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平成 17 年第 11 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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）  

 

 

（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） 
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（概要） 
○「国と地方」の改革について 

（本間議員） 今年の「国と地方」の改革では、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。この改革を実現するためには、

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、「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と考えている。しかも、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しているので、この

問題についても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くると考えている。 

「国と地方」の改革において、予算の査定の正当性をどのように考えていくかに

ついては、やはり地財計画の計画値と実績値の乖離がポイント。これは柔軟な形で

使い回しをするという点では、実務上、非常に便利な装置であるが、地財計画をつ

くる段階であま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ことになる。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ことが予想

されているので、ぜひ、この乖離を縮小していく作業に入る必要性があると考えて

いる。 

その際に、総務省と財務省の事務方から話を聞くと、乖離がなかなか埋め合わせ

られないのは、決算情報を必ずしも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１つの要因だということである。もちろん統計上いろいろ問題は

あろうかと思うが、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と考える。 

ペーパーの３枚目には、真ん中に Plan という平成 15 年度、平成 16 年度の地財

計画を起点にし、それが実際に使われた計算情報、これには平成 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

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

をきちんとチェックをし、また平成17年度の決算乖離も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

るということを示している。そしてそれを平成 19 年度からの中期地方財政ヒジョ

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に対する理解を深めて

いく必要性があると思う。この点について、期限を切って平成 17 年度、平成 18 年

度の中で取り組む必要性があると考えている。以上がペーパーの１と２。 

３は、もう１つのポイントである地方債について。歳出・歳入の乖離を埋め合わ

せるのが地方債だが、これまでの予定では、地方債は協議制に移行されることにな

っているが、この協議制を、地方の側の自由と責任を拡大する方向性で新たにスタ

ートさせていくことが非常に重要ではないかと考える。地財計画における歳出と歳

入の乖離の受け皿として、財源保障の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くる。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ことは、究極的には廃止していく方向で考える必要性があるの

ではないか。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

柔軟な枠組みをきちんと設定していくことが、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いる。 

（麻生議員） 資料の１ページ目で、地方税財政改革の推進のまず全体的なところから
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申し上げる。 

本間議員の話にあったように、今年度の最重要課題は、３兆円の税源移譲を成し

遂げること。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

円等いろいろあるが、この決着をつけねばならないと思う。 

昨年、政府・与党も、地方と一緒になって全体像をまとめているので、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る。この点は非常に大事な

ところ。また、地方財政の予見可能性を高めるためには、中期地方財政ビジョン策

定に向けた取組みに着手しなければならない。地方団体には、権限も財源もかなり

大幅に移譲されるため、その分だけ、引き続き、経営感覚を発揮して努力してもら

わなければならない。 

もう１つ重要な点は、地方行革の断行と徹底した情報公開。そのためには、やは

り大阪の例のように、自らを律する自律の鍵として、住民の目が必要。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

る必要がある。行財政の運営に関する情報を徹底して開示し、新しい取組みをスタ

ートさせて行革を断行することが大切だと思っている。 

２ページ目は、３兆円規模の税源移譲の実施について。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。あわせて、個人住民税のフラッ

ト化、10％の比例税率化とともに既に改正した法人事業税の分割基準の見直しによ

り、税源の偏在を是正していく。 

３ページ目は、国庫補助負担金の改革について。重要なのは、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いるが、残りの 6,000

億円に関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るので、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と思う。この点は、本間議員

から出された民間議員ペーパーの最初の大枠のところで書いてあることと同様の

趣旨。 

４ページ目は、地方歳出の改革について。(1)を見ると、小泉政権発足後、国の

一般歳出は1.4兆円減少に対し、地方の一般歳出は6.6兆円減少と、地方は国の４、

５倍も歳出カットを実施していることがわかる。この点はぜひ認識しておいていた

だきたい。その上で、平成 18 年度においても、当然、引き続き地方歳出の改革は

着実に進めていく所存。 

また（2)にあるように、それと同時に、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ことが是非とも必要。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いたが、その上でも是非とも必要であり、この点に

ついては、昨年、政府・与党で既に合意決定済みと記憶している。また、決算乖離

の是正を推進する必要があるという点に関しては、我々も全く反対ではないが、や

る以上は、片方だけでなく、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う。 

５ページ目は、中期地方財政ビジョンについて。先般お示しした新しい地方行革

の指針に基づき、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る。

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など国の政

策と、マクロ経済との整合性を確保することが大事なので、その方面の議論をきち

んとしていただかなければならないと思う。また、ビジョンの内容には、地方歳入

に占める地方税の割合を５割以上にするという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る交付税の安定的な確保などを盛り込み、各団体が

財政予測を立てていく際の参考になるものとにしたいと思っている。 
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６ページ目では、参考として地方税の充実と偏在度の是正について提示している。

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

要になるが、地方税の充実に際しては、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う。 

７ページ目は、地方債の改革について。これについては「地方の自主性、また自

己責任の強化」と「地方債の適切なマクロ管理」の両立を図っていくということが

必要。平成 18 年度からの協議制実施に向けて、地方団体も市場関係者も含め、既

に決まっている基本的な枠組みを前提にして準備を進めている。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へと変化するわけだが、この

新しい協議制度の定着に全力を挙げていきたいと思っている。これにより地方債の

発行は原則として自由ということになるが、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を講じていく等をうまく組み合わせていく

のが大事だと思っている。 

８ページ目は、行革の断行と徹底した情報開示について。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ということで今取り組んでいる。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ものを公表し、住

民の理解と協力をもとに改革を進めていくことが大変大事だと思っている。 

特に給与の情報については、新しい公表システムを平成 17 年度中に発表させて

いただくが、わ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している。 

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について。市町村財政

の比較についても、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

５万の自治体同士で比較して、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ことが大切だと思う。また全都道府県並びに

政令市においては、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す

る予定である。 

さらに決算情報については、従来、公表まで７か月を要していたが、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するべく、現在、この

種の改革を進めている。 

（谷垣議員） 資料「今後の地方財政改革について」に基づいてポイントを説明する。 

   ３ページだが、今後の地方財政改革の検討に当たっては、国と地方でバランスの

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ことを左側の図で示し

ている。右の図では、国により違いがあるが、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ている。これを踏まえて、今後の地方財政改革の方向

性について３つの視点を申し上げる。 

   ４ページだが、第１の視点は、納税者・国民に対する透明性。第２は、交付税を

簡素な仕組みに改めること。３番目は地方自治体の自立。「透明」、「簡素」、「自立」

ということではないかと思っている。 

   まず５ページの「透明」だが、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。特に昨今、
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大阪市などで問題が指摘されている地方公務員給与等については、情報の公開が従

来不足していたということであり、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。 

   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と考えている。 

   下の図の左側であるが、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、これが地方公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。右の図であるが、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、

２月に民間議員からも御指摘があったように、地方公務員給与には不適正な各種手

当等いろいろな問題がある。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。 

   ６ページだが、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、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

単独経費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。 

   なお、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、という部分にアンダーラインを引いている。 

   ７ページの「簡素」であるが、現在の交付税の仕組みは極めて複雑で、パッチワ

ーク的に入り組んだものとなっており、また、いろいろな取り決め等があり、非常

にわかりにくくなっている。こういう複雑な仕組みは、交付税をいたずらに難解な

ものとしており、簡素でわかりやすいものに改めることが必要ではないか。 

   ８ページであるが、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示している。

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いる

ことだが、このためには、まず給与や単独事業などの地方財政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。 

   下の図にあるように、今後、地方財政計画歳出をスリム化することにより、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る。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るので、不交付団体を増加させることもできる。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く

べきと考える。 

   ９ページの下の図にあるように、歳出のスリム化と税の増収もあり、国と地方で

折半する財源不足はここ２年間着実に縮減しており、今年は 4.3 兆円というところ

に来ている。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・解消していくことが考えられるのではないか。これは、交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。 
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   10 ページ以下では、麻生議員の提出資料に対する見解をまとめているので、お読

みいただきたい。 

（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」を御覧いただき、重

要な点のみ申し上げる。 

   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

上げたとおりであり、是正するなら両者を同時一体的に行うことが必要。給与、一

般行政経費（単独）について非難をされているのも昨年と同じだが、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て約 200 億円ぐらい。

それから単独等の敬老関係とかペット関係というのを全部足して 1,000 億円。これ

らの例はレアケースであり、金額的にも絶対量としてはわずかなものと思うので、

このようなものが全体の問題であるかのような議論はいかがなものか。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あり、

この点は昨年も十分議論をしていただいた上で、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のであり、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。 

   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が、そもそも地

方の財源不足が大きく増加したのは、景気の低迷に加え、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主な原因。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う。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、平成 16 年度を上回る大幅な削減になるので、地方は大混乱に陥ると

思う。 

   交付税の財源保障機能を廃止するという話もあったが、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いるので、この

点は強く申し上げておきたい。 

   また、交付税法定率を引き下げるとの御意見だが、平成 17 年度で 11.2 兆円の財

源不足と記憶しているので、そういう状況で引き下げるということは全く理解がで

きない。 

   最後に、地方は、地方行革の推進、歳出の抑制や、よく言われるラスパイレス指

数も含めて大変努力している。特に、市町村合併を進めたところはその意欲は猛烈

に強いと思うので、国と地方の対立をあおるようなことは甚だよろしくない。 

   民間議員提出資料についてだが、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するという話は、谷垣議員への話と似

たことになるが、投資的経費の乖離だけを大幅に縮小することは、一般財源を一方

的に削減するということになるのでとても認められるところではない。平成 18 年

度については昨年度に政府・与党で合意をしているわけであり、これは重大な不信

感を与えるのでいかがなものかと思う。また計画と決算の乖離については、プラス

マイナスを同時一体的に是正して、平成 18 年度の交付税等の一般財源総額を確保

する必要がある。そういう方針でやるのであれば、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。ただ、やり方によって交付税の総額に大きく影響して

くることははっきりしているので、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。 

   民間議員提出資料の２と３だが、内訳の精査によって国が財源保障をすべきとあ

るが、単独事業については、来年までで 1,820、今なら約 2,000、地方団体数があ
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ると思うが、個々の団体の施策の当否を国がすべて判定するというは、地方自治、

地方分権の理念にも照らしていかがなものか。単独事業は、地方の自主性を尊重し

て枠として計上するものであり、総額の抑制は、マクロ経済の財政運営や国の予算

を勘案して、枠の伸び率を抑制するという手法が適切。 

    ３については、２の話と少し矛盾しているのではないかと思うが、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やらなければいけない

ものが多い。地域の基盤整備としても一定量の事業が必要なのは当然なので、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

障すべきものであり、廃止はとても考えられない。地方債については、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。協議制に移行し、総務大臣の

同意がなくても自己責任で地方債を自由に発行できることになるが、この話でいく

と、自らの自己責任で起債する話と、計画の内訳を精査する話とは、二律背反する

のではないか。また、協議というものすら無くすべきと聞こえるのだが、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、この段階で御指摘のような大枠にかかわる変更を検

討するということは、政府への信用を失うことにつながりかねないと思う。 

    ３ページ目の、平成 18 年度予算におけるＰＤＣＡサイクルの導入というものだ

が、実績を計画に反映させるために、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ことは全く賛成。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あり、そういう意味では、個別の地方団体が歳

出と計画と一致させる必要はないし、決算と計画にずれが生じるということは、制

度上ある程度予定されている。標準でやっているわけだから。したがって、ＰＤＣ

Ａサイクル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

ると思う。 

   そして、地方は、国と異なり、来年になれば 1,800 を超える団体の財政の集合体

なので、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な感じがす

る。問題と思われる推計値を基礎にして地方財政計画をつくるのは困難ではないか。 

（谷垣議員） 昨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のお話があったが、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。

地方財政計画は標準的なものだと言われたが、そこに国の金が入るわけだから、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ウンタビリティに反するの

ではないか。この点は、昨年から麻生議員の御意見とずれがあるところ。 

    もう１つ申し上げると、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

とのことだが、どちらかと言えば一般行政経費が伸びているわけであり、麻生議員

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。 

（本間議員） ＰＤＣＡサイクルの確立を提案したが、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。決算値の確定値でや

るのは望ましいが、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、そのような誤差の調整は十分可能なのだから、ぜひ早めていただくと同時

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。 

    それから、麻生議員御指摘のとおり、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いるが、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のかという説明責任の上
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で問題。ハードからソフトへという流れはあると思うが、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形で強調されるのが実務のレベルか

らの御主張だから、しっかりと説明責任を果たすように乖離を埋めていくことが必

要ではないか。 

    それから、地方債の問題について、民間議員の主張が矛盾しているのではないか

という御指摘だが、我々は基本的には全く矛盾しているという気持ちはない。次の

テーマでの債務と債権との関係にも関連してくるが、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

てくるし、これからの償還計画について、新規の部分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いないと、財政規律の面で問題

が起こってくるのではないか。 

   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縛りがあると、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危険性もある。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、しか

し将来のキャッシュフロー、収益性を十分に担保しながらやっていく、ということ

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いている。 

（麻生議員） 今の本間議員の件については、資料７ページ目にあるように、協議制度

となり、基本的には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

うことであり、それを来春からスタートさせることになっている。それをうまくや

り切る首長さんと、やり切らぬ首長さんとの差が間違いなく出てくるから、そこの

ところはよく見極めて、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、先ほどの谷垣議員のお話は昨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うが、決算乖離としてこの種の差が出

てきているということについては、その是正を一体でやるということでやらないと、

片方だけでやることはできないと考えている。 

（吉川議員） いろいろな論点があると思うが、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。麻生議員の「谷垣議員提

出資料に対する見解」では１ページ目の３で、「給与に過大計上はない」としてい

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。何との関係で「過大」かという定義の問題もあ

るが、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ことがあると書かれていたと思う。いずれにしても、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、この改革を進め

ていかなければいけない。 

（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」とラスパイレス指数の話をあげている。こ

れは前回も申し上げたが、平成 16 年で 97.9 である。 

   特殊勤務手当等については、私どもが調べた範囲では、約 200 億円がいわゆる重

複支給のような感じで出ている。 

   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、合計約 1,000 億円であ

り、全部足しても 1,200 億円ぐらいである。そうすると 4.3 兆円の差がそのまま不

適正のように言われるのは、私どもとしては承服しかねるということである。 

決算が大きいのは、例えば、公立保育所の職員にかかわる超過負担や、警察官や
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教職員に関しては、治安の維持等を図りながら、地方独自の政策判断に基づいて出

している。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 億円ぐらいだと思っている。 

（吉川議員） 給与は一例として出した。今後、地方自治の推進というからには、自己

責任が当然必要である。現状では、自己責任が完全に地方において果たされている

のかどうかという点について、改善の余地があるというのが大方の見方だろう。地

方の支出が基本的には効率的に行われていて、改めるべきことは非常に細かいこと

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、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） 当然だと思う。こういったものがあるということを全部公表するという

ことになり、大阪市の場合は公表された結果、民主主義が成熟したということだと

思う。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

ところと比較対照できるようにすることが、最も大きなチェックになると思ってい

る。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。その方向でやりたいと

思っている。 

（奥田議員） 地方財政の決算について、迅速化が進み、半年前倒しできるということ

は大いに評価したい。 

   各地方の経済連合会に行って、いろいろな話を聞くが、この三位一体の問題を契

機にして、地方の特に経済団体やその職員が非常に緊張してきたときく。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、国でやるものと

いう感じであったものが、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し、良いことだと

思う。 

   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欲しい

という話が、どこの地方へ行っても出るということを申し上げておく。 

（小泉議長） 警察は地方だな。 

（本間議員） 人事給与関係費の問題だが、次回、総人件費の問題で、ラスパイレス指

数の適切性も含めて、改めて議論させていただきたい。 

（竹中議員） 意見の違うところは依然大きいのだが、骨太の方針をまとめなければな

らないので、一致しているところを整理しておく。 

   総論、問題意識は共有しているということだと思う。平成 18 年度予算では三位

一体改革を仕上げる、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

致しているところだと思う。 

   個別の問題として重要な点は、１つは、地方財政計画における実績と計画の乖離

の問題。これは、今日、麻生議員が平成 18 年度予算にめどをつける、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、一体的・包

括的にやるのかについては、意見があるわけだが、いずれにしても、平成 18 年度

予算でめどをつけるということに更に努力をしましょうという表明をいただいた

と思う。 
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   第２の点で重要なのは、前回、総理から指示のあった情報の開示について、今回、

麻生議員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発言をいただいたので、これはよろしくお願

い申し上げる。給与の過大計上か否かということについては、谷垣議員から、給与

について次回問題提起をしたいということもあり、そうした点は、引き続き議論を

していきたいと思う。 

   ＰＤＣＡについては、技術的な問題は未だいろいろあるということだと思う。民

間議員ペーパーには、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

を策定すべきという年限の提示があり、引き続きこの方向で審議をいただきたいと

思っている。 

（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

わらない。継続していかなければ意味がない。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が、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。 

   また大阪市の例については、情報公開が大事だ。本当に特殊勤務なのか、情報公

開すれば一遍にわかる。そうすると地方で競争するようになる。これは大事だ。特

に、基準財政需要額、交付税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う。要は、各省、自分の仕事が少なくなるのだから、

地方に移譲した方が良いと思うのだが、それをだめだと言うのはおかしい。中央省

庁は、地方がやってくれるの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。あまり権限を握ってもしようがない。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。そうではなく、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

思う。 

 

○ 公的資産・債務管理について 

（吉川議員） 「政府の資産・負債管理についての論点」を説明する。 

   政府の資産・負債管理が重要であるということは、この会議でも認識しているわ

けだが、個々の論点については異なる考え方があるので、今回は論点整理をした。 

全体として、政府の資産・負債管理強化が必要。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。「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

と思う。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、

国債の管理体制については、２つの考え方があって、合意できていない。今回は、

異なる考え方を整理させていただいた。 

   今後の検討の進め方については、個々の論点について、まだ詰めるべきところが

残っているので、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。 

              （尾辻臨時議員入室） 

（竹中議員） これは前回議論いただいたときにいろいろな意見が出たため、私から民
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間議員に論点整理をお願いして、今回、対立点を出していただいた。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という御提案で

ある。 

（谷垣議員） 公的資産、負債管理は財務省が所管であり、これまでも相当意を用いて

きたつもりだが、更なる充実を求めて、今、相当力を入れてやっている。詳しくは

資料のとおりだが、国有財産関係については、未利用国有地を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 億円を売却している。 

   また、今年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

を諮問し、現在、財制審の中に国有財産制度部会をつくり審議いただいている。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

である。 

   国の債務管理政策については、諮問会議の議論や基本方針を踏まえ、昨年 10 月

に本間議員を座長に、国の債務管理の在り方に関する懇談会を立ち上げた。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、いろい

ろ御意見を賜っているのだが、同時に民間人の登用、人員の増加、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いる。 

（麻生議員） 民間議員資料の２にあるＡが財務省、Ｂが民間議員の意見ではないかと

感じた。２の(３)の地方債についてであるが、先ほど来年の４月に協議制に移って

いくということで、首長はかなり責任を持ってやらなければならないという話をし

たが、これをきちんとやっていくことが重要だと思っている。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意見だと思

うので、私どもも国債の取組を参考にして取り組んでまいりたい。 

（竹中議員） これは大変難しい問題だが、各国大変努力をして新しい工夫も幾つかし

ているところもあるようである。そうしたことも踏まえて、専門家でいろいろ議論

でき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、諮問会議

に報告いただきたいと思う。 

 

○社会保険庁改革について 

（奥田議員） 社会保険庁改革について、民間議員ペーパーを説明する。 

   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、５月 23 日に最終的な方針が出されると聞いている。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、国民

が納得する改革の姿を描く必要があると思っている。 

   第１に、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、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、という

ことが必要。 

   第２に、これを踏まえると、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。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、申し上げた６つの要件が担保されることが不可欠。 

   第３に、年金組織の民営化は選択肢から外されているようだが、民営化の可能性

を引き続き検討するため、業務全体を市場化テストの検討対象とすべきである。 

   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、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。 
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   第５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。 

（尾辻臨時議員） お手元の「社会保険庁改革について」という資料の１ページ目の一

番左に書いてあるが、社会保険庁は、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、というようなさまざまな問題が指摘され、国

民の皆様から大変に厳しい御批判を受けたところ。これに対して抜本的な改善を図

るということで、「業務改革」と「組織改革」という双方の観点から改革の動きが

始まった。 

業務改革は、まずすぐにできることと言ってもよく、昨年の７月に民間から村瀬

長官に就任していただき、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、実施に移している。 

   例えば、休日や夜間の年金相談の実施、調達委員会の設置による調達費用の大幅

な削減、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

もあったが、こうした各般にわたる事項が、既に実現しているところ。 

   一番抜本的にやらなければいけないのが組織改革であり、「社会保険庁の在り方

に関する有識者会議」で検討が行われている。３月の会議でとりまとめられた新し

い組織のグランドデザインに基づき、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り、23 日に答えをお出しになるという段取りになっている。 

   ２ページだが、まず、１として、社会保険庁は公的年金と政管健保の２つの大き

な業務を持っているが、この業務を分離した上で、政管健保は、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。併せて、約 300 ある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する。これはかねて申し上げているとおり。こ

の独法化の法案は、今、参議院を通過し、衆議院に回っているところ。 

   ２として、一方、公的年金制度の運営主体を国とするか、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で更に検討が行われており、23 日の最終とりま

とめで決定される。これまでの有識者会議の議論を踏まえると、組織形態にかかわ

らず、実質的な構造改革を行う必要があると考えている。 

   具体的には、市場化テストによる対応を含め、事業の一部の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る。 

   ３として、職員の意欲を高めるため、能力主義、実績主義に立った人事・処遇を

導入する。 

   ４として、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されている社会保険事務局を廃止した上で、ブロック単位

に集約し、編成する。 

   ５として、民間の知恵や効率性を生かした取組みを徹底するため、組織の意思決

定の場や監察部門への外部専門家への参画を図っていく。 

   最後に６として、民間議員の御意見の中にもあったが、まず何よりも国民年金保

険料の収納率向上が一番肝心なことであり、そのため、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は抜本的な強化を図っていく。 

   公的年金の現下の最重要課題は、保険料徴収率の向上の実現であり、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いる。

そうした中から出てくる 23 日の有識者会議の結論に沿って、村瀬長官とともに、
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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

とのできるような改革に向けて最善を尽くしてまいりたい。 

（本間議員） 社会保険庁の抜本改革については、今議論されている組織形態の問題も

重要であるが、社会保険庁に対する不信をどう回復し、実効的な徴収率をどう上げ

ていくか、これが非常に重要なポイント。その際、外局としてとどまるのか、独立

行政法人になるのかが１つのポイントだと伺っているが、どこが違うのか、議論の

中で必ずしも明確に取り上げられていない。しかし、国立大学法人を見れば明らか

であるが、独立行政法人は中期計画をきちんと設定し、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。このこ

とが非常に重要。もし外局にとどまっても、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枠組みなら実質的な差はない。複数年度の予算の

使い回しという自由度を現場に渡すのか、あるいは各年度における査定でぎしぎし

詰めるのか、という違いもある。したがって、効果を上げるためにはどちらがよい

か、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。機能的な向上に

ついてのアプローチの差を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、条件を一体どのように設定するか等も含めてまとめていただきたいと思ってい

る。 

（牛尾議員） 尾辻臨時議員の御説明も我々の問題提起も、機能的にこうあってほしい

という点においてはかなり共通点もあるようだが、非常に大事な要素はスピードで

ある。社会保険庁の件が起こったときに、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紙に書いた記憶があるが、もう９か月近く経ち、

相当早く結論を出さないと、不信感が根づき、ＮＨＫ料金のように何をやってもど

んどん減っていく状況、悪いサイクルに入ることは非常に怖い。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という気がする。 

 もう１つは、外局、独立行政法人や、公務員型、非公務員型などいろいろあるが、

それら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くらいのことを

やらないと信頼の回復は難しい。だから、外局、独立行政法人の良いところを両方

備えた組織を考えて、実現していくく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。 

   この９か月はスピードという概念が抜け過ぎていると私は感じる。スピーディに

やらないとだめという民間企業の体験から申し上げているが、２、３か月で結論を

出していかないと、論議する母体の方、懇談会ばかりが新聞記事に出て、一体どう

なるのだということを全然言わないのは非常に危険なことだと思う。 

（奥田議員） ６に、年間 60 万件の強制徴収を行うため、約 1,500 人の増員と書いて

あるが、1,500 人ぐらいの増員で 60 万件の強制徴収とは、具体的にどうするかわか

らないが、実際に行えるのかが１つ。また、パスポート、免許証を出さないなど、

そのようなペナルティをつけることは、法的に問題があるか。 

（尾辻臨時議員） 23 日に有識者会議が答えを出そうと言っているので、その答えを待

って尊重して、更に作業を進めるということしか、私の立場では今日申し上げるこ

とはできない。ただ、有識者会議のこの間の議論を私はずっと聞いていたが、今、

民間議員の皆様が発言したことは、当然今まで十分積み上げてきた議論の中にあっ

たことは申し上げておきたい。 

   スピードアップについてはそのとおりであり、当初の予定では秋ぐらいまでにと

書いてあったのを、率直に申し上げるが、いつまでも結論を待つというわけにはい

かないので、早く結論を出すようお願いして、当初予定をスピードアップしていた
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だき、23 日に結論を出すということなので、御理解をいただきたい。 

   パスポートの話のような、やや制度にかかわる部分、年金の制度をどう仕組むか

については、組織をどうするという議論と離れるところもあるので、このような議

論はどこでするかということにもなろうかと思う。いろいろな議論はあるが、有識

者会議の中で、踏み込んだ議論はまだしていただいていない。いろいろな制度上の

話もあろうかと思う。 

（竹中議員） 23 日に向け、尾辻臨時議員におかれても、よろしく多方面の御指導をお

願い申し上げる。 

   今日の諮問会議での議論は、組織論云々というより、機能を高めていただきたい、

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くこと

に尽きる。それと、民間議員ペーパーにある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。民間議員から尾辻臨時議員と谷垣議

員に対するお願いかもしれないが、今すぐではないが、いろいろな観点から御検討

をいただくということである。 

（麻生議員） 地方税か国税かもめる。両方押しつけ合いになるので、そこのところの

整理も必要。 

（竹中議員）  今はそれ以上詰めないので、ぜひいろいろ言っていただきたい。 

（小泉議長） 有識者会議もやっており、党でも意見が分かれている。よく協議してほ

しい。要は、どうし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、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

という人と、独立行政法人でなければだめという人がいるが、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。 

 

（以 上） 


