここ２年間、これは麻生議員の御努力もあり、

歳出のスリム化により、図の網かけ部分の財源不足を縮小してきたが、これをさら

に縮減して、早急に解消していくことが必要である。これによって、膨らんだ交付

税総額を抑制することもできる。併せて、足らない部分は交付税で面倒を見る、と

いうシステムと決別することが大事。その過程で不可欠なのは、本間議員の説明に

あるように、地方が自らの責任で起債を行うということと、資料には直接触れられ

ていないが、地方が自らの責任で課税自主権を発揮するという歳入面の自立性では

ないかと思う。 

これに関連して、民間議員の資料の「中期地方財政ビジョン」について、その内

容が中期的に交付税総額をセットしようとするということであるならば、財源保障

機能の温存強化ということになるので、問題が大きい。むしろ、今後の財源保障の

縮小・廃止といった目標を含んだビジョンをつくっていくべきだと思う。 

それから、地方財政計画の透明度も大変大事な論点。地方歳出では、地方単独の

一般行政経費の内容が不明確であるが肥大化している。また昨今、大阪市などで問

題が指摘されている地方公務員の給与や福利厚生事業についても、そもそも情報の

公開が不足しているのではないか。地方財政に関する決算統計の開示が遅く、直近

は平成 14 年度であるといった問題があり、実態を国民にわかりやすく明らかにし

て、その上で真に財源を保障すべきものに限定するということが必要ではないか。

先ほど麻生議員も枠とおっしゃったが、もう少し透明度を高める必要があるのでは

ないか。 

それから、２月に奥田議員が指摘されたが、地方公務員給与にも不適正な手当な

ど様々な問題がある。その背景には、単独事業の過大計上という交付税の財源保障

の仕組みを通じて確保された財源が給与に充てられている、という問題があること

に留意すべきである。 

以上に関連し、地方財政改革に際して留意すべき点を１つ申し上げたい。国と地

方と基礎的財政収支は、国が 15.9 兆円の赤字の一方で、地方は 3.2 兆円の黒字。

この数字は、麻生議員と私では見解が違うかと思うが、この要因は様々で、１つに

は、国から地方への様々な財政移転があるということがある。もちろん国税収入の

大幅不足もあるが、今後の地方財政計画あるいは地方財政改革を検討していくに当

たっては、国と地方でバランスのとれたプライマリーバランスの改善ということに

留意することが必要であると思う。 

今後、地方財政計画を改革していくには、一種の哲学あるいは方向性が必要であ

り、本日の議論も踏まえ、次回、資料をまとめて出させていただきたい。 

（麻生議員） 今の地方のプライマリーバランスは黒字だということについて、私ども

の資料の２ページ目で、イギリス、フランス、ドイツでも地方の財政赤字は少ない

ということがわかる。これはどうしてかというと、国は金融、経済、税制など自ら

歳入をコントロールできる広範な権能、権限を有している一方、地方にはそれはな

い。国は同時に大きな単一の財政主体なのだろうが、地方の場合は、財政主体の集

合体のようなものだから、国と地方に同じような財政赤字を背負わすということは、

基本的には適当ではないからこうなっているのだと思っている。 

資料の３ページ目は、地方財政の大幅な財源不足の主たる原因は、国が赤字国債

を発行してからの話であることを示している。国が赤字国債を発行して、地方にも

景気対策等々、同様の財政運用を強いてきたという歴史があり、地方の財源不足と

は非常に深い関係がある。谷垣議員も理解された上で発言しておられたのだが、数

字、紙については、納得しかねるところがある。したがって、国の財政が国債への
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依存体質から脱却することが不可欠であり、一方的に地方歳出を削減すべきとだけ

聞こえる議論というのはいかがなものか。この件については、昨年の三位一体の全

体像においても、国と地方の双方が納得できる形での歳出削減に努めるということ

になっている。谷垣議員と私で借金の押し付けあいのようなことをやっていても始

まらないので、国と地方を通じた歳出の削減を進めて、財政の健全化を図ることが

重要であるという、極めて常識的なことを申し上げて反論とさせていただく。 

（奥田議員） 麻生議員から御説明のあったこととは、若干違うかと思うが、現在、自

治体の決算、集計、公表のタイミングが非常に遅く、また、自治体によって内容の

分類が異なっているため、十分な活用がなされていない。ＩＴも活用して、自治体

決算を迅速に集計、把握できる体制を作ることが不可欠であると考えている。今の

お話では、これはもうできているということか。 

（麻生議員） バランスシートに関しては、県と主な主要都市においては既にできてい

る。ただ、決算の内容については、平成 14 年度決算を平成 16 年１月に公表したが、

平成 15 年度決算は平成 16 年の８月に速報、12 月に確報を出している。平成 16 年

度決算については、速報値を今年９月に、確報を今年 11 月に、という方向で、従

来より早くなるよう急がせているという状況である。 

（本間議員） スピードアップは本当に結構なことと思うが、問題は、地方財政計画の

作成に当たって、そこがうまくコネクションされていないこと。厳しいサイクルの

確立という点では、確報値が出て、それを地方財政計画上のベースに乗せるところ

での工夫が必要になってくるという気がする。是非その辺のところの工夫をお願い

したい。 

（麻生議員） 従来に比べて早くなってきている。確報値はものすごく精度を上げて、

完璧を期している。交通信号の機械と同じで、あれがなぜ高いかと言えば、絶対に

両方とも青にならないという「絶対」が付くから。自治体の決算も、税金というこ

とで「絶対」が付くので、遅くなっている。ここは民間の会社の決算と違うと思う。 

（本間議員） 精度を上げてタックスペイヤーに対する説明責任を果たすということは

非常に重要だと思うが、フィードバックシステムを確立するためには、やはりＰＤ

ＣＡサイクルをきちんと仕上げていくことが重要。地方財政計画が枠的な意味合い

を持つことは事実だと思うが、絶対的な規模で 20 兆円、実績で 29 兆円の金額が、

計画と実績で７兆円、５兆円も違うということになると、これは国民に対する説明

責任として地方財政計画の本質論に関わってくると思うので、ぜひ工夫をお願いし

たい。 

（吉川議員） 税金だから「絶対」で遅くなるとのことだが、我々の理解では、地方の

決算は、麻生議員が強調されているようにｅ－ガバメントでかなり早く総務省に来

ている。地方の決算も税金なのだから「絶対」という点では同じなのだろうが、決

算の方は早く出来上がる。けれども、総務省でそれを地方財政計画に転換するとこ

ろで大きなラグが生じているという説明を受けている。もし、決算はほぼリアルタ

イムで来ているのであれば、その決算が生かせるように、むしろ地方財政計画その

ものを即効性を持たせるように変えるべきなのではないか。 

（牛尾議員） 市町村の合併について、大変に効果的な数字が出ているが、将来 1,822 

団体から更に進んでいく見通しか。 

（麻生議員） 今年の３月 31 日現在で 2,521 団体になっている。これから先は、合併

に乗り遅れた理由がいろいろあり、合併したいけれどもできないという所が多い。

（牛尾議員） 新たに工夫をすることはどうか。 

（麻生議員）  新たな工夫ということになると、アメだけではなくそれ以外の方策もい
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るし、色々考えなければならない。取り急ぎ、1,822 団体までやり上げる。あと更

にどれぐらいかということを、安易にここで申し上げられる状況にはない。 

（竹中議員） 確認と、とりまとめをさせていただく。言うまでもなく、プライマリー

バランスを回復させていかなければいけない。そして、三位一体の改革の中で交付

税改革をしっかりやっていかなければいけない。その際、予見可能性を高めなけれ

ばいけない等々、これは共通の認識だと思う。 

テーマの１つである自治体決算のスピードアップについては、ここ１、２年の間

でものすごく進んだんだということであり、これは本当に評価すべきことと思う。

ここは、なかなか理解されていないところだと思うので、ここまで進んだというこ

とを民間議員で整理していただき、その上で本間議員から出たように、それに基づ

いて、更に plan- do- check- action の確立の工夫をどうやっていくのか。また、

平成 18 年度中に、地方財政計画と実績の乖離についてしっかりと埋める姿を示せ

ないかという点、これをどのようにするか。もう１つ、地方分権にふさわしい新し

い地方債の創設について、どのように考えていくか。これらの点について、麻生議

員、もし今の時点で御見解があればお願いする。 

（麻生議員） 先ほど申し上げたように、有識者議員の資料の３の①と③のところは、

自主性と管理という異なった方向となっているとも思う。ここらのところは、歳

出・歳入を一体的にやるべきと、昨年申し上げたとおりであり、そのとおりやって

いく。地方債については、責任という点では、今でも、地方議会の承認を経て発行

することになっており、それも必要ないということではないと思う。 

（本間議員） 地方のレベルではそうだろうが、協議制では、国と地方が協議して同意、

不同意という形になる。総務省と協議する部分、それで同意されない部分、その枠

外で自分たちの意思で発行したいという部分と、この３つを新しい協議制の中でど

う整理をしていくかが重要ではないか。そして、枠外のところについては、市場の

リスク軽減も含めて、マーケットのテストを受けていく。企画能力がある良い自治

体がそういうことがやれるような形をつくっていくのも必要ではないか。全国一律

で創意工夫ができないような状況になってはいけない。 

（麻生議員） 今でも現実は一律ではない。その場合、金利差がどのくらいつくか難し

い。横浜と歌志内という極端な例を引くと、片方は国債とほぼ同じような金利で発

行でき、片方はそうではないといった格差をどんどん認めてやれという話になり、

全く野放しにした場合は、借金だけ増えたのではかなわないから、ある程度の関与

は、どうしても避け難いと思う。いずれにせよ昔に比べかなりフリーハンドになり

つつある。 

（本間議員） この移行期に、どのような透明性あるルールをつくっていくかが重要だ。

（竹中議員） それでは、麻生議員にはＰＤＣＡの確立のために、平成 18 年度に実績

と目標の乖離にめどをつけることがどの程度可能なのか、また、国の同意、不同意

を必要としないような、地方債の自由の拡大について今後どのような対応を行うか、

御検討をいただくということでお願いする。 

また、谷垣議員から、次回に改革の方向について資料を出したいというお話があ

ったので、それを含めて、またぜひ検討したい。 

（小泉議長） 合併により市町村議員の数を５万 6,000 人から３万 9,000 人に減らすと

いうことで、１万 7,000 人も減る。一方、１万 7,000 人も減って、給与 900 億円し

か減らない。１兆円単位で１兆円、２兆円と言うが、兆円単位の削減というのは大

変だ。 

（奥田議員） 首長、助役、収入役は約 3,600 人、議員が約１万 7,000 人減少する。こ
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れをどこに持っていくのか。 

（小泉議長） 削減するだけであり、どこに持っていくということではない。 

○「基本方針 2004」の総点検について 

（吉川議員） 「基本方針 2004」の総点検について説明する。「基本方針 2004」に盛り

込まれた 140 項目以上の課題について、どれぐらい進捗しているかチェックをした。

趣旨は、基本方針に盛り込まれているものができるだけ迅速に実行に移されるとい

うことにしたい、ということである。 

   Ａ  、Ｂ  、Ｃ  、×  という形で４つのランクに分類して点検したところ、７割以上が

当初の目的を達成していた。つまり「Ａ」ということであった。しかし、取組を強

化すべき主要項目、まだ残された課題というものもあるので、これが２枚目の「別

紙」にある。別紙に挙げられているものは「Ｃ」の中の主要項目、つまり工程表が

作成されていないもの。「×」は、取組が全く行われていないというものである。

こうしたものについては、諮問会議でも必要に応じて議論をして、新たな取組を「基

本方針 2005」に示す必要がある。そうしたことを通して基本方針を策定し、それを

実行する。それがどれだけ実行されているか、それが今日の点検だが、それを踏ま

え、さらに次年度の基本方針へ、という１つのサイクルになるだろう。 

（麻生議員） Ａ、Ｂ、Ｃをつけられた理由を教えていただきたい。「Ｂ」になった理

由。私どもとしては、これが「Ｂ」なのかというのも幾つもあるので、理由を教え

てほしい。士気に影響するのでよろしくお願いしたい。 

（谷垣議員） 要するに我々は採点をしていただく立場で、この採点結果は、御指摘も

踏まえて、今後さらに努力しなくてはならないと思うが、こういう試みをより実り

あるものとしていくためには、やはり採点を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」としていただくの

も結構だが、何で「Ｂ」、「Ｃ」なのかというのを、よく議論というか、対話をさせ

ていただき、できるだけ透明度の高いものにしながら、その議論を踏まえてさらに

やっていく、ということもお願いしたいと思っている。 

（本間議員） この採点表が確定したものとは考えていない。基本方針に書き込まれた

表現ぶりがある。例えば、検討する、工程表を明示化するなどの書き方がある。そ

の基本方針に書かれたことが忠実に行われているかどうかを基準にした。 

例えば、「Ａ」で十分な取組がなされたものというものでも、そのうちの 10 項目

は「検討する」ということで検討したので、「Ａ」に入っているものもある。絶対

レベルでかなり目標の数値が高いもので実現できないものの中では「Ｂ」に落ちて

いるものもあり、各省庁とのやり取りの中で、ランキングが合理的な説明を要する

かどうか、ぜひ今後もきちんと詰めた形でやってまいりたいと考える。 

「Ｂ」の中でも、麻生議員指摘の部分を、それぞれの項目によって違う説明をし

なければならない点があると思うので、ぜひその点についても事務方とチェックを

しながら、ここで説明する必要性があれば、次回以降に説明させていただきたいと

思う。 

（竹中議員）	  今回こういう評価、包括的な点検をしたのは、骨太方針を今まで４回つ

くっているが、初めての試みであり、試みそのものは重要であろうかと思う。骨太

を中心とした plan－do－check －action を確立する。しかし同時に、それならば

基準を明確化してほしいという話と、対話をしなければならないのではという話が

あったので、その点は誠に重要であると思う。その意味では、「Ｃ」と「×」とい

うような問題については、この諮問会議で、それぞれのテーマについて、骨太の前

に一度しっかりと議論をする必要があると思っているところである。 
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（小泉議長） 何故こういう評価か、「Ｂ」、「Ｃ」、「×」なのか、この検討、対話は重

要である。評価する方も評価される方も。そうでないと改善できないので、十分や

ってほしい。 

、 、 、（細田議員） 総合科学技術会議でも８人の議員が各省と、なぜ「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」

なのかを対話をしている。理由の開示と直接対話は必要なのではないか。 

（竹中議員）  評価する側と評価される側、双方の説明責任があろうかと思うので、前

向きに対応させていただきたいと思う。 

また、今日は、先般出された郵政民営化法案の概要等を配付しているが、特にな

ければこれで終わらせていただく。どうぞ。 

（本間議員） 私ども民間議員は、総理の力強いリーダーシップの下、郵政民営化法案

がとりまとめられたことに敬意をあらわしたいと思う。法案骨子は 2007 年４月か

ら民営化し、移行期間を経て、2017 年４月までに完全民営化するとの制度設計にな

っており、我々がまとめた基本方針に基づくものであり、高く評価できると思う。

早期の国会提出、成立を期待したいと思う。 

今後、諮問会議でも郵政民営化と表裏一体である政策金融改革についても、整合

的にタイミングを逃さず、秋に向けてあるべき姿を基本方針にまとめていく必要性

があろうかと認識している。 

（小泉議長） よろしくお願いする。 

（以 上） 
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