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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 17 年第 11 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年５月 18 日(水) 17:34～18:55 

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        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  尾 辻 秀 久  厚生労働大臣 

 

      小此木 八 郎  経済産業副大臣 

 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）「国と地方」の改革について 

（２）公的資産・債務管理について 

（３）社会保険庁改革について 

3.閉会 

 

 (説明資料)  

○「国と地方」の改革 １８年度予算の課題 （有識者議員提出資料） 

○ 地方税財政改革の推進（麻生議員提出資料） 

○ 今後の地方財政改革について（谷垣議員提出資料） 

○ 政府の資産・負債管理についての論点（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） 

○ 社会保険庁改革について（有識者議員提出資料） 

○ 社会保険庁改革について（尾辻臨時議員提出資料）  
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（配付資料）  

○ 谷垣議員提出資料に対する見解（麻生議員提出資料） 

○ 地方六団体提出資料（17.4.28）に対する見解（谷垣議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（竹中議員） それでは、ただいまから今年 11 回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

 本日の議題でございますが、まず第一に、「国と地方」の改革です。第二に、公

的資産・債務管理について御審議をいただきます。その後、尾辻大臣にお出でをい

ただきまして、社会保険庁改革について御審議をいただきます。 

 なお、本日は、中川大臣は外交案件のため御欠席で、小此木副大臣にお出でをい

ただいております。また、官房長官が途中退席されますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 

○「国と地方」の改革について 

（竹中議員） それでは、「国と地方」の改革の審議ですが、まず民間議員から資料が

提出されております。本間議員お願いします。 

（本間議員） それでは、「国と地方」の改革につきまして、私の方から説明させてい

ただきます。 

 今年の「国と地方」の改革の問題は、３兆円の税源移譲に向けて、どのようにこ

れを仕上げていくかということが最大の眼目でありまして、この点の改革を実現し

てまいりますためには、地方財政計画をきちんと見直していくということを含めて、

「国と地方」があわせて財政再建に向けて努力を積み重ねることが必要であろうと

考えております。しかも、これは三位一体の議論の経過の中で、地方の声を聞くと

いうことが昨年から定着をしておりますので、この問題については、政府部門の検

討状況をきちんと地方の側に伝えながら、その意見を聴取するということも必要に

なってこようかというぐあいに考えております。 

 「国と地方」の改革を考えますときに、やはり、予算の査定の正当性というもの

をどういうぐあいに考えていくかというポイントでは、地財計画の計画値と実績値

の乖離というものがございます。これは柔軟な形で使い回しをするということは、

実務上は非常に便利な装置であるわけでありますけれども、地財計画をつくる段階

で、余りにも決算と違う数字が並んでいるということは、そもそも地財計画の正当

性について疑念を抱かれるということでございますので、ぜひ平成 18 年度の地方

財政計画については、特に投資的経費、これは４兆円から５兆円程度の乖離が生ず

るということが予想されておりますので、ぜひ、この乖離というものを縮小してい

くという作業に入っ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。 

 その際に、総務省と財務省の事務方からお話を伺っておりますと、乖離というも
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のがなかなか埋め合わせられないのは、決算情報をきちんと過程の中に入れ込む余

裕がない、という時間的な制約があるということが１つの要因だということである。

そのことについての、統計上、もちろんいろいろあろうかと思いますけれども、ぜ

ひ早く集約をして、ＰＤＣＡのサイクルを地財計画の中にきちんと織り込んでいく

ということが重要ではないかと考えております。 

 我々のペーパーの最後の３枚目には、真ん中に Plan という平成 15 年度、16 年

度の地財計画を起点にし、それを実際に使われた計算情報、これは 15 年度の決算

乖離の早期開示という問題と、平成 16 年度決算の早期公表という問題が当然出て

くるわけでありますが、これを前提にしながら、５兆円程度の乖離の幅、特に単独

の投資的な経費の部分のところをきちんとチェックをし、また平成 17 年度の決算

乖離というものをしっかりと踏まえながら、平成 18 年度の地方財政計画における

乖離の是正という形で回していく必要性があるのだろうと思います。そしてそれを

平成 19 年度からの中期地方財政ビジョンにつなげて、このサイクルを繰り返すこ

とによって、できるだけ早期にこの問題についての対応を行い、国民からの予算査

定における正当性というものに対する理解を深めていく必要性があろうかと思い

ますので、ぜひこの点につきましては、期限を切って平成 17 年度、平成 18 年度の

中でやっていく必要性があろうと考えております。もとに戻っていただきまして、

それが１、２でございます。 

 ３は、もう一つのポイントである地方債についてでございます。歳出・歳入の乖

離を埋め合わせるのが地方債でございますが、これまでの予定では、地方債は協議

制に移行ということになっておりまして、この協議制を、地方の側の自由と責任と

いうものを拡大する方向性で新たにスタートさせていくということが非常に重要

ではないかと考えております。地財計画における歳出と歳入の乖離の受け皿として、

財源保障という名のもとに地方交付税が措置され、地方債の発行が余りにもずるず

るとした形で行われると、地方の償還の責務がどうしても甘くなっていくというこ

とが起こってきます。その意味で、元利償還について地方交付税で措置をしていく

ということは、究極的には廃止していく方向で考えていく必要性があるのではない

かと。 

 その方向性の中で、地方が自らの責任で起債・償還していけるような柔軟な枠組

みということをきちんと設定していくということが、我々として今年から来年にか

けてやらなければならないテーマではないかと考えております。 

 以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。麻生大臣と谷垣大臣から資料が提出されて

おります。 

 まず麻生大臣にお願いします。 

（麻生議員） それでは、お手元に配付をさせていただいております横長の紙と、そ

のほかに２枚、絵の付いた紙があると思いますが、それを御参考いただければと思

います。 

 最初の１ページ目の紙を見ていただきますと、地方税財政改革の推進の資料のま
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ず全体的なところから申し上げれば、本間先生の話にありましたように、今年度の

最重要課題というのは、３兆円の税源移譲というのを成し遂げることだと思ってお

ります。このために国庫補助負担金の改革などまだ残っている問題、6,000 億円

等々いろいろありますので、この決着をつけねばならないと思っております。 

 昨年の政府・与党としても、地方と一緒になって全体像をまとめております。し

たがって、これを反古にしたり、なし崩しにしたりすると信頼関係にかかわります

ので、非常に大事なところだと思っております。また、地方財政の予見可能性を高

めるというためには、中期地方財政ビジョンの策定に向けた取組みに着手しなけれ

ばならないと思っております。地方団体には、引き続き、首長としての経営感覚と

いうものを発揮していただいて、これは権限も財源もかなり大幅に移譲される。そ

の分だけ努力してもらわなければいけないところだと思っております。 

 もう一つ重要なところは、地方行革の断行と徹底した情報の公開ということだろ

うと思っております。そのためには、やはり大阪の例だと思いますけれども、自分

を律する自律の鍵として、住民の目というものが必要である。かなり民主主義が成

熟してきている中で、住民の批判を理解と支持へとつなげていく努力をする必要が

あります。行財政の運営にかかわります情報を徹底して開示するということとして、

新しい取組みをスタートさせて行革を断行するということだろうと思っておりま

す。これが大体大枠のところであります。 

 ２ページ以後を申し上げます。２ページ目につきましては、３兆円規模の税源移

譲の実施ですが、少なくとも、平成 18 年度の税制改正で３兆円規模の税源移譲を

実施する。あわせまして、個人住民税のいわゆるフラット化、10％の比例税率化と

ともに、既に改正をいたしております法人事業税というものの分割基準の見直しに

よって、税源の偏在というものを是正していくということであります。 

  続いて３ページ目の国庫補助負担金の改革ですが、重要なことは、４月 28 日の

「国と地方の協議の場」でも同じような話が地方側から出されておりますが、残り

の 6,000 億円につきまして、地方団体が更に具体案を用意するということでもあり

ますので、そうした地方の意見を尊重して改革を進めていくということだろうと思

います。先ほどの本間先生の出されました民間議員提出の最初の１行の大枠のとこ

ろで書いてある趣旨と同じことであります。 

 ４ページ目に移っていただきます。地方歳出の改革についてでありますけれども、

（１）をよく認識しておいていただきたいんですが、小泉政権発足後、国の一般歳

出は 1.4 兆円減っております。それに対して地方の一般歳出は 6.6 兆円減ってい

る。４、５倍も歳出カットを実施しているということをぜひ認識しておいていただ

きたいと思います。その上で（１）に書いてありますとおり、平成 18 年度におき

ましても、引き続き地方歳出の改革は着実に進めていくというのは当然であります。 

 また（２）に書いてありますように、同時に地方の安定的な財政運営に必要な交

付税等の一般財源の総額は確保するということが必要である。これは昨年末以来、

地方との信頼関係を再確認させていただきましたが、その上でも是非とも必要であ

りまして、これは昨年、政府・与党で既に合意決定済みになったと記憶しています。 
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 また、決算乖離の是正を推進するということが必要であるということに関しまし

ては、私どもも全く反対ではありませんけれども、やる場合は、片方だけではなく

て、地財計画と決算の乖離を同時一体的に解決するという姿勢が不可欠であろうと

思っております。 

 次に、５ページ目に進んでいただきます。５ページ目は、中期地方財政ビジョン

についてですが、先般お示しした新しい地方行革の指針に基づきまして、地方団体

が作成する「集中改革プラン」をビジョンに反映させます。このビジョンを実効性

のあるものにするためには、公共事業や社会保障の国の政策と、マクロ経済との整

合性を確保するということが大事なので、その方面の議論というものはきちんとし

ていただかなければならないところだろうと思っております。また、ビジョンの内

容には、御覧のとおりですけれども、地方歳入に占めます地方税の割合を５割以上

ということにする数値目標を新たにセットするとともに、法定率の再セット等によ

ります交付税の安定的な確保などを盛り込んで、各団体が財政予測を立てていく際

の参考になるものにしたいと思っております。 

 ６ページ。これは参考として地方税の充実と偏在度の是正を提示しております。

図では、地方歳入に占める地方税の割合が５割となると約６兆円の地方税収増が必

要ということになりますが、地方税の充実に際しましては、偏在度の低い地方消費

税の充実など、偏在度の是正に配慮しながら進めることが大切だと思っております。 

 ７ページ目は地方債の改革についてでありますが、地方債につきましては、「地

方の自主性、また自己責任の強化」ということと、「地方債の適切なマクロ管理」

というものの両立を図っていくということが必要。平成 18 年度からの協犠制実施

に向けて、地方団体も市場関係者も含めまして、既に決まっております基本的な枠

組みを前提にして準備を進めております。したがって、まずは新しい協議制度、い

わゆる許可から総務省との協議ということに変わっておりますが、新しい協議制度

の定着に全力を挙げてまいりたいと思っております。これによって地方債の発行は

原則として自由ということになりますが、その発行の状況を適切に管理する、財政

状況の悪い団体には早期の是正措置というのを講じていくということをうまく組

み合わせていくというのが大事だと思っております。 

 ８ページ目は、行革の断行と徹底した情報開示ということで、地方行革を断行と

いうことになるんですが、各地方団体に「集中改革プラン」を平成 17 年度中に公

表してもらうことで徹底的に行革に取り組むこととしております。ポイントは他団

体、例えば人口５万人ならそれと人口の似たような他の団体と比較ができるよう、

可能な限り、指標として住民から見てわかりやすいようにするものを公表して、住

民の理解と協力をもとに改革を進めていくということが大変大事だと思っており

ます。 

 特に給与の情報につきましては、新しい公表システムを平成 17 年度中に公表さ

せていただきますけれども、分かりやすく公表できることを重視している。具体的

には、参考として添付した別紙をご覧いただきたい。ラスパイレス指数について、

全国市の平均、類似都市である○市と○市の平均と比較する、また、いわゆる職種
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ごとの平均給与月額、特殊勤務手当などの全手当、市長や議員等々の報酬なども、

わかりやすく公表してもらうことにいたしております。 

 最後に９ページ目は、団体間で比較可能な財政情報の開示ということで今申し上

げましたが、市町村財政の比較につきましても、市町村財政比較分析表というもの

を新たに作成し団体の自己分析欄を設ける新しいシステムを考えている。 

 例えば人口 10 万なら 10 万、５万なら５万の町同士で比較して、自分の市はどの

程度の位置、順位になっているのかということが一目でわかるようにする。また全

都道府県並びに政令市におきましては、連結の貸借対照表を平成 17 年度決算をめ

どに作成、かつ公表ということにしてもらう予定にいたしております。 

 更に決算情報につきましては、従来、公表まで７か月を要しておりましたけれど

も、これを半分以下までに短縮しろということで、３か月で公表することにいたし

たいということで、今、この種の改革を進めさせていただいておるというのが実態

であります。 

 私の方からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、谷垣大臣お願いします。 

（谷垣議員） 私は資料「今後の地方財政改革について」という横長のペーパーを出

しておりますが、私もかいつまんで御説明したいと思います。 

 ３ページを見ていただきたいのですが、今後の地方財政改革の検討に当たっては、

国と地方のバランスのとれた基礎的財政収支の改善に留意することが必要である

ということを左側の図で示しております。また右の図では、国によっていろいろ違

いがありますけれども、我が国は基礎的財政収支の赤字が国に偏っているという姿

を示したわけでございます。 

 以上を踏まえて、今日は今後の地方財政改革の方向性について、３つの視点に整

理して申し上げたいと思います。 

 ４ページを御覧いただきたいと思うのですが、第一の視点は、納税者、国民に対

する透明性であると。それから２番目は、交付税を簡素な仕組みに改めることであ

る。それから３番目は地方自治体の自立である。「透明」、「簡素」、「自立」と、こ

ういうことではないかと思っております。 

 まず５ページの「透明」ですが、地方財政計画の歳出各項目の内訳や実態を明ら

かにして、真に財源保障すべきものに限定・適正化していくことが必要であると。

特に昨今、大阪市などで問題が指摘されている地方公務員給与等々については、そ

もそも情報の公開が従来不足していたということで、実態を明らかにしながら適正

化を進める必要があるのではないかということでございます。 

 また、地方の一般行政経費は、これまでその具体的内訳を明らかにされないまま

に、大きく肥大化してきたわけでございますので、既存の計画計上額を含めて、経

費の具体的内容を明らかにして、必要性を精査することが大事だと考えております。 

 下の図の左側を御覧いただきたいと思うのですが、投資的単独経費については計

画額が実態を上回る過大計上 5.1 兆円。財源保障機能によって、この過大計上部

分についても交付税などの見合いの歳入が確保されておりますので、これが地方公
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務員給与とその他の経費に充当されているのではないかと考えられるわけでござ

います。 

 右の図でございますが、この結果、現に支給されている地方公務員給与は、ある

べき水準として計画計上された額を 1.4 兆円も上回って支出されておりまして、

２月に民間議員からも御指摘がありましたように、地方公務員給与には不適正な各

種手当等々いろんな問題がございます。なお、地方公務員給与に関しては、来週の

諮問会議で私の考え方をお示ししたいと思います。 

 ６ページをめくっていただきますと、一般行政経費単独についても同様に、交付

税による財源保障が不適当と思われる経費などによりまして、実際の支出が計画額

を上回っている。つまり、不適正な地方公務員給与や肥大化する一般行政経費の背

景には、5.1 兆円に及ぶ投資単独の過大計上による財源確保があって、これを適正

化することが地方公務員給与等の問題の是正につながるということでございます。 

 なお、一番下の下線部ですが、実態として支出がなされているからといって、「一

体的是正」と称して安易に計画計上額を増やすことは、いたずらな財源保障範囲の

拡大となり不適当であると、アンダーラインを引かせていただいております。 

 それから７ページの「簡素」ですが、現在の交付税の仕組みは極めて複雑で、パ

ッチワーク的に入り組んでいるものとなっておりまして、またいろいろな取り決め

等がございまして、非常にわかりにくくなっているという現実がございます。こう

いう複雑を交付税の仕組みは、交付税をいたずらに難解なものにしておりまして、

簡素がわかりやすいものに改めることが必要ではないかと思っております。 

 ８ページでございますが、歳入・歳出の差額補てんを行っている現行の交付税の

財源保障から抜け出して、地方の財政健全化と自立を促すという自立の視点をここ

で申し上げております。財源保障機能は歳出拡大に対する地方の負担感を希薄化し

て、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。これは昨年からた

びたび申し上げておるところでございますが、このためには、まず給与や単独事業

などの地財計画歳出のスリム化によって地方財源不足 4.3 兆円を解消するととも

に、交付税総額を抑制して財源保障機能を縮小することが必要だと思います。 

 下の図にございますように、今後、地方財政計画歳出をスリム化することにより

まして、財源不足を速やかに解消して、差額補てんの財源保障から脱却すべきだと

考えます。また、地方財政計画の歳出のスリム化は、基準財政需要の内容を真に財

源保障すべき水準に限定していくことにつながりますので、不交付団体を増加させ

ることもできると考えております。なお、交付税による財源補てんに代わって、自

立的な地方債発行による対応も進めていただくべきことと考えております。 

 それから９ページ。下の図にございますように、これまで歳出のスリム化に伴い

まして、税の増収もありまして、国と地方で折半する網かけ部分の財源不足は、こ

こ２年間着実に縮減してまいりまして、今年は 4.3 兆というところに来ているわ

けでございます。更なる縮減に際しては、地方自治体に歳出スリム化を促すととも

に、予見可能性を確保するために、財源不足対策としての交付税特例加算を計画的

に縮減・解消していくということが考えられるのではないかと思います。これは交
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付税の補てんに頼らずに財政を健全化するという意味で財源保障機能の改革と言

えると思います。 

 資料の 10 ページ以下においては、総務大臣の提出資料に対する見解をまとめて

おりますので、お読みいただければと思います。 

（麻生議員） 詳細は配付資料「谷垣議員提出資料に対する見解」を御覧いただくと

して、重要な点のみ簡単に申し上げさせていただきたいと思うのですが、経常的経

費と投資的経費のプラスマイナスが見合っていることは、昨年末も申し上げたとお

りでして、是正するなら両者を同時一体的に行うということが必要なんだと思って

おります。給与、一般行政経費（単独）について非難をされておりますのも去年と

同じですが、特殊勤務手当について重複支給の観点から問題になりうるものは全部

足しまして約 200 億円ぐらい。それから単独等々の敬老関係とか、ペット関係に

どうとかというので、全部足しまして 1,000 億円というような形になっておると

思いますので、こういった例は、総額の中に比べますと極めて額としてはレアケー

スだと思いますので、こういったようなものが全体の問題であるかのような議論と

いうのはいかがなものかと。 

 そもそも乖離というのは、ハードからソフトに地方の政策転換が進んでいるとい

うことでして、この点は昨年も十分議論をしていただきました上で、平成 17 年度

の地方財政計画で乖離の一体的是正に着手したもので、平成 18 年度以降もそうし

た考えで是正を進めていくべきだと思っております。 

 それから歳出のスリム化により財源不足が７兆円から４兆円になってきたんで

すが、そもそも地方財政の財源不足が大きく増加したのは、景気の低迷に加えて、

減税やいわゆる景気対策などで国の施策に地方が協力してきたことがそもそもの

主な原因である。そうした中で、この 10 年、一般歳出の伸び率は一貫して地方の

方が国よりは低い。 

 数字としては、国以上に地方が努力してきたことははっきりしていると思います。

今後もその努力を続けていくのは当然だとしても、一方的に地方財政計画の歳出だ

けを切り捨てるというのであれば、いわゆる地方の反発というのは、平成 16 年度

を上回るような大幅な削減ということになりますので、これは地方は多分大混乱に

陥るんだと思っております。 

 交付税の財源保障機能を廃止するということの話も出ていましたが、これは法令

で地方歳出の大半を義務づけている中で、財源保障の機能の廃止はあり得ないと思

っておりますので、この点は強く申し上げておきたいと存じます。 

 また、交付税法定率を引き下げるとの御意見も出されておりますけれども、たし

か平成 17 年度で 11.2 兆円の財源不足と記憶いたしますので、そういった状況で引

き下げということになるには、理解の全くできないところだと思っております。 

 最後に、地方の行革の推進、歳出の抑制や、よく言われるラスパイレス指数も含

めまして、必死にやろうと努力している。 

 特に市町村合併を進めたところは、その意欲は猛烈に強いと思っておりますので、

国と地方が対立するような構図をあおるようなことは甚だよろしくない。 
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 民間議員提出資料についてであるが、平成 18 年度の計画で是正の目処を立て、

投資的経費を適正計上して乖離を思い切って縮小という話は、谷垣大臣の話と似た

ことになりますけれども、投資的経費の乖離だけを大幅に縮小するということにな

るのであれば、一般財源を一方的に削減するということになりますので、これはと

ても認められるところではないと思っております。平成 18 年度については昨年度

に政府・与党で合意をしておるわけですから、これは重大な不信感を与えるのでい

かがなものかと思っております。また計画と決算の乖離については、プラスマイナ

スというものを同時に一体的に是正していくということで、平成 18 年度の交付税

の一般財源不足額を確保するという必要があるんだと思っております。 

 そういった方針でやられるのであれば、平成 18 年度予算で目処をつけることに

は全く異論はないということだと思います。ただ、やり方によって、交付税の総額

に甚だ大きく影響していることははっきりしていますので、是正の具体的な手法に

ついては、よくよく検討していただかなければいけないと思います。 

 それから、ここから先は民間議員提出資料の２と３になりますけれども、内訳の

精査によって国の財源保障をすべきだと書いてあるんですが、計画の内容の精査と

ありますけれども、来年までで 1,820、今なら約 2,000 の地方団体数があろうと思

いますが、個々の団体施策の当否を国がすべて判定するというのは、地方自治、地

方分権の理念にも照らしても、これは全然いかがなものかと思いますし、このこと

はこれまでも何度も申し上げてきたところであります。 

 単独事業というのは、地方の自主性を尊重して枠として計上するということで、

総額の抑制は、マクロ経済の財政運営や国の予算を勘案しながら、枠の伸び率を抑

制するという手法が適切なんだということだと思っております。 

 ３につきましては、これは２の話と少し矛盾しておられるのではないかと思いま

すけれども、投資的事業は、学校やゴミの処理施設などのように、地方自治体が義

務的に絶対やらなければいけないものが多い。 

 地域の基盤の整備としても一定量の事業は絶対必要なのも当然だと思いますの

で、これらの経費に充てた地方債の元利償還金は、後年度で地方財政計画に計上し

て、財源保障すべきものだと思っておりますので、廃止はとても考えらない。 

 地方債につきましては平成 18 年度から総務省の許可は廃止ということになって

いるんです。協議制に移行して、総務大臣の同意がなくても、これは自己責任で地

方債を自由に発行できることになるんですが、この話でいきますと、自らの自己責

任で起債するという話と、計画の内訳を精査する話とは、これは二律背反する話に

なるのではないか。 

 また、協議というものすら無くすべきというように聞こえるのですけれども、協

議制度は、地方分権推進委員会の意見を基にしてつくり上げてきて、まさに来春ス

タートをしようというところでありますので、この段階で御指摘のような大枠にか

かわるような変更を検討するということは、これは政府への信用を失うことにつな

がりかねないと思います。 

 ３ページ目になっておりましたが、平成 18 年度予算におきますＰＤＣＡサイク
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ルの導入というものですが、実績を計画に反映させるためには、できるだけ決算情

報を年内に公表するなど、決算情報が極めて大事というのは全く賛成です。 

 しかし、地方財政計画というのは、標準的な歳出を計上しているものでして、そ

ういった意味では、個別の地方団体が歳出と計画と一致させるという必要はありま

せんし、決算と計画にずれが生じるということは、これは制度上ある程度予定され

ている。標準でやっておるわけですから。したがって、ＰＤＣＡサイクルというも

のを地方財政計画に単純に当てはめるということには、ある程度限界があるだろう

と思います。 

 そして、これは国と異なりまして、地方の場合は、来年になれば 1,800 を超え

ます団体の財政の集合体ということでありますので、平成 17 年度の決算乖離を推

計で見込むというのは、かなり乱暴かなという感じがありますので、ちょっと問題

かなという推計値を基礎にして、地方財政計画をつくるということは少し困難ので

はないかと、これを読ませていただいた感じの意見であります。 

（竹中議員）  ほかによろしゅうございますでしょうか。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 去年から同じ議論をしているのだが、一般財源を精査することは地方

自治を侵害するものではないかという趣旨のお話があったと思うんですが、地方財

政計画の積算の精査と、個々の自治体がどういう事業をしようと計画するかという

のは別なものだと思うんです。 

 地方財政計画は標準的なものだとおっしゃったけれども、そこに国の金が入るわ

けですから、その積算の根拠をある程度明らかにしていかないとアカンタビリティ

に反していくのではないかなと思うのです。そこのところは、去年から麻生大臣の

御意見とずれがあるところだなと思っております。 

  それから、言い出したついでにもう一つ申し上げさせていただくと、国の景気対

策に協力してきたから財源不足が増えてきたのだとおっしゃるけれども、どちらか

と言えば一般行政経費が伸びているわけでして、麻生大臣のおっしゃることは実態

とずれがあるのではないかという気がするのですね。 

（竹中議員）  本間先生どうぞ。 

（本間議員） 私、ＰＤＣＡのサイクルですね、これは確立すべきだということを御

提案させていただいたんですけれども、はっきりとした確定値が出なければ、地方

財政計画が計上できないというのはちょっと問題がありはしないかと。決算値の確

定値でやるのが望ましいわけでありますけれども、もし仮にそれがずれるのであれ

ば、複数年度で調整していけばいいわけで、そういう部分の誤差ぐらいの調整は十

分可能になってくるわけですから、ぜひ早めていただく同時に、このＰＤＣＡサイ

クルは今年から実際にできるのではないかというのが第１点です。 

  それから麻生大臣が御指摘のとおり、地方財政計画は集計的な数字であり、かつ

平均値的な意味合いを持つものだと理解しておりますが、しかし、そうであっても

投資的経費の５兆円規模の乖離は、なぜこのような計画をつくっているんだという

説明責任の上で問題である。ハードからソフトという流れはあるのだろうと思いま

すけれども、理想的には、きちんとした根拠に基づいて予算編成の積み上げという
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形で強調されるのが実務のレベルからの御主張ですから、しっかりとした説明責任

を果たすように乖離を埋めていくということが必要ではないかという感じを受け

ております。 

  それから、地方債の問題でありますけれども、民間議員の主張が矛盾しているの

ではないかという御指摘でありますが、我々は基本的には全く矛盾しているという

気持ちはございません。 

 これは次のテーマにおける債務と債権との関係のところにも関連してくるわけ

でありますけれども、地方交付税措置による元利償還をかなりの部分認めていると

いうことは、規律の面で非常に大きなテーマになってまいりますし、これからの償

還計画について、新規の部分のところについては自分たちできちんとした形で管理

していくということで、地方の意識が定まっておりませんと、財政規律の面で起こ

ってくるのではないかと。 

 一方で、特区とか地域活性化で地方がやりたいと言っているときに、財政能力が

あるのかどうかというような形での縛りがありますと、本当にやる気があり経営能

力がある首長さんが、自分の自治体の経営についての戦略を制限されるような危険

性もありますから、その点で我々は自らの責任でというところ、プロジェクト的な

部分のところで制約にならないような、かつしかし、将来のキャッシュフロー、収

益性というものを十分に担保しながらやっていくということを、これを認めていく

ような方向性がいいのではないかということで書かせていただいているというこ

とであります。 

（竹中議員）  麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） 今の本間先生の件につきましては、資料７ページ目のところで地方債

の改革ということで、先ほど申し上げましたように協議制度ということになりまし

たので、基本的に各地方団体の首長さんの責任できちんと自分でやっていくという

ことで書いてありますので、それを来春からスタートさせることになっております。 

 それをうまくやり切る市長さんと、やり切らぬ市長さんと差が出ます。これは間

違いなく出ますから、そこのところはよくよく見極めて早期是正を講じていくこと

でうまく組み合わせたい。 

 それから、先ほどの谷垣さんのお話は去年からのつながりで、また同じことを申

し上げざるを得ないのもいかがなものかと思いますけれども、決算乖離としてこの

種の差が出てきておりますということにつきましては、その是正を一体でやるとい

うことでやらないと、片方だけでやるのはできませんということであろうと存じま

す。 

（竹中議員）  吉川議員。 

（吉川議員） いろいろな論点があると思いますが、今後建設的な議論を積み重ねて

いく上で、事実認識については合意していかなければいけないだろうと思う。麻生

大臣が提出されている「谷垣議員提出資料に対する見解」の１ページの３を拝見す

ると、「給与に過大計上はない」とおっしゃっている。しかし、例えば昨日の新聞

に鳥取県の片山知事が寄稿されていて、「鳥取県も含めて」（ただし、鳥取県では改
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革進行中）やはり給与に過大計上があると、大変率直に反対のことを書かれていた。

もちろん、「過大」というのは何との関係で定義するかという問題はありますが、

ほとんど全ての地方自治体で、給与において、やはり本来のルールからすると非常

に説明しにくいようなことがかなりあると書かれていた。いずれにしても、そうい

うことも含めて細かいこととは別に、大きなところで事実認識については合意しな

がら、改革を進めていかなければいけない。 

（竹中議員）  麻生大臣。 

（麻生議員） まず給与関係については、資料「谷垣議員提出資料に対する見解」に

も、「給与水準は、既に国を下回っている」というのはラスパイレス指数の話を申

し上げております。これは前回も申し上げましたので、平成 16 年で 97.9 である。 

 特殊勤務手当等々の件につきまして、私どもが調べた範囲では、約 200 億円が、

いわゆる重複支給みたいな感じで出てまいります。 

 その他私どもが調べた範囲では財務省の実態調査の例は、全部足して約 1,000

億円ということになりますので、全部足しましても 1,200 億円ぐらいである。それ

からいきますと 4.3 兆円との差がそっくりそのまま不適正のように言われるのは、

とても私どもとしては承服いたしかねるということだと思っております。 

 決算が大きいのは、例えば、公立保育所の職員にかかわります超過負担や、警察

官や教職員に関しましては、治安の維持等を図りながら、地方独自の政策判断とい

うもので出しております。実際の地方の支出の中で、特殊勤務手当の重複支給が約

200億円、財務省の実態調査の例が約1,000億円ぐらいのものだと思っております。 

（吉川議員） 給与は一例として出しただけだ。今後地方自治を進めていくというか

らには、自治とは自分で治めるわけですから、自己責任が当然必要ということです。

現状において自己責任が完全に地方において果たされているかどうか。その点につ

いて、改善の余地があるというのが大方の見方なのだろうと思う。地方の支出が基

本的には効率的に行われていて、改めるべきことは細かいことなのか、逆に改善す

る余地がかなりあるとみるのか、それによって改革の道筋は違ってくる。その点で、

自治ということからして、私は地方に自己責任の規律をもっと持っていただく必要

があると考えている。 

（麻生議員） 当然だと思います。こういったものがあるのを全部今度公表するとい

うことになって、大阪の場合は公表された結果、いわゆる民主主義が成熟したとい

うことだと思いますが、少なくとも、それによってどっと声が出て、大平助役のお

かげもあるだろうが、かなり進んだ。私どもとしては、予算を公表して、かつ、そ

れを同じような人口のところで比較対照もできるようにすることが、最も大きなこ

の種のチェックになると思っております。これは、限られた人数で 2,000 団体全

部を精査するよりは、公表してホームページで全部比較できるようにした方がよほ

ど比較しやすいのではないかと。その方向でやりたいと思っております。 

（竹中議員）  ありがとうございました。手短にすみません。お願いします。 

（奥田議員） 一言だけ。地方財政の決算について、迅速化が進んで、半年前倒しで

きるということは大いに評価したいと思います。 
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 各地方の経済連合会に行って、いろんな話を聞くんですが、この三位一体の問題

を契機にいたしまして、地方の特に経済団体とか、職員の方も含めて非常に緊張し

てきたと。そういう雰囲気が２、３年前と比べて、今年は全然違っている。今まで

は、国でやるとかそういう感じのものが、どうしても自分たちでやらなければなら

ないという方向に大きく転換しつつある。これは非常に雰囲気的に大きいと思うん

ですけれども、良いことだと思います。 

 また、国の役割か地方の役割かよくわからないが、治安だけは何とかしてくれと

いう話が、どこの地方に行っても出るという、それだけは申し上げておきます。 

（小泉議長） 警察は地方だからな。 

（本間議員） 一言。人事給与関係費の問題でありますけれども、これは次回、総人

件費の問題でラスパイレスの指標の適切性も含めて、また改めて議論させていただ

きたいと思っております。 

（竹中議員）  ありがとうございました。骨太の方針をまとめなければいけませんの

で、意見の違うところは依然大きいわけですけれども、一致しているところだけ、

あえて整理をしておく方がいいと思います。 

 まず総論、問題意識は共有しているということだと思います。平成 18 年度予算

では三位一体改革を仕上げると。概ね３兆円規模を目指した税源移譲を実現すると

いうこと。そして、地方財政計画の見直しも含めて、国・地方が歩調を合わせて財

政再建に努め、その方向をきちっと貫くということ。そして、諮問会議としては、

地方の声を聞きながら、しっかりとそれをフォローアップしていくこと。それが総

論として一致しているところなんだと思います。 

 個別の問題として重要な点は、１つは、やはり地方財政計画における実績と計画

の乖離の問題でありますけれども、これは、実は今日、麻生大臣が平成 18 年度予

算にめどをつけるということ、これはやりましょうと話された。もちろん、その際

に投資的経費に着目するのか、そうではなくて、一体的・包括的にやるのかについ

ては、意見があるわけですが、いずれにしても、平成 18 年度予算がめどをつける

ということに更に努力をしましょうと、そういう御表明をいただいたというふうに

思っております。 

 第２の点で重要なのは、前回、総理から御指示のありました情報の開示について、

今回、麻生大臣から非常に意欲的な集中改革プランを平成 17 年度中に公表して、

給与情報も含めて開示するという踏み込んだ御発言をいただきましたので、これは

何とぞよろしくお願いを申し上げます。それと、給与の過大計上か云々ということ

もございましたが、これは谷垣大臣から、給与について来週問題提起をしたいとい

うこともございましたので、そうした点は、引き続きぜひ議論をしていきたいと思

います。 

 それと、ＰＤＣＡの話につきましては、技術的な問題はまだいろいろあるという

ことだと思います。民間議員ペーパーの中には、平成 18 年度末までに平成 19 年以

降の中期地方財政ビジョンを策定すべきであるという年限の提示がございます。こ

れにつきましては引き続きこの方向で、ぜひいろいろと御審議をいただきたいとい
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うふうに思っているところでございます。 

 総理。 

（小泉議長） 三位一体の改革、いわゆる補助金と税源と交付税、この方針は去年と

変わりませんからね。継続していかなければ意味ないんです。その辺をよくわきま

えてやっていただきたい。去年の話し合いは難航したけれども、全然中断していな

い。これを貫くという姿勢でぜひともお願いしたいと思います。 

 また大阪の例、あれは情報公開が大事ですよね。本当に特殊勤務なのか、あれは

情報公開すれば一遍にわかるよ。徒歩手当というのがどういうのか知らないけどね。

そうすると地方で競争するようになるよ。これは大事だし、特に基準財政需要額、

交付税、あれの算定は本当にわからない。できるだけ簡素でわかりやすくしていた

だきたいと思いますね。要は、各省、自分の仕事が少なくなるんだから、地方に与

えた方がいいと思うんだけどね。それをだめだと言うのはおかしと。中央省庁は、

地方がやってくれるんだったら良いのではないかという考えに、どうしたらなって

もらえるようになるか。あんまり権限を握ったって仕方がない。反対する人は、財

務省の権限が総務省に行くだけではないかと。そうではないので、国と地方のあり

方、地方の自主性を高める、そういう方針は去年と同じだということでお願いした

いと思います。 

（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、次の議題にまいります。 

（吉川議員） それでは、「政府の資産・負債管理についての論点」という私どもの紙

を御説明いたします。 

 政府の資産・負債管理が重要であるということについては、この会議でも認識し

ているわけでありますが、個々の論点については異なる考え方があるので、今回は

論点整理をいたしました。 

 総論として、政府の資産・負債管理強化が必要である。具体的には、政府の持っ

ている資産のうち、売却できるものは売却し、最大限の有効活用を行うことが必要

である。あるいは今後、金利の変動も考慮し、政府の資産・負債管理を適切に遂行

する必要がある。それから「小さな政府」を実現するため、民間がより有効活用で

きる資産は民間に委ねるべきである。 

 以上は総論であって、この点については、全体としてこの会議でも合意があるか

と思います。しかし、幾つかの論点、具体的には、国有財産について、証券化につ

いて、それから国債の管理体制でありますが、こうした個々の論点については２つ

の考え方があり、まだ合意できていないということで、私どもとしては、異なる考

え方をただ今回は整理させていただいたということであります。時間の制約がある

ようですから、これは紙を提出してあるわけですので読み上げることはいたしませ

ん。 

 今後の検討の進め方ですが、１枚目をめくっていただいて、それが３番目に挙げ
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てありますが、個々の論点について、まだ詰めるべきところが残っているわけであ

りますから、経済財政諮問会議として、政府の資産・負債管理の基本的な方針を秋

までに明らかにする必要がある。そのために有識者議員と外部有識者によるワーキ

ンググループを諮問会議に設置して、関係省庁とも連携しながら論点を詰める必要

があると、このように言っております。 

 以上です。 

（竹中議員）  これは前回議論していただきましたときに意見がいろいろ出ましたも

のですから、私から民間議員の方に論点を整理してくれということで対立点を出し

ていただきました。民間議員はそれを踏まえて、専門性があるのでワーキンググル

ープをつくりたい。そういう今日は御提案でございます。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 公的資産、それから負債の管理は私のところの仕事なわけですが、こ

れまでも相当意を用いてきたつもりでありますが、更なる充実を求めて、今、相当

力を入れてやっております。詳しくはペーパーをお手元にお配りしておりますが、

それは読んでいただくことにしまして、かいつまんで申し上げますと、国有財産関

係につきましては、未利用国有地については積極的に売却するということで、最近

５年間で合計約１兆 2,400 億円を売却しております。 

 それから、今年に２月に財制審に、私から今後の国有財産の制度及び管理処分の

あり方というのを諮問いたしまして、現在、財制審の中に国有財産制度部会をつく

りまして御審議をいただいておりまして、ここで国有財産の売却促進や有効活用な

どについて検討していただいているところであります。 

 国の債務管理政策につきましては、諮問会議の議論や基本方針を踏まえまして、

去年 10 月に本間先生に座長をお願いいたしまして、国の債務管理の在り方に関す

る懇談会というのを立ち上げました。これは外部専門家からなる日本版アドバイザ

リーコミッティとも言うべきもので、ここでいろいろ御意見を賜っているというこ

とでございますが、それと同時に民間人の登用とか人員の増加、それから研修の充

実、あるいは国債管理部局の体制強化、専門性の向上ということに取り組んでおり

ます。このほかさまざまありますが、詳細は資料に譲りたいと存じます。 

（竹中議員）  麻生大臣。 

（尾辻厚生労働大臣入室） 

（麻生議員） 民間議員資料の２にあるＡが財務省、Ｂが民間議員の意見かなという

感じの話がＡとＢと非常にわかりやすく書いてあるなと思って、私の勘で恐縮です

けれども、そんな感じをしながら、今、読ませていただいたんですけれども。 

 ２の（３）のところで地方債のところが書いてありまして、先ほど来年の４月に

協議制に移っていくということで、首長さんはかなり責任を持ってやっていただか

なければいけないことになるんですよという話をしたが、これをきちんとやってい

くことが重要だと思っております。きちんと管理するところと自由にやるところと

をいかにバランスをとるかが難しいという御意見だと思っておりますので、私ども

も国債の取組みを参考にして取り組んでまいりたいと存じます。 

（竹中議員）  これは大変難しい問題ですけれども、各国大変努力をして新しい工夫
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も幾つかしているところもあるようでございます。そうしたことも踏まえまして、

専門家でいろいろ御議論いただけるようにワーキンググループを設置して、基本的

な方針を秋までに、この諮問会議に御報告をいただきたいと思います。 

 総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

 

○社会保険庁改革について 

（竹中議員）  それでは、次に社会保険庁改革の議論をさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、まず民間議員ペーパーについて奥田議員から御説明があります。 

（奥田議員） それでは、私から社会保険庁改革について、民間議員ペーパーを御説

明いたします。 

 現在、官房長官主宰の「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」、で精力的に

議論がなされておりまして、私どもの理解では、５月 23 日に最終的な方針が出さ

れると、こういうことを聞いております。しかし次の５点については、「解体的な

見直し」の観点から踏み込んで検討を行いまして、国民が納得する改革の姿を描く

必要がある。このように思っております。 

 第１の年金組織の要件として、独立性のある組織として緊張感を持つ、あるいは

サービス向上のインセンティブが働く、組織や人員配置が状況変化に対応して柔軟

に見直される、個々の職員に給与面等でのインセンティブが与えられる、柔軟で効

率的な予算執行がなされる、保険料拠出者の声を十分に反映した運営がなされる、

とうことが必要である。 

 第２に、上記を踏まえると新組織については、現状維持になる可能性の高いもの

は極力避けるべきであると、このように思っております。いかなる組織であっても

現状から脱却した真に改革された組織になるように、以上申し上げました６つの要

件が担保されるということは不可欠であると考えております。 

 第３に、年金組織の民営化ということは選択肢から外されているようですが、民

営化の可能性を引き続き検討するために、業務全体を市場化テストの検討対象とす

べきであると、このように考えております。 

 第４に、現在、大幅に低下した国民年金保険料の徴収率を高めるためには、徴収

機能の抜本的な強化策と達成度を検証する仕組みを示すべきであると、このように

思っております。 

 最後に保険料と税の一元徴収についても、長期的な課題として引き続き議論をし

ていくべきであると、このように思っております。 

 民間議員からは以上でございます。 

（竹中議員）  ありがとうございます。それでは、尾辻大臣お願いいたします。 

（尾辻臨時議員） お手元に資料を差し上げてあるかと存じます。「社会保険庁改革に

ついて」という資料であります。 

 まず、表紙を除いての最初の紙をお開きいただきたいと思います。折りたたんで
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ございますのでお開きをいただきたいと存じます。 

 まず、一番左に書いてございます。そこに書いてあるとおりでございまして、社

会保険庁につきましては、国民の視点に立っていないサービスである、予算執行の

無駄がある、非効率的な業務運営、保険料徴収の不徹底、ガバナンスの不足、個人

情報の不適切な取り扱い、といったようなさまざまな問題が指摘をされ、国民の皆

様から大変に厳しい御批判を受けたところでございます。 

 これに対して抜本的な改善を図らなければならんということで、「業務改革」の

動きが始まったということでございます。 

 そこでまず、大きく「業務改革」と「組織改革」という双方の観点から改革に着

手をいたそうということでございます。 

 業務改革の方は、まずすぐにできることと言ってもいいわけでございまして、昨

年の７月に村瀬長官に就任をしていただきました。民間から就任していただいて、

徹底して業務の問題点を精査した上で、昨年の秋には 80 項目からなる緊急対応プ

ログラムを策定して、今、それを実施に移しておるということでございます。その

緊急対応プログラム等の速やかに実施すべきことというのが紫色に見えるところ

に述べてあるわけでございます。 

 ざっと言いますと、休日や夜間の年金相談の実施でありますとか、調達委員会の

設置による調達費用の大幅な削減、それから都道府県域を越えた人事異動の導入、

市町村の所得情報の活用による強制徴収等の実施、職員団体との確認事項の破棄。

これは総理からも強く言われたこともございましたが、こうした各般にわたる事項

が、既に実現しておるところでございます。まず、業務改革について申し上げまし

た。 

 一番抜本的にやらなければいけないのが組織改革でございまして、そのことが右

の方に書いてあるわけでございます。今もお話ありましたけれども、「社会保険庁

の在り方に関する有識者会議」で検討が行われておりまして、まず、３月の会議に

おいて新しい組織のグランドデザインがとりまとめられております。このグランド

デザインに基づきまして、社会保険庁を解体・分割して新たな組織として再出発さ

せる必要があるということで、今、23 日に答えをお出しになるという段取りにな

っておるわけでございます。 

 そのことについて、抜本改革についてもう少し申し上げておきますと、２ページ

の方、折りたたんだペーパーの次のペーパーを御覧いただきたいと思いますけれど

も、まず、１として述べておりますのが、社会保険庁が行ってきました公的年金と

政管健保、この２つ大きな業務を持っているわけでありますから、これの業務を分

離した上で、政管健保については、医療費の地域差に対応して、医療費適正化等の

保険者努力を促すために全国単位の公法人を新たに設立するということにしてお

ります。併せて、約 300 の年金福祉施設を廃止・売却するため、別途５年後の廃止

を前提とした独立行政法人を設立いたします。これはかねて申し上げておるとおり

でございます。そして身ぎれいになろうということでございます。 

 この独法化の法案は、今、参議院を通過いたしまして、衆議院に回っておるとこ
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ろでございます。 

 次に２の方でございますが、一方、公的年金制度の運営主体につきましては、国

とするか、公法人とするか、グランドデザインに基づいて有識者会議においても更

に検討が行われてきておりまして、申し上げましたように、23 日の最終とりまと

めにおいて決定されることになっておりますが、これまでの有識者会議における議

論を踏まえますと、どのような組織形態であるにせよ、実質的な構造改革を行う必

要があるというふうに考えておるところでございます。 

 そこで、具体的にまず市場化テストによる対応を含めまして、事業の一部のいわ

ば民営化とも言える民間企業への外部委託の徹底等により、組織の大幅なスリム化

と人員削減を図ってまいるということでございます。これが２に述べておることで

ございます。 

 次に３として、また職員の意欲を高めなければいけませんから、能力主義、実績

主義に立った人事・処遇を導入するということが３に述べておるところでございま

す。 

 次に４に、かつての地方事務官制に起因する組織体質を根本から改めるため、現

在、都道府県ごとに設置をされております社会保険事務局を廃止した上でブロック

単位に集約され、編成をいたすこととしております。 

 それから５番目でありますが、民間の知恵や効率性を生かした取組みを徹底する

ために、組織の意思決定の場でありますとか、監察部門への外部専門家への参画を

図ってまいるということにしてございます。 

 それから最後の６でございますが、民間議員の御意見の中にも先ほどございまし

たけれども、まず何もより国民年金保険料の収納率向上、これが一番肝心なことで

ございますから、このための組織全体としては、大幅なスリム化を図る中で強制徴

収等の体制について抜本的な強化を図ってまいるということでございます。 

 差し上げてございます資料について、ざっと御説明をいたしますと以上のとおり

でございます。 

 いずれにいたしましても、公的年金の現下の最重要課題は、申し上げましたよう

に、保険料徴収率の向上を実現させることでございまして、その運営主体について

も、こうした考え方に立って御判断いただく必要があると考えておりますし、また

23 日のお答えもそうした中から出てくるものと考えております。今後近々とりま

とめられる、この有識者会議の結論に沿いまして、村瀬長官とともに、社会保険庁

というよりも年金そのものへの信頼であるが、国民の信頼を回復することができる

ような改革に向けて最善を尽くしてまいりたいと、こういうふ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、どうぞ御意見のある方は御発言

ください。本間議員。 

（本間議員） 社会保険庁の抜本改革につきまして、今議論されている組織形態の問

題が重要なわけでありますけれども、社会保険庁に対する不信をどう回復して、実

効的な徴収率をどう上げていくかと、これが究極的に非常に重要なポイントなんだ
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ろうと思います。その際に、外局としてそのままとどまるのか、あるいは独立行政

法人として動くのか１つのポイントだというぐあいにお話を伺っておるわけです

けれども、違いはどこにあるかということは、必ずしも明確に議論の中で取り上げ

られておりません。 

 しかし、国立大学法人を見れば明らかなわけで、独立行政法人は中期計画という

ものをきちんと設定をし、目標を設定した上で、財政当局が交付金を渡す。そして

それを歴年管理の中できちんと仕上げていくということが非常に重要なわけです

から、もし外局にとどまるということであっても、もし中期目標、徴収率も含めて

目標設定をして、しっかりやっていくというような枠組みであれば実質的な差はな

いわけであります。あるいは複数年度における予算の使い回しという自由度という

ものを現場に渡すのか、あるいは各年度における査定でぎしぎし詰めるのか、ここ

の違いもあるわけでありますけれども。したがって、効果を上げるために一体どち

らが良いかということを、よりきちんとした議論を財政当局も含めてやる必要性が

あるのではないか。 

 機能的な向上についてのアプローチの差についての理解していただいた上で、外

局のままであるときには状況、条件というのを一体どういうぐあいに設定するか等

も含めてまとめていただければと思っております。 

 以上です。 

（竹中議員）  他にもしございましたらあれですが、後で尾辻大臣にすみませんがお

願い申し上げますので。牛尾議員。 

（牛尾議員） 尾辻大臣の御説明も我々の問題提起も、機能的にこういうものであっ

てほしいという点においてはかなり共通点もあるみたいですが、非常に大事な要素

はスピードなんですね。早くならないといけない。起こったときに、我々は２か月

ぐらいの単位で早急にやらないと不信感が増幅するばかりだということを紙に書

いた記憶があるんですが、もう９か月近く経って、相当早く結論を出さないと、不

信感が根づくと、ＮＨＫの料金みたいに何をやってもどんどん減っていくという状

況に、悪いサイクルに入ることは非常に怖いわけです。スピードという概念がやや

このオペレーションから抜けているのではないかという気がいたします。 

 もう一つは、そういう点では、外局とか独立法人とか、公務員型とか非公務員型、

いろんなものがありますが、そういうものの良いとこ取りをしたような組織を特別

に考えて実施するぐらいのことをやらないと、信頼の回復は難しいだろう。だから、

外局、独立行政法人としての良いところを両方備えた組織というものをやはり考え

て、そういうものを実現していくぐらいの気持ちを持たないと、不信感に対するブ

レーキは効かないと。 

 特に大事なのは、この９か月はスピードという概念が抜け過ぎているということ

を私は感じますので、企業の場合でも、こういうときというのはスピーディにやら

ないとだめだという民間企業の体験から申し上げていますが、２、３か月ぐらいで

結論を出していかないと、論議する母体の方に、懇談会やそればかりが新聞記事に

出て、一体どうなるんだということを全然言わないということは非常に危険なこと
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だというふうに思います。 

 以上です。 

（竹中議員）  他によろしゅうございますでしょうか。奥田議員。 

（奥田議員） 一番最後の６のところに、年間 60 万件の強制徴収を行うために、約

1,500 人の増員と書いてあるんですけど、1,500 人ぐらいの増員で 60 万件の強制

徴収というのは、具体的にどうするのかわかりませんが、実際に行えるのかどうか

ということが１つ。それから、よく言われている、パスポートを出さないとか、免

許証を出さないとか、そういうようなペナルティのようなものをつけるということ

は、これは法的には問題があるわけですか。 

（竹中議員）  それでは、幾つか論点がありますので、尾辻大臣お願いいたします。 

（尾辻臨時議員） まず、私にもいろいろ意見もありますけれども、これは 23 日に有

識者会議が答えを出そうと言っておられるところでございますから、その答えを待

って尊重をして、更に私どもは作業を進めるということを、私の立場では今日申し

上げることしかできません。ただ、有識者会議のこの間の議論を私はずっと聞いて

まいりましたから、今、民間議員の皆さんがおっしゃったようなことというのは、

当然今まで十分御議論なさって積み上げてこられた結論だということだけは申し

上げておきたい。 

 それから、スピードアップということをおっしゃいましたけれども、それはその

とおりでございまして、実は当初の予定では秋ぐらいまでにと書いてあったのを、

率直に申し上げますが、いつまでも結論を待つというわけにはいきませんから、早

く結論を出してくださいと言ってお願いをして、うんと当初予定をスピードアップ

していただいたのが今度の 23 日に結論を出すということでございますので、その

辺のところもまた御理解をいただきたいと思います。 

 それから最後のパスポートの話のような、いわば、やや制度にかかわる部分、年

金の制度をどう仕組むかということについては、これはまた組織をどうするかとい

う議論と、ややまた離れるところもございますので、ここの辺うぃの議論はまたど

こでするかということにもなろうかというふうに思います。少なくとも、いろんな

議論はありますけれども、有識者会議の中で、この議論、そこに踏み込んだ議論と

いうのは、これはまだしていただいてはおりません。これについては、いろんな制

度上の話もあろうかと思います。 

（竹中議員）  よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、23 日に向けまして、ぜひとも尾辻大臣におかれましても、よろしく

多方面の御指導をお願い申し上げます。 

 今日の諮問会議での議論は、組織論云々というよりは、やはり機能を高めていた

だきたい。まず何よりも信頼を高める、そして機能を強化して成果が出るようにし

ていただきたいということに尽きているかと思います。それと、直接の言及はあり

ませんでしたが、民間議員ペーパーの一番最後にあります税との一元徴収について

も、引き続き長期的な課題として心におとめいただきたい。これは民間議員から厚

労大臣と財務大臣に対するお願いということかもしれませんので、これは今すぐと
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いうことではありませんが、いろいろな観点から御検討をいただくということであ

ります。 

（麻生議員） 地方税か国税かもめますからね。こっちは俺はやりたくないと、こっ

ちもそんな無駄な仕事はこないでもらいたいと、両方押しつけ合いになるから、そ

このところの整理も必要です。 

（竹中議員）  今はそれ以上詰めませんので、ぜひいろいろ言っていただきたいと存

じます。 

 総理。 

（小泉議長） これは有識者会議もやっているし、党でも意見が分かれているんだよ

ね。よく協議してください。要は、どうやったら保険料の収納率が向上するかとい

うことで、国民から見るとね、外局と独立行政法人とどう違うのかわからない。そ

の辺は外局でなければだめだという人と、いや、独立行政法人じゃなければだめだ

という人がいるけれども、どう違うのか、よく議論して党とも協議してやっていた

だきたいと思います。 

（竹中議員）  ありがとうございました。 

 

（以 上） 


