
平成 17 年第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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)

（概要） 

○公務員の総人件費改革について 

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

て説明する。 

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い

る。 

１番目、総人件費の対ＧＤＰ半減という目標を明示し、大胆だが、これを 10 年
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で実現するという目標を基本指針に盛り込むべきである。別紙１にその概要が説明

してある。前半と後半の各５年を経て、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いる。 

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だが、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。いずれの場合も一律横並びではなく、メリハリ

をつけた純減をすべきで、別紙２「国の業務の大胆かつ構造的な見直し」にその例

を挙げている。 

   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、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、ハローワーク関連、社

会保険庁関連等の「市場化テスト」のモデル事業の実施。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。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。 

地方支分部局の抜本的な見直しも必要である。 

森林管理関係あるいは国立高度医療センター等の非公務員型独立行政法人化も

検討されるべきだ。 

縦の資料に戻り、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、昭和 57 年に人事院勧

告凍結の例もあるが、そうしたことも視野に入れるべきである。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についても、大問題であるが、

将来的に検討する必要があるだろう。 

４番目、地方公務員の人件費削減については、「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だが、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である。

具体的にいうと、別紙３のとおり、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ものが 200 万人いる。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。具体的には、特に人数

の多い教職員分野で、少なくとも「改善増」せず、「自然減」以上の純減ができる

のではないか。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。

（村上臨時議員） 公務員の総人件費削減について、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、有識者議員提出資料の別紙１で示された道筋

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。厳しく高い目標

は必要だが、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、しっかりと議論をしていくことが望ましいと

思う。 

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、有識者議員提出資料において、スリム化される分野を個
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別・具体的に示されたことは非常に高く評価できると思う。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る。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、提

案されたワークアウトは不要業務を廃止・縮小したり、外部に委託するものではな

いかと考えるが、今後、個別事項について、有識者議員の知見を活用しつつ、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。 

配置転換についてだが、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

枠組みを検討することが必要である。 

労働基本権、人事院制度の在り方について、民間有識者議員提出資料では、公務

員の労働基本権や人事院制度の在り方について言及されているが、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、そ

の在り方については、世論を踏まえて慎重な検討が必要ではないか。 

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、現行制度の枠組みの中で、臨時・暫定的な取扱いを含め、ぎりぎりの努力を

していくことが適当ではないか。 

地方公務員の人件費削減について、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が必要。昭和 40 年代以降

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

童数減少等を考慮すれば、有識者議員の提案にとどまらず、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う。 

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などの取組が必要ではないか。 

（奥田議員） 確かに人員を減らすことは大事だが、私が一番心配しているのは、辞め

る人をどうやって救っていくのかという社会的なセーフティネットが、まだ具体的

に検討されていないということである。村上臨時議員も話されたが、そういった制

度や受け皿をはっきりしていかないと、減らされた方の人は一体どうなるのかとい

う問題が必ず出てくるので、所管において考えていただきたい。 

（竹中議員） 奥田議員に確認だが、民間議員の提案に、いわゆる人員を整理するとい

う話は入っていないのだが、むしろ定年退職者のケアという意味か。 

（奥田議員） 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うが、これだけの目標が達成すれば相当な人が

減るわけだが、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

現になるのだが、そこのところは余り明確になっていない。地方の人の話を聞いて

いると、途中で辞めさせられるのではないか、あるいは、配置転換と言っても簡単

に移れるのかという不安があり、こういった具体的な人の異動の問題について、十

分に検討しなければいけないと思う。 

（谷垣議員） 資料別紙１をみると、「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るが、村上臨時議員も話されたが、

この後半のところが容易ではないという気がする。ここの絵が描けないと、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。むしろ、「前半５年間の５％
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以上純減」という目標の方に政府を挙げて取り組む方が、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るが、0. 7％にとど

まっているわけだから、色々なメリハリを加えないと、なかなかできないと思う。

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ことが必要である。 

ちょっと疑問に思ったのは、「２.国家公務員の純減目標」の中に「早期退職制度

等」とあるが、私が国家公安委員会にいた時に非常に苦労したのは、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。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、そこがある程度説明されないと、現場は相当

混乱すると思う。 

地方公務員について書いてあることは、そのとおりだと思うが、教員の定数につ

いて、ひとつ申し上げたい。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いうと、教員もやはり例外ではないと思う。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のだが、

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。 

（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は正しい。大前

提としてそう思う。シーリングだけで決めるのは限界があり、不要な部分が残るの

で、このやり方は正しい。 

次に、より大きな分野での見直し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とか、公共事業、産業

振興、補助金の配分といったところだと思う。併せて、全体の約７割を占めている

のは地方の出先機関なので、これに重点を当てなければいけないが、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ある。政治家で決める以外

に手がないから、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。 

そこで個別に述べると、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、谷垣議員と村上臨時議員が同じことを言われたので重複を避ける。 

次に、国家公務員の純減目標について、大胆な純減目標を設定するためには、ど

う考えても厳格な定員管理だけでは無理である。事務・事業そのものの抜本的な見

直しが不可欠であり、警察官は減らすとか、刑務所の業務を民間でやるとか、そう

いうことを決めないといけない。総務省が所管している行政機関の 33 万人につい

ては、ＩＣＴの利用とか地方支分部局の見直し、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なので、これを見極める必要がある。厳格な定員

管理だけで、過去５年間で、小泉内閣になってから年平均で 507 人純減したが、そ

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

ては臨みたい。 

これを含めて５％をやるわけだから、そのためには事務・事業そのものを見直す

ことが必要であり、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たが、総務省行政管理局も協力するけれども、内閣官房におい

てもきちんとした仕組みを作らない限りはとてもできないという感じがする。村上

臨時議員と同じことを言っているのだが、そのように思う。 

また、別紙２に「都道府県単位の事務所の廃止」ということが書いてあるが、一
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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、定員の純減をやってい

くためには、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がどうし

ても必要である。 

もう一つ、奥田議員が言われたので少し安心したのだが、人事院勧告というもの

を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く、昭和 57 

年の人事院勧告のときは、１年か２年だけ実施を先延ばしすると決めただけだが、

現場で非常に混乱が生じたほか、訴訟も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に簡単ではないということを念頭に置い

ていただかないと、労使交渉は難航することは目に見えている。総務省でも一昨日

官公労と交渉したばかりでよくわかる。 

次に、地方の公務員の話だが、国が定めている基準をきちんとしてもらわないと

いけない。地方公務員は約 300 万人いるが、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る。さらに、一般行政部門などと言われる残り 100 万

人も含め、法令で義務づけられている法定受託事務が約 200 ある。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る。そういったものの整理を最初

にしていただかないと、なかなか人数は減らないというのが実態だと思う。 

（本間議員） 各議員の言われるとおりの側面もある。我々は、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あるし、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いる。しかしその一方で、麻生議員の御指摘のとおり、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あるし、人を減ら

してサービスも減ったということでは困る。したがって、この点は、基本指針の策

定に当たってきちんとした道筋をつけていかなければならないテーマだと思う。私

は、公務員がやる気をなくすような人件費改革であってはならないと思っている。

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が

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なので、

民間議員あるいは内閣府等できちんと整理をしてみたい。 

（麻生議員） 言い方が違うだけで皆言っていることは同じだと思うのだが、簡単に言

えば、資料の別紙２の見直し案ができればいい。市場化テストまで入っている。こ

れは役人ではできないから、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やれるようになると思う。国が基準を見直さないと純減はし

ない。 

（竹中議員） 若干取りまとめをする。今日は、基本指針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提案があった。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う。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。 

留保については、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５年程度の課題により特化すべきではないかという意見があった。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お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意見もあった。 
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地方公共団体の特段の努力が必要だという指摘もあった。 

そうしたことも踏まえて重要な点は、個別部門別のやり方は正しい、しかし、そ

のためには政治の判断が必要で、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指摘があった。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う。 

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

というか、不安がない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。 

個別の問題としては、教員も例外ではなく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。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るが、

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。 

次回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

台になるものを示していただくということだと思う。 

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

業の社長の方に聞いたのだが、不況のときほど一生懸命雇っておかないと、30 年後、

20 年後にかなり空いてしまう。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。 

もう一点は早期退職制度だが、いい人が先に辞めてしまうことが多い。先ほど奥

田議員が言われように、工夫をしないと質の確保は難しいのではないか。人数を減

らすために早期退職制度の導入はいいのだが、この辺りを留意していただければと

思う。 

（麻生議員） 国家公務員法 103 条があり、辞めても原則として、営利企業には再就職

できないから難しい。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るが、

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ければならない。

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） 先ほどの取りまとめに、長期的視点からの雇用戦略を考えるということ

をつけ加えて、次回はたたき台となるものをよろしくお願いしたい。 

（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だろう。これとの整合性を取っておかないといけない。早

期退職しないで済むようにしていかないと。 

それと、資料の別紙２がいい。「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。これができなかったんだから、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から。 

（竹中議員） この方向で、民間議員には引き続き議論をお願いしたい。 

（村上臨時議員退室） 

○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いては、塩川前議員の「母屋で雑炊をすすって

いるのに、離れですき焼を食っている」という話の中で、改革へのキックオフが切

られたと認識している。その後、竹中議員等から特別会計の実態やキャッシュフロ

ーについて調べるよう要請があった。我々はこの点について分析を進めてきたが、
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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

いるが、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

るかを調べてみた。それが２枚目の「参考」のところ。 

将来収支試算は 2005 年度末でプラス。この他に、実はここで事業をやめたとき

に将来政策コストがいくら発生し、そして清算的な価値はどうなるかということも

分析しているが、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、これが今の実力ベースの資産と負債の姿であると考えている。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）だが、資産・負債の差額が特に大きい７特別会計においては、

差額合計が 46 兆円も存在している。道路整備特別会計の試算がないので、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う。こ

れ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。特別会計には、もちろん固定資産もあるが、積立金や準備金、一般

会計からの繰入れ、あるいは独自財源等が存在している。特別会計でこれだけの金

額を徴収し、かつ一般会計から繰り入れることが正当性を持つかどうかについては、

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と

考える。 

今、特に大きな７特別会計の資産・負債の差額部分が 46 兆円と言ったが、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し、国民負担を軽く

して、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

る。 

第２に、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ということ。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、市場化テストを行う必要があるの

ではないか。これは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。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含めて検討をしていくことが考えられないか。 

第３に、特別会計の問題はわかりにくいということ。国民がきちんと計数的に把

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ことが必要になっ

てくると思う。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いては、一般会計に吸収し、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必須の作業に

なると考える。 

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す作業を行った上で、

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だろ

う。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る必要があろう。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ことも考えていく必要があると思う。 

次に、特定財源の見直しについて。この特定財源の問題は、道路を中心にしてい

ろいろと議論が出てきている。また、三位一体の改革や環境税との関係等もあり、

いろいろな思惑が絡み合ってなかなか進んでいないというのが現状。そのような観
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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、

さらには政府全体の中で、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

ると思うので、民間議員としてこのような形で提案をしている。 

（小此木経済産業副大臣） まず石油・電力の特別会計について。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る。また、原子力エネルギーの推進というのも極め

て重要な課題であると思う。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いるので、これは真摯に取り組んでい

きたい。 

次に、貿易再保険の特別会計と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。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

可欠である。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、世界各国とも国が実施をしている。他方、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

参入を認めるなどしている。 

（谷垣議員） 特別会計については、財政制度等審議会を中心にいろいろ議論し、度々

の提言を頂いているが、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、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きた。

今年もこういう蓄積の上に立って、更に改革を加速していきたいということで、今、

財政審で精力的に議論されており、11 月中旬ごろに提言を取りまとめる見込み。 

道路等の特定財源については、先般、小泉議長から基本方針を検討するようにと

の指示を頂き、財務省としても検討を本格化させているので、いずれ経済財政諮問

会議にも報告したい。 

それから、有識者議員提出資料にある「小さくて効率的な政府」、「民間でできる

ものは民間に」、「国民に分かりやすい予算」という文言には、全く異論はない。若

干表現は違うかもしれないが、財務省としても同じような方針の下で改革案を検討

している。ただし、個別に掲げている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

は申し添えたい。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るが、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、個別にはいろいろな問題がある。

そこで各特別会計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

まえてまとめることにしている。その内容については、経済財政諮問会議にも報告

をしたい。 

（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いる

が、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を回って、道

路についてまだやるべき問題があるか聞いてきたので、それについて申し上げる。

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。また、主要渋滞ポイントが全国で 1,800 か所、開かずの踏み切りが

540 か所も残っている。ＩＴＳ関係では、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ならない。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。 

もう一つ、各先進国で行われている電線の地中化を行い、電柱をなくして、美し
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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ければならない。

総理官邸前の道路の中央分離帯は手をつけないので夏は草がぼうぼうに生えてし

まっている。そういうものをどこの地方でも誰もやらない。聞いてみると、予算が

無いとのこと。道路の中央分離帯を全部きれいにしないと長いススキみたいなもの

で対向車線の車が見えなくて危ない。そういうところがまだある。 

それから、災害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、まだ道路についてはいろいろとある。もちろん、小泉議長の言われた一般

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

に問題が残っているということは、ぜひご理解を願いたい。 

（麻生議員） 道路の話があったが、揮発油税や自動車重量税を払っている側から見れ

ば、電柱を地下に埋設するとか、東京都内の開かずの踏切が高架になるということ

があるが、公共事業はこの４年間で 12.5 兆円が 7.5 兆円くらいに減っている。 

（谷垣議員） 40％減っている。 

（麻生議員） 東京のお金を地方に持っていくところに問題があるという都会側の言い

分もあるが、都会の中の３つの環状線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う。大体、全人口の 64％が人口 10 万人以

上の都市に住んでいる。５万人以上の都市だったら 81％が住んでいる。圧倒的に都

市在住が多い。人口が少ないところの基準でやると間違えると思う。 

もう一点、本間議員に伺うが、「小さくて効率的な政府」というのは、簡単に言

えば規模を縮小するという意味であろう。「民間でできるものは民間に」というの

は、アウトソーシングするということ。「国民に分かりやすい予算」というのは、

撤廃するということだと思う。７特別会計、13 特別会計、７特別会計と３区分で書

いてあるが、これらはどの会計か。 

（本間議員） ペーパーにも書いてあるが、所管の谷垣議員において、この辺について

財政制度等審議会でも検討しているとのこと。私もそれに関与しているが、そこで

深堀をして、その上でまたここで議論をするということでどうか。 

（竹中議員） 特別会計の改革はこれまで長年議論してきたが、改革に向けて大変重要

な時期を迎えている。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ＧＤＰ比で 10 年以内に半減するという話

が出ているが、実は政府の資産の３分の２は特別会計である。したがって、資産・

負債の管理の観点からも、特別会計の改革は極めて重要である。 

谷垣議員にいろいろ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

点が出された。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、本間議員からは３割と

いう例が示されたが、そういうものは一般会計に吸収・移管すべきではないか。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精査をお願いし

たいということであったと思う。 

なお、道路特定財源に関しては、一般財源化の方向は理解するが、同時に道路に

ついていろいろ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

という背景の中で考えるべきであるという留意の意見があった。 

谷垣議員には、ぜひ今日の議論を踏まえ、改革をお願いしたい。 

（谷垣議員） もう一つ申し上げると、ＧＤＰ比で半分に圧縮せよという話であり、そ

の大部分が財投だと言うが、例えば国有林野事業特会について国有林を圧縮して全
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部売り払えるかということがある。財投に関しても、今、金利が非常に低いため、

かつて貸したものがどんどん戻ってくるが、金利が変わるとそれが全部変わり、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

ことがある。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

くいと思う。 

（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、政府資産の３分

の２が特別会計であるので、これを重視してぜひお願いしたいという趣旨である。

（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。実際聞いてみると、まだ具体的な検討をしていないようである。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。いいものは取り入れるから。 

（以 上） 

10


平成 17 年第 22 回経済財政諮問会議 


