
 
平成 17 年第 22 回 議事録 

 

 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 17 年第 22 回）
 

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年 10 月 21 日(金) 17:34～18:28 

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  村上 誠一郎 行政改革担当大臣 

 

小此木 八郎 経済産業副大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）公務員の総人件費改革について 

（２）特別会計改革・特定財源について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 総人件費改革について（有識者議員提出資料） 

○ 特別会計・特定財源問題の改革について（有識者議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 総人件費改革関連資料(有識者議員提出資料) 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（竹中議員）  それでは、ただいまから今年22回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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ます。 

 本日の議題でありますが、まず、村上大臣においでをいただいておりまして、

公務員の総人件費改革について御審議をいただきます。その後、特別会計改革、

特定財源について御審議をいただきます。なお、中川大臣は海外出張のため御欠

席でございまして、小此木副大臣においでをいただいております。 

 それでは、公務員の総人件費改革について御審議をいただきますが、まず、有

識者議員から資料が出ておりますので、吉川議員にお願いいたします。 

 

○公務員の総人件費改革について 

（吉川議員） 「総人件費改革について～『基本指針』の策定に向けて～」という縦

長の資料について御説明いたします。これには、別紙として横長の資料もついて

おります。 

 総人件費を削減するため、次の４つの考え方を基本指針に盛り込むべきとして

おります。 

 １番目は、総人件費の対ＧＤＰを半減するという目標を明示すべきであるとし

ております。これを10年で概ね半減するといった、大胆ではありますが、こうし

た目標を基本指針に盛り込むべきとしているわけですが、別紙１にその概要を説

明しております。 

 横長の別紙１をごらんになっていただきますと、前半の５年、後半の５年の大

まかな流れが書いてありますが、前半５年、それから後半５年の経過を経て、10

年後には概ね半減するという目標を掲げるべきであるとしております。 

  ２番目、国家公務員の純減目標。これは政治的なリーダーシップが必要ですが、

今後５年間で、郵政を除く国家公務員の５％以上を確実に純減させるという必要

がある。そのためには、自衛官の人員、国会・裁判所等についても、聖域を設け

ず行政機関に準じて純減を検討する必要がある。 

 いずれの場合もそうですが、一律横並びというのではなく、メリハリをつけた

純減をすべきということで、別紙２「国の業務の大胆かつ構造的な見直し」に幾

つかその例が挙がっております。 

 まず、行政ニーズの変化に合わせた業務の大胆な整理が必要である。具体的に

は、農林統計関係の抜本的スリム化、あるいは食糧管理関係の更なるスリム化、

あるいは北海道開発関係について、直轄事業等の縮減・分権化、民間委託等によ

るスリム化を図る、こういうことが必要である。 

  また包括的・抜本的な民間委託を考える。具体的には、市場化テストのモデル

事業を実施する。例えばハローワーク関連、社会保険庁関連が考えられる。ある

いは規制改革・民間開放推進会議で民間開放検討中の事業について、検討を促進

する。具体的には、登記事務、特許、自動車登録等ここに挙がっているものであ

ります。また、給与計算等の内部事務についても合理化を図る余地があるのでは

ないか。 

 次の項目ですが、地方支分部局の抜本的な見直しということも必要である。ま
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た、森林管理関係、あるいは国立高度医療センター等、非公務員型の独立行政法

人化ということも検討されるべきだ。これは別紙２で説明しております。 

 縦の資料に戻りまして、３番目、国家公務員の給与の抑制についても、あらゆ

る取組みを行う必要がある。具体的には、給与の民間準拠の徹底、新たな職種分

類の設定や職階差の大幅拡大等の給与構造改革をする必要がある。また、国の財

政事情を考慮した公務員給与の適正化のための仕組みの検討。具体的には、過去

の例ですが、昭和57年に人事院勧告を凍結したという例もありますが、そうした

ことも視野に入れるべきです。あるいは公務員の労働基本権や人事院制度を含め

た公務員制度そのもののあり方、これは大問題ですが、将来的に検討する必要が

あるだろうと考えております。 

  それから４番目ですが、「地方公務員の人件費の削減」。これについては「基本

方針2005」で要請した4.6％以上の純減確保に向けて各地方団体も真摯に取り組ま

れているわけですが、国の定員関係の基準を見直して、純減の上積みが確保され

るように取り組むべきだと言っております。 

 具体的にどういうことかといいますと、別紙３にありますが、地方の人員の中

には、国が基準を定めて、それに基づいて地方公務員の数が決められている方々

は200 万人強いるわけですが、そうした部分についても、国が基準を見直して純

減を促進する必要があるだろう。具体的には、特に人数の多い教職員の分野では、

少なくとも「改善増」をしないで、「自然減」以上の純減ができるのではないかと

しております。また、国に準じて給与制度の厳格な運用の見直しを行う必要もあ

るとしております。 

 以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、村上大臣お願いします。 

（村上臨時議員） １番目の総人件費対ＧＤＰの半減についてでございますが、公務

員の総人件費削減については、国家公務員の総人件費の対ＧＤＰ比を10年で概ね

半減するためには、有識者議員の提出された資料の別紙１により示された道筋に

基づけば、後半５年間での純減努力等は相当大きいものになると思われます。厳

しく高い目標は必要でありますが、実効性を踏まえつつ十分に検討する必要があ

り、まずは５年間で５％以上の純減等の当面の課題について、しっかりとじっく

りと議論していくことが望ましいと思われます。 

 それから、２番目の国家公務員の純減目標については、国家公務員の人員につ

いて５年間で５％以上の純減を目標とするのであれば、その実現に向けた具体的

取組の方向を明示することが不可欠であり、今回、有識者議員の皆様方の出され

た資料において、スリム化される分野を個別・具体的に示されたことは非常に高

く評価できると思います。これらについては、行政改革会議で検討された分野も

含め、「基本指針」に盛り込むべきと考えております。個別事項について、その実

現のための具体的な実施計画を策定することは極めて重要であります。提案され

たワークアウトは不要業務を廃止・縮小したり、外部に委託するためのものでは

ないかと考えられますが、今後、個別事項について、民間有識者の皆様方の知見
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を活用しつつ、具体的な検討を進められるよう、体制を検討していくことが必要

であると考えます。 

 それから、配置転換についてでありますが、退職者の不補充及び新規採用抑制

措置をとる場合には、行政ニーズの動向を踏まえる必要があり、個別分野のスリ

ム化に伴う配置転換の推進や、早期退職制度等の制度面の検討も含め、政府全体

としての推進、調整のための枠組みを併せて検討することが必要ではないかと考

えます。 

  労働基本権、人員制度のあり方については、有識者議員の皆様が出された提出

資料では、公務員の労働基本権や人事院制度のあり方について言及されておりま

すが、公務員の労働基本権はその地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、制約が免

れ得ないものであり、労働基本権のあり方については、国民世論を踏まえて、慎

重な検討が必要ではないかと考えられます。 

 まず、官民給与比較方法の見直し等については、人事院への要請、思い切った

定員の純減等、基本的には現行制度の枠組みの中で臨時暫定的な取り扱いを含め、

ぎりぎりの努力をしていくことが適当ではないかと考えます。 

 それから、地方公務員の人件費の削減については、総人件費改革が国・地方を

通じて公的部門全体で成果を上げるためには、地方公共団体の格段の取組みが必

要であると考えております。昭和40年度以降に大幅に地方公務員数が増加してき

た経緯、市町村合併の効果、さらに今後就学児童数が減少すること等を考慮すれ

ば、有識者議員の御提案にとどまらず、一般行政部門等について、過去の純減実

績を大幅に上回る純減がしっかりと確保されるよう、大胆な改革を具体化してい

くことが必要ではないかと思います。 

 さらに公営企業については、サービス自体の必要性の検討や大胆な民営化、非

公務員型地方独立行政法人化によりスリム化を図ることなど、取組が必要ではな

いかと考えております。 

 以上であります。 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、どうぞ御発言をいただきたいと

思います。奥田議員。 

（奥田議員） 民間議員の資料を出してこういうことを言うのは少々問題かと思いま

すけれども、私が一番心配しているのは、確かに人員を減らすということは大事

なんですが、この資料にも多少具体的に書いてあるように、辞める人をどうやっ

て救っていくのか、そういう社会的なセーフティネットがまだ具体的に検討もさ

れていないし、我々自体も余りはっきりしないということで、今、村上大臣から

もお話しありましたけれども、そういった制度や受け皿をはっきりしていかない

と、減らすだけ減らして、減らされた方の人は一体どうなるんだと。こういう問

題が必ず出てくるので、そうした問題等については所管において考えていただく

ことをしなければならない、そのような考え方を私は持っています。 

（竹中議員）  奥田議員、ちょっと確認ですけれども、民間議員の提案に中に、いわ

ゆる人員整理をするという話は入ってはいないですけれども、今、奥田議員がお
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っしゃったのは、そういうことではなくて、むしろ定年退職者のケアという意味

でございますか。 

（奥田議員） 縦書き資料の「２.国家公務員の純減目標」のところに、「これを実現

するための、退職不補充（新規採用抑制）や早期退職制度等新たな制度や制度改

革の検討」とあり、この中に入るのだろうと思います。これだけの目標が達成さ

れれば、相当な人間が減るわけですが、そういう減った人はその後どうやってい

くのか、うまく社会の中に溶けこんでいけるのかどうかといった問題がある。確

かに、抽象的に書けばこういう表現になるんでしょうけれども、もう少し具体的

な話が地方等でも出てくるのではないかということを聞いています。 

 また、地方の人の話を聞いていると、単に退職になるような人である程度覚悟

を決めているような感じもあるが、途中で辞めさせられるのではないかとか、あ

るいは、配置転換と言っても、本当に簡単に移れるのかといった具体的な人の移

動の問題について、十分に検討しないと片手落ちみたいな話になるのではないか

ということです。 

（竹中議員）  ありがとうございます。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 総人件費を対ＧＤＰ比で、10年で半分にさせていくという点で、資料

別紙１を拝見しますと、この「更なる取組み」で「後半５年で５％以上の純減を

確保する等更なる取組み」とさらっと書いてありますが、先ほど村上大臣も少し

おっしゃいましたけれども、この後半のところが容易でないのではないかという

気がします。ここの絵が相当描けないと、パーンと花火を打ち上げたけれども、

どうなのかという感じがするんです。むしろ、「前半５年間の５％以上純減」とい

う目標の方に政府を挙げて取り組むという方が、より明確な目標なのではないか。

過去５年間、治安、外交等を増やしたということもありますが、0.7％にとどまっ

ているわけですから、色々なメリハリを加えてやらないと、多分、なかなかでき

ないだろうと思います。その際に、行政機関以外の自衛官とか国会・裁判所、あ

るいはさらに言えば、独立行政法人とか、国立大学法人についても切り込んでい

くということが必要だと思います。 

 少し疑問に思いましたのは、１枚目の「２.国家公務員の純減目標」の中に「早

期退職制度等」と書いてあるんですが、私が国家公安委員会におりましたときに

非常に苦労しておりましたのは、小泉内閣としては、やはり退職をできるだけ延

ばしていくという方針の下で、どうやって人のリクルートや全体の人員体系をき

ちんと整えていくかということを、相当苦労しながらやっていた記憶があるんで

す。そうすると、ここで言う早期退職制度というのは、今までの小泉内閣の方針

とどういう関係に立つのか、あるいは私の理解が違っていて全然違うことを考え

ておられるのかもしれませんが、そこがある程度説明されませんと、現場は相当

混乱すると私は思います。 

 それから、地方公務員についていろいろお書きいただいているのは、そのとお

りだと思うんですが、１つ申し上げたいのは、教員の定数でございます。そもそ

も児童・生徒数は減少しており、加えて、国・地方の公務員も純減を目指そうと
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いうと、教員もやはり例外ではないのではないか。それから人件費削減という面

からは、今まで人材確保法というのが相当重視されてきたわけですけれども、そ

れについても見直す時期に来ているのではないかということを申し添えたいと存

じます。 

（竹中議員）  麻生大臣。 

（麻生議員） まず、全体として個別の部門別に削減しようという取組みは正しいと、

大前提としてそう思います。全体としてシーリングだけで決めるのは限界があり

ますので、そういった意味では、シーリングだけやりますと、不要な部分も残り

ますので、このやり方は正しいと、最初に申し上げておきたいと思います。 

 次に、より大きな分野での見直しというのが行われなければならない。その原

則は、基本的には不要になった事務、あるいは力の入れ方を減らす事務など、村

上先生が取り組まれているところなんですが、大幅削減で、多分、公共事業、産

業振興、補助金の配分等大体そういったところなんだと思います。あわせて全体

の約７割を占めておりますのは、地方の出先機関ですので、これに重点を当てな

ければいけないということだと思いますが、ぜひここは腹を決めておかなければ

いけない。これは役人では無理です。政治家でお決めになる以外に手がありませ

んから、重点的削減というのは政治家が覚悟を決める。この度胸だけ決めていた

だかないと話にならない。これだけは最初に申し上げておきたいと思います。 

 そこで個別に述べますけれども、人件費については、こちらに関係する話が多

いので、最初のＧＤＰ比の概ね半分ということと、その更なる取組の話は、谷垣

先生、村上先生、それぞれ同じことを言われましたので、これは重複を避けさせ

ていただきたいと存じます。 

 国家公務員の純減目標という点で、これは大胆な純減目標を設定する場合には、

どう考えても厳格な定員管理だけでは無理です。これは、事務や事業そのものの

抜本的な見直しは不可欠であり、退職する、人員が不要である、警官は減らす、

刑務所の業務を民間で行う等、そういったことを決めなければいけないと思いま

す。そのうち、国が預かります行政機関、直接は総務省が所管しております行政

機関の33万人につきましては、ＩＣＴの利用、地方支分部局などの見直し、効率

化などを含めて５年間で10％の定員合理化を図るとともに、メリハリをつけると

いうことで、治安、徴税、安全・安心というのは明らかに増員需要ですので、こ

れを見極める必要があります。厳格な定員管理だけで、少なくとも、過去５年間、

小泉内閣になってから年平均で507人を純減させていただいたんですが、その倍、

年間1,000人、すなわち５年間で5,000人の純減を目指すという覚悟で総務省とし

ては臨みたいと思っております。 

 これを含めてさらにもう５％削減するわけですから、そのためには、どう考え

ても、事務・事業そのものを見直すことが必要なのだと思いますので、仕組みを

よほどうまく作らなければいけないということは、大分前に総理に申し上げまし

た。総務省行政管理局も協力をいたしますけれども、内閣官房においてもきちん

とした仕組みをお作りにならない限りは、正直とてもできないという感じがする。
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村上先生と同じことを言っているんですけれども、そのように存じます。 

 また、別紙２の２枚目に「都道府県単位の事務所の廃止」ということが書いて

ありますが、これは一律廃止というのでは一律何％と同じ話になってしまうので、

地方支分部局全体の事務・事業の必要性の見極めをやることは、定員の純減をや

っていくためにはどうしても必要なのだと思います。 

 それからもう１つ、奥田議員が言われましたので、少し安心したのですが、人

事院勧告というものについて、谷垣大臣も言われましたけれども、これは正直よ

く考えておいていただかないといけない。この話はなかなか難しいものでして、

資料に昭和57年の例が出ていますけれども、この昭和57年の人事院勧告のときに

は、１年か２年だけ実施を先延ばしすると決めただけですけれども、現場で非常

に混乱が生じた他、訴訟だけで６件出たし、総理大臣と組合との直接交渉もやっ

ている。丸々などという話は、そんな簡単な話ではないということを、ぜひ念頭

に置いていただかないと、労使交渉というのは難航することは目に見えておりま

す。総務省でも、一昨日に官公労と交渉したばっかりですから、よくわかるので、

そういった点もぜひ念頭に置いていただかないといけないと思います。 

 次に、地方の公務員の話が出ていましたが、これは国が定めている基準をきち

んとしていただかないといけない。地方公務員は約300万人いますけれども、その

うちの約200万人は警察官とか教職員で、定員は国が決めています。さらに、一般

行政部門などと言われる残り100万人も含めて、基本的に法令で義務づけられてい

る法定受託事務が約200あります。それに加えて最近は、ＳＡＲＳ対策、テロ対策、

防災対策、ドメスティック・バイオレンス対策など、法律で定められた新たな事

務が増えてきていますので、そういったものの整理もきちんとやらないといけな

い。申し上げたいのは、ぜひその整理を最初にしていただかないと、なかなか人

数は減りませんというのが実態だと存じます。 

（竹中議員）  ありがとうございます。本間議員。 

（本間議員） 各議員のおっしゃるとおりの側面もございます。我々はこの問題に対

して、削減・純減という形で減らす方に焦点を合わせてペーパーを書いていると

いうところがございますし、個別の積み上げではなかなか動かなかったので、数

値目標的な形でそれを一挙に改革に結びつけていこうということで、このような

書き方をしております。しかしその一方で、麻生大臣の御指摘のとおり、人事院

等も含めて制度的な問題をどのようにこの中にかみ合わせていくかという問題。

とりわけ、キャリアシステム等の現在の公務員制度の根幹にかかわるものでござ

いますし、人を減らしてサービスも減ったということでは、困るわけでもありま

す。したがって、この点については、基本方針の策定に当たって、きちんとした

道筋というものをつけていかなければならないテーマだと思います。私は、公務

員がやる気をなくすような、そういう人件費改革であってはならないと思ってお

ります。ぜひ仕事の意欲を高めつつ、このような目標に向かって最大限の努力を

していく必要性はある。まずは数量的なところから入って、抑制的な面を強調し

ようということでございますので、ぜひ、この点についても、我々民間議員、あ
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るいは内閣府等できちんと整理をしてみたいと思っております。 

（竹中議員）  麻生大臣。 

（麻生議員） 言い方が違うだけで、おそらく言っていることは皆同じなんだと思う

んですが、簡単に言えば、資料の別紙２の見直し案ができればいいのです。これ

には市場化テストまで入っています。これは役人ではできませんから、経済財政

諮問会議なりの場で決めれば、これは決まったことだということで基本的にはこ

れに合わせてやれるようになると思います。国が基準を見直さないと純減はしま

せん。 

（竹中議員）  よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、若干とりまとめをいたしますけれども、今日は基本的方針を我々と

りまとめなければいけませんので、それにどういう内容を盛り込むかということ

で、民間議員から大胆な目標を目安として示す御提案があったわけです。国家公

務員の５年で５％以上の純減や、そのための重点的に目指すべき分野の明示、そ

して地方公務員の定員の純減のために国も基準を見直すべきである。そういった

点については、概ねの合意があると思います。ただし、幾つかの留保、今後の課

題として示されたこともあったと思います。 

 順不同で留保のことを申し上げますと、ＧＤＰ比の概ね半減というのは、長期

の目安としてはわかるけれども、まずは当面の課題で、５年程度の課題により特

化すべきではないかという御意見があったと思います。そして労働基本権や人事

院の制度等、現行の制度について慎重に検討することが必要であって、まずは現

行の枠組みについて何ができるかということをしっかりと議論すべきではないか

という御意見もございました。地方公共団体の特段の努力が必要だという御指摘

もございました。 

  そうしたことも踏まえまして重要な点は、個別部門的のやり方は正しい、しか

し、そのためには政治の判断が必要で、民間議員資料の別紙２のようなものを作

るためには、しっかりとした事業の見直しの体制を作らなければいけない。それ

は内閣官房等でしっかり作る必要があるだろうという重要な御指摘がありました。

具体性は必要であるからこそ、体制をしっかりしようということであったと思い

ます。 

 別の観点からは、退職者の不安をなくすような、しっかりとしたセーフティネ

ットといいますか、不安がないような形でこの改革を進めていかなければいけな

いという指摘があったと思います。 

 個別の問題としては、教員もその例外ではないから人材確保法の見直しが必要

であるということや、早期退職制度と今までの政策との関連についても明確にし

ておく必要があるということがございました。そして事業の見直し、これは地方

についても同じ問題がありますが、しっかりと体制を整備する必要があるという

意見が重ねてあったかと思います。 

 以上の議論も踏まえ、次回この人件費の議論をするときには、今のような点を

踏まえて、基本指針のたたき台になるものをお示しいただくということだと思い
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ます。麻生大臣どうぞ。 

（竹中議員）  民間議員の考え方は、恐らく付加価値と同じだけ給料が上がっていく

ということを考えるのならば、ＧＤＰがどれだけになるかということと関係なく、

こういう議論ができると。今のＧＤＰと人件費の関係とパラレルな関係でこうい

う議論をしてもおかしくないという、多分そういった前提で議論をしておられる

のだと思います。どうぞ。 

（村上臨時議員） 最後に、退職者不補充と早期退職で少し私が気になるのは、昔、

民間企業の社長の方に聞いたのですけど、不況のときほど一生懸命雇っておかな

いと、30年後とか20年後に、かなり空いてしまうのです。だから、公務員も企画

立案部門のようなところは、きちんと採らなければいけないのではないかという

のが１つ。 

 それからもう１点は、早期退職制度なんですけれども、えてして、いい人が先

に辞めてしまうことが多い。先ほど奥田議員が言われたように、どういうふうに

工夫をするかということも考えないと、質の確保というが難しいのではないか。

人数を減らすために早期退職制度を導入するのは良いのですが、この辺りを留意

していただければと思います。 

（麻生議員） 国家公務員法103条がありますから、辞めても原則として、営利企業に

は再就職できないんです。奥田議員の言われるように、辞めたら営利企業には行

けないので難しいのです。この点は、例えば100人辞めたら50人しか採用しないな

ど、いろいろな手法を考えないといけない。地方は来年から団塊の世代の退職が

ありますが、国家公務員はそれがなくて結構大変なので、やり方をうまく考えな

くてはいけない。手段として、個別部門別にやるのは絶対に正しい。 

（竹中議員）  それでは、先ほどの取りまとめに加えて、長期的な視点からの雇用戦

略を考えるということをつけ加えさせていただいて、次回には、たたき台となる

ものをよろしくお願いをいたします。総理。 

（小泉議長） 天下りをしないで済むように、若くしての肩たたきはやめ、退職時年

齢を延ばすようにしたわけでしょう。これとの整合性をとっておかないといけな

い。早期退職しないように済むようにしていかないと。 

 それと、資料の別紙２が良い。「国の業務の大胆かつ構造的な見直し」をどうや

って進めていくか、これが具体的に書いてある。これできなかったのだから、い

かにやるかだ。 

（牛尾議員） 今まではこのようなことは書けなかった。 

（竹中議員）  ぜひその方向で、民間議員には、また引き続き御議論をお願い申し上

げます。 

 大臣ありがとうございました。 

（村上臨時議員退室） 

（竹中議員）  それでは、特別会計改革・特定財源についての御審議をいただきたい

と思います。 

 有識者議員ペーパーの説明を、本間議員にお願いします。 
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○特別会計改革・特定財源について 

（本間議員） この特別会計の改革につきましては、前財務大臣の塩川先生の方から

「母屋で雑炊をすすっているのに、離れではすき焼きを食っている」というお話

の中で、改革へのキックオフが切られたと我々認識しております。その後、竹中

大臣等から特別会計の実態はどうなっており、キャッシュフローはどうなってい

るのか、調べるように御要請がございました。我々はこの点について、これまで

分析を進めてきたわけでありますけれども、まず、キャッシュフロー、つまり特

別会計の中でいろいろな事業や融資活動を行っているわけでありますけれども、

そこでの出と入り、それがバランスシート上でどのような実態となっているかを

調べてみました。それが２枚目の「参考」のところに掲げられております。 

 将来収支試算は2005年度末でプラス、実はここでやめたときに将来政策コスト

がいくら発生し、そして精算的な価値においてもどうなるかということも分析し

ておりますが、傾向的には2005年末の試算値がその十分な代理変数になっており

まして、これが今の実力ベースの資産と負債の姿であろうと考えております。以

下、特別会計改革に関する３つの原則について述べる。 

 資料の１．（１）のところで、資産・負債の差額が特に大きい７特別会計におき

ましては、資産と負債の差額合計が46兆円も存在いたしております。道路整備特

別会計は試算していただいておりませんので、これを加えたら、恐らく50兆円を

超えるような資産の超過額が発生していると思います。この部分をどのように一

般会計等とリンクしていくかということが非常に重要なテーマになってくるわけ

であります。特別会計には積立金や準備金、もちろん固定資産も存在いたしてお

りますけれども、一般会計からの繰り入れ、あるいは独自財源等が存在いたして

おります。特別会計でこれだけの金額を徴収し、かつ一般会計から入れることが

正当性を持つかどうかということは、きちんとチェックをしながら、国民に対す

る説明責任を果たしていくことが重要なテーマであるだろうと考えております。 

 今、特に大きな７特別会計の資産・負債の差額部分が46兆円と申し上げました

けれども、その部分の会計については、財政投融資から空港整備に至るまで、で

きる限り繰り入れの妥当性や独自財源のスケールの妥当性を、もう少しきちんと

精査をして、国民負担を軽くし、小さくて効率的な政府にしていく必要性がある

ということが最初の原則であります。 

 第２に、資産、負債、あるいはキャッシュフローの動きということだけではな

く、特別会計で行われていることは、公・官の世界だけでなく、かなりの部分は

技術的に民間でも対応できるものがございます。したがって、31のすべての特別

会計に対して、ゼロベースで特別会計を再検討していくためには、できるものは

民間に移す、民間でできるものは民間でということで市場化テストを行う必要が

あるのではないかと考えております。これはこれまでの市場化テストの特別会計

ヘの応用という形で考えられると思っております。特に再保険、融資、登記、特

許、自動車検査、労働保険の13特別会計については、撤退、あるいは民間委託を

 10



 
平成 17 年第 22 回 議事録 

含めて検討をしていくことが考えられないかということであります。 

 第３に、特別会計の問題はわかりにくいということ。国民がこれをきちんと計

数的にも把握し、その妥当性について理解できるような状況をつくっていくとい

うことが必要になってくると思います。この撤退や民間委託となる以外の特別会

計については、原則として廃止して一般会計に吸収していくということも必要に

なってくるのではないか。特に一般会計からの繰入率が３割を超えるようなもの

につきましては、一般会計に吸収して、政府の予算審議の中で十分に国民にわか

りやすい形で説明していくことが、我々としては必須の作業になるのではないか

と考えております。 

 このような３つの原則に従って、特別会計をきちんと見直していくという作業

を行った上で、特別会計として、やはり残すべきものだということになれば、そ

の将来収支情報を年次報告書としてまとめていくということは、ぜひやっていか

なければならないことだろうと思います。この作業をできれば今年度末までに、

まずパイロット的に試算し、来年度以降からは、本格的に実施していくことも考

えていく必要性があろうと思います。その際には、単に将来収支を明らかにする

だけではなく、歳出や一般会計からの繰入率について、事業との関係の中におい

て、目標値を設定するということも考えていく必要が十分あり得ることだろうと

思います。 

 以上が特別会計の改革に当たっての整理であります。 

 次に、特定財源の見直しの問題であります。この特定財源の問題は、特定財源

の道路を中心にしていろいろ議論が出てきております。当然のことながら、特定

財源は三位一体にも関連する問題でありますし、また、今まで思惑が複雑に絡み

合ってなかなか進んでいかないということもございました。環境税との関係等も

ございますし、そのような観点で、一度包括的に特定財源の問題を正式に取り上

げ、諮問会議等の場においても、さらには政府全体の中においても、この問題に

ついて一般財源化も含めて本格的な検討をすべき段階に来ていると思いますので、

民間議員としては、このような形で提案をしているということであります。 

 以上です。 

（竹中議員）  ありがとうございました。小此木副大臣お願いいたします。 

（小此木経済産業副大臣） まず石油、電力についての特別会計でありますけれども、

今、国際エネルギー情勢が非常に厳しい中で、我が国の省エネルギー、太陽エネ

ルギー、風力発電、その他の新エネルギーを進めています。また、原子力の推進

というのも極めて重要な課題であると思います。他方で国民負担の軽減や民間活

力の活用等の観点から、特別会計の改革は極めて大事だと考えておりまして、こ

れは真摯に取り組んでまいりたいと思います。 

 事業を行っている、貿易再保険の特別会計、また特許会計については、できる

だけ民間活力の活用を進めているところであります。特に特許特別会計の事業は、

国家戦略である知財立国の実現に不可欠であります。事業の内容も、強力な排他

的独占権の付与や裁判に当たる審判を行うものでありまして、世界各国とも国が
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実施をしています。他方で、できるだけ民間活力の活用を進めるため、特許審査

に必要な技術調査を外注化したり、その業務に株式会社の参入を認めるなどをし

ております。 

 以上であります。 

（竹中議員）  どうぞ御発言をお願いいたします。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 特別会計につきましては、財政制度等審議会を中心にいろいろ御議論

賜りまして、特に本間先生には、いろいろ御努力をいただいておりますので一番

よく御存じなんですが、度々の提言をいただきまして、平成16年度以来、事務・

事業の見直しによる歳出の合理化・効率化、それから、企業会計的手法を活用し

た財務書類の作成等の見直しを進めてまいりました。今年もこういう蓄積の上に

立って、さらに改革を加速していきたいということで、財政制度等審議会で精力

的に活発に御議論いただいておりまして、11月中旬ごろに提言をとりまとめいた

だける見込みでございます。 

 それから、道路等の特定財源につきましては、先般、小泉総理から基本方針を

検討するようにとの御指示をいただきまして、財務省としても検討を本格化させ

ておりますので、いずれ経済財政諮問会議にも御報告したいと思っております。 

 それから、お示しいただいた有識者議員提出資料の中で、「小さくて効率的な政

府」、あるいは「民間でできるものは民間に」、「国民に分かりやすい予算」という

文言に対しては、全く異論はございませんで、若干表現は違いますが、財務省と

しても同じような方針のもとで改革案を検討しているわけでございます。個別に

掲げていただいております各特別会計についてどのように対応するかということ

は、やはり各特別会計の性質に応じて検討していくべきことだということを申し

添えさせていただきたいと思います。 

 例えば、「小さくて効率的な政府」という中で、資産と負債の差額が多い特別会

計として国有林野事業を挙げていただいておりますが、国有林をどう圧縮してい

くかといっても、なかなか簡単なことではないなど、いろいろな問題があるわけ

でございます。そこで各特会の性質に応じた具体的な改革案を「基本方針2005」

の原則等を踏まえましてまとめることにしておりますので、その内容につきまし

ては、経済財政諮問会議にも報告をさせていただきたいと思っております。 

（竹中議員）  奥田議員。 

（奥田議員） 特定財源の一般財源化ということについては、もちろん理解はしてお

りますが、一応、社団法人日本自動車工業会と社団法人日本自動車販売協会連合

会と回ってみて、道路という問題について、まだやるべき問題があるのだったら、

それを出してほしいという話で聞いてきたので、それについて申し上げます。 

  まず、首都圏の３環状線整備の前倒しは絶対にやらなければ、今の渋滞はどう

にもならないということ。それから、主要渋滞ポイントが全国で1,800か所あって、

また、ボトルネックになっている開かずの踏み切りがまだ540か所も残っている。

それからＩＴＳ関係のことで、ＥＴＣの普及を進めればもっと渋滞は減る。路上

駐車の対策についても、ＩＴ技術を利用してやらなければいけないということ。
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それから、交通事故の死者数を半減するという対策が現在進んでいるわけですが、

恐らく、今年はまた相当減って7,000人台になるが、このような傾向を促進するた

めには、やはりバリアフリー化や歩行空間の整備等が必要だろう。 

 もう１つは、各先進国で行われております電線の地中化を行い、電柱をなくし

て、美しい町並みを形成しなければならない。また道路の緑化も促進しなくては

いけない。申し訳ないのですが、総理官邸の前の道路などは、中央分離帯などは

誰も手をつけずに夏には雑草がぼうぼうに生えてしまっている。そういうものを

全然、どこの地方でも誰もやらない。聞いてみると、予算がないとのこと。中央

分離帯は一番危ないが、全然手も足も出ない。中央分離帯を全部きれいにしない

と、雑草がひどくて、長いススキみたいなもので対向車線から走ってくる車など

が見えなくて危ない。そういうところがまだある。私は一番がっかりしているの

は、官邸の前を出ていくときに、総理官邸の前の中央分離帯が雑草でひどい状況

であり、何とかならないのか。 

 それからもう１つは、災害が起こったときに備えて密集市街地の整備改善、橋

梁や高速道路の耐震補強の問題など、こういった問題が、まだ道路についてはい

ろいろとある。もちろん、総理の言われた一般財源化については、一応考えるこ

とは考えるけれども、道路についてはまだこんな問題が残っているということは、

ぜひ御理解願いたいと思います。 

（竹中議員）  麻生大臣。 

（麻生議員） 道路の話がありましたけれども、揮発油税や自動車重量税を払ってい

る側から見れば、電柱が地下に埋設するとか、東京都内の開かずの踏み切りが高

架になるということがあるが、奥田議員が言われたようなことでしたら、公共事

業というのは、この４年間で、12.5兆円が7.5兆円ぐらいに減っていますでしょう。 

（谷垣議員） 40％減っている。 

（麻生議員） それぐらい減っているのだと思うんです。しかし、東京のお金を地方

に持っていくというところに問題があるという都会側の言い分もあるんですが、

都会の中の３つの環状線の話や、電線の地下埋設にお金を使うということであれ

ば、都会の人も文句を言わないと思います。大体、全人口の64％が10万人以上の

都市に住んでいるんです。５万人以上の都市だったら81％住んでいるんです。圧

倒的に都市在住が多いんです。人口が少ないところの基準でやると間違えてしま

うと思います。 

 もう一点、本間先生に伺いますけれども、「小さくて効率的な政府」というのは、

簡単に言えば規模を縮小しますという意味でしょう。「民間でできるものは民間

に」というのは、アウトソーシングしますというのが官庁文学になっているだけ

のことで、「国民に分かりやすい予算」というのは、撤廃しますということだと思

うんです。７特別会計、13特別会計、７特別会計と３つの区分で書いてがありま

すが、これらがどの会計か。 

（本間議員） ペーパーにも書いてありますけれども、まず、所管の財務大臣におか

れましては、この辺について、財政制度等審議会でも検討していただいていると
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いうことでございます。私もそれに関与していますけれども、そこで深堀をして、

その上でまたここで議論をすると、こういうことでいかがでございましょうか。 

（竹中議員）  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、特別会計の改革については、これまで長年議論してきましたけれど

も、改革に向けて大変重要な時期を迎えていると思います。民間議員から９月に

政府の資産・負債をしっかりと圧縮しなければいけない、例えば資産・負債もＧ

ＤＰ比で10年以内に半減するというお話をいただいていますけれども、実は政府

の資産の３分の２は特別会計でございます。したがいまして、資産・負債の管理

の観点からも、この特別会計の改革というのは極めて重要だということだと思い

ます。 

 財務大臣にいろいろと検討していただくに当たって、今日は民間議員から３つ

の視点が出されてございます。第１に、事業性が強くて民間でできるものは民間

に任せるということ。第２に、区分経理の必要性が高く、特別会計として残さざ

るを得ないというもの以外の特別会計、とりわけ一般会計繰入れの大きなもの、

本間議員は３割という例を示されましたが、そういったものは一般会計に吸収・

移管するべきではないか。第３に資産・負債差額の大きいものは一般会計繰り入

れ、独自財源の見直しなどによって可能な限りそれを圧縮する。そういう３つの

方向でしっかりと御精査をお願いしたいということであったかと思います。 

 なお、道路特定財源に関しましては、一般財源化の方向は理解をする。しかし、

同時に道路についていろいろな問題があるということも忘れてはならない。また、

都市人口の増加という背景の中でそのことを考えるべきであるという留意の御意

見があったということかと思います。 

 財務大臣におかれましては、ぜひ今日の議論を踏まえまして、改革をお願い申

し上げたいと思います。 

（谷垣議員） もう一つ言わせていただきますが、ＧＤＰで半分に圧縮せよというお

話ですけれども、その大部分が財投だとおっしゃるんですが、先ほど申し上げた、

例えば国有林野事業特会について国有林を圧縮して全部売り払えるかということ

がある。それから、財投に関しても、今、金利が非常に低いですから、かつて貸

したものがどんどん戻ってくる。ところが金利が変わってしまうと、それが全部

変わって、独立採算でやっていると、そこできちんと持っていなければいけない

など、いろいろなことがありますので、個別の議論はきちんと組み立てないと、

全体での議論は少しなじみにくいと私は思っております。 

（竹中議員）  今日の議論は、必ずしもそういう全体の議論ではなく、私の要約は、

政府資産の３分の２が特別会計でありますので、これを重視してぜひお願いを申

し上げたいという趣旨でございます。総理。 

（小泉議長） 特別会計については、民主党が５つか６つに整理するというのを委員

会に出してきたよね。実際に聞いてみると実に漠然として、まだ具体的な検討を

していないようだ。提案してくれたのだから、具体的に出してもらってはどうか。

本当にそれがいいものであれば、採用すればいいのだから。いいものは取り入れ
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るから。 

（竹中議員）  よろしいでしょうか。それでは、本日は誠にありがとうございました。 

 

（以 上） 


