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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 17 年第 25 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年 11 月 14 日(月) 17:30～19:06 

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    安倍 晋三  内閣官房長官 

同     与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     二階 俊博  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 

臨時議員  中馬 弘毅  行政改革担当大臣 

同     川崎 二郎  厚生労働大臣 

 

（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）政策金融改革について 

（３）社会保障制度改革について 

（４）政府の資産・債務管理について 3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 総人件費改革基本指針 

○ 政策金融改革について（有識者議員提出資料） 

○ 政策金融の機能の見直しと手法の転換（谷垣議員提出資料） 

○ 政策金融改革（中小企業金融）について（二階議員提出資料） 

○ 政策金融改革基本方針の作成に向けて（竹中議員提出資料） 

○ 医療制度改革について（有識者議員提出資料） 

○ 医療制度改革について（川崎臨時議員提出資料） 

○ 政府資産・債務改革について（有識者議員提出資料） 

○ 谷垣議員提出資料 
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○ 政府の資産・債務管理改革の基本方針作成に向けて（竹中議員提出資料） 

 

(配付資料) 

○ 政府の資産・債務管理の在り方について 

（公的資産・債務管理に関するワーキンググループ提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから、今年25回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

    本日の議題ですが、中馬大臣にお出でいただいており、まず、公務員の総人件

費改革、次に政策金融改革について御審議をいただきます。続きまして、川崎大

臣にお見えをいただき、社会保障制度改革について御審議いただきます。その後、

政府の資産・債務管理について御審議をいただく予定でございます。 

   本日は議事が多いので、効率的に議事を進めたいと思いますので御協力をお願

いします。 

 

○公務員の総人件費改革について 

（与謝野議員） まず、「総人件費改革基本指針」について、これまでの議論を踏まえ、

経済財政諮問会議として決定する「基本指針」の案をとりまとめました。皆様方

のお手元にございます。前回の民間議員御提案の文案から、次の２点を修正いた

しましたので、御報告申し上げます。 

   １点目は、地方に関しましては、「一層の」という言葉を入れまして、純減の上

積みが確保されるよう取組むという修文をいたしました。 

   ２点目は取組み体制でございますが、まず、「平成18年度の予算や地方財政計画

から順次反映させる。」と明記をいたしました。 

   また、「上記実行計画に盛り込まれる国の業務の大胆かつ構造的な見直しの重点

事項のうち、実施に向けてさらに個別具体的な取組みの検討を要するものについ

ては、遅くとも平成18年６月頃までに成案を政府の方針として決定する。」旨、記

しています。これは、実行計画で年末に結論に至らなかった個別の取組みについ

て成案を得る 終期限を明記したものでございます。 

   さらに、「経済財政諮問会議は実行計画の策定状況や総人件費改革の実施状況を

フォローアップする。」と明記をしております。 

   このほか、国家公務員総人件費の対ＧＤＰ比を10年で概ね半減させるという長

期的な目安については、民間議員御提案の文案どおりといたしております。 

   また、国家公務員の純減目標についての定員管理分と重点事項の見直し分の区

分けについては、具体的な取組みに向けては、必要かと思いますので、そういう

ことも実行計画には盛り込んでいただきたいと思っております。 

   さらに、公務員給与のあり方のそもそも論につきまして、公務員の労働基本権
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や人事院制度の在り方などと密接に関係することから、政府全体で検討をどう進

めていくか、その進め方については、内閣官房を中心に御検討いただきたいと思

います。 

   以上、これまでの御議論を踏まえ、案をとりまとめましたので、御審議いただ

きますようお願いいたします。 

   本案につきまして、特に何か御意見ございましたら御発言をいただきたいと思

います。中馬大臣。 

（中馬臨時議員） 基本方針の取組み体制の中に、政府としての実行計画のとりまと

めを私、行政改革担当大臣が行うと書いてございますので、これは私が担当する

ことになります。基本計画に盛り込まれた各事項の具体的な実施に向け、民間有

識者等の知見の具体的な活用方策等の検討を含めまして、全力を挙げて実行計画

のとりまとめに当たる所存でありますので、ここに書いてございますように、総

務大臣、財務大臣をはじめ、関係大臣の御協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

（与謝野議員） 他に御意見がなければ、配布した案を諮問会議決定とすることとい

たしますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） この基本指針については、15日に閣僚懇で私から報告をさせていた

だきます。 

   また、ただいま中馬大臣から御発言がございましたが、行政改革担当大臣には、

この基本指針に則して、年内に実行計画をとりまとめていただくようお願いいた

します。 

   総理から何か御発言。 

（小泉議長） ないです。 

（与謝野議員） よろしいですか。 

（小泉議長） はい、結構です。 

（与謝野議員） それでは次に、政策金融改革について、御審議をいただきます。 

 まず、有識者議員から資料が提出されておりますので、御説明をお願いいたします。 

 

○政策金融改革について 

（本間議員） それでは私の方から、「政策金融改革について」という民間議員ペー

パーを説明させていただきます。 

   10月27日に、民間議員所見を出させていただきました。これに基づきまして、

基本方針のとりまとめに当たっての考え方を再整理したのがこのペーパーでござ

います。その基本的な考え方は前回と同様でございます。前回は、問題提起型に

しておりますが、今回は断定調に書かせていただいております。 

   大きな柱は３本。「民業補完の徹底」、「新しい仕組みの在り方」、そして「構

造改革との整合性」。それぞれについてポツを付けて整理をしております。 

   まず、「民業補完の徹底」でございますけれども、我々としては、政策金融の
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役割は基本的に終わったと認識するところから出発すべきであろうと考えており

ます。 

   したがって、民間金融では対応できない部分についてのみ、政策金融により対

応することとし、その際も従来の手法だけではなく、新たな証券化等の金融技術・

民間金融を生かす方策を考えると同時に、信用保証についてもリスクを一部負担

する方法と、市場機能が 大限に活用できるアプローチというものを強化すべき

と考えております。 

   また、対象分野でございますけれども、教育貸付、一般貸付、大企業関係向け

融資・プロジェクトファイナンス、食品産業向け融資、所属団体向け中小企業組

合金融、地方公共団体向け金融、貿易・投資金融等は政策金融から撤退すべきで

あると考えます。 

   対象とする機能としては、国が定める零細・中小企業政策、インフラ政策、農

林漁業政策、海外経済協力政策、沖縄政策等にかかわるものに限定すべきと考え

ます。なお、海外経済協力の分野については、「顔の見える」外交の観点から、

関連業務を集約し首相直属とすべきであると考えます。 

   ２の「新しい仕組みの在り方」について、でございます。政策金融として、こ

のような機能を残すということでありますけれども、平成20年度より今後３年間

をかけて組織を大胆に整理統合する必要があろうかと考えますし、また、その際、

業務内容の情報公開を民間並みに徹底すべきであると考えます。 

   また、撤退すべき政策金融については、一定の準備期間、これは例示でありま

すけれども、３年以内の準備期間を得て完全民営化、民営化の形態は様々ござい

ますけれども我々が主張しているのは完全民営化するということであります。ま

たは廃止という形できちんとした形態に整理をするということであります。地方

公共団体向け金融については、資本市場を活用しつつ、新たな仕組みを考えてい

くということが妥当であると考えます。 

   さらには、政策金融の分野でも、継続的に市場化テストを実施し、業務を見直

す体制というものを作っていく必要があります。また、それが行っている政策の

効果を判断する評価組織というものを創設し、厳密にチェックをするという体制

の在り方も検討されるべきだと考えます。 

   また原則として、政策金融機関への天下りの廃止を目指すべきである。この点

については、金融政策の専門家の活用ということも考えていかなければならない

と思います。 

   さらに、組織の再編や民間への移行などに当たって、資産・負債の厳密なデュ

ーデリ、評価というものを実施していくべきである。 

   そして 後に、「構造改革との整合性」であります。貸出残高の対ＧＤＰ比半

減を速やかに実現させるとともに、業務の見直し、これは保証への移行等も含め

て積極的に進めるべきだと考えております。 

   後に、独立行政法人、これは中小企業基盤整備機構を例示しておりますし、

公益法人では、道路開発振興センターを例示しておりますけれども、同様の金融
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業務についても、今回の見直しに当たって、きちんと見直しを実施すべきであろ

うと考えております。 

   以上であります。 

（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、谷垣大臣、二階大臣、竹中

大臣から資料が提出されておりますので、まず谷垣大臣から御説明をお願いいた

します。 

（谷垣議員） 私は２種類ペーパーをお出ししておりますが、10月27日の諮問会議で、

総理から発想を転換して、どうすれば民が出てこられるか、そのための知恵を出

せという御指示をいただきまして、これを受けまして、私自身が所管をしており

ます国際協力銀行、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫の分野を中心に、機能

論の面から整理したものでございます。 

   資料「政策金融の機能の見直しと手法の転換」でございますが、基本的な考え

方として、１枚目ですが、全体として政策金融の対象分野を厳選する。それから

新しい金融手法を活用して、民間融資の拡大を支援する新たな仕組みを導入する。

これによって政策金融の直接融資を民間融資に置き換えていこうという発想でご

ざいます。 

   前回、本間先生、それから福井総裁から、政策金融で存続するという場合でも、

継続的に市場化テストを行って監視していくべきであるとか、あるいは今後民間

でも対応分野が広がっていくので、今後の時間軸で考えれば政府系金融機関が担

うべき部分は反比例的に少なくなっていくとおっしゃった論点、こういったもの

を踏まえまして、「民が出てくる目処が立たないから官が撤退をためらう」とい

う問題点に対して、「どうすれば民ができるか」という方向で検討したものでご

ざいます。 

   考え方として、政策金融の対象とすべき分野について、民がやろうと思えば民

ができるという仕組み、そして新しい金融手法を活用して民が選択すれば、政策

金融による直接融資を民間融資に置き換える。この仕組みを恒常的なものとして

ビルトインしていこうということでございます。 

   新しい金融手法の具体的な例については、事務方に勉強させたものを２ページ

目に入れておきましたので、ご覧いただきたいと存じます。 

   それから３ページですが、具体的な改革案として、国際協力銀行の分野につき

ましては、対象を絞るとともに、手法を革新する必要がある。手法については、

さきに述べましたが、対象の厳選は３ページの色枠部分に書いてございます。例

にあるような、円借款と投資金融等による複合的な支援のメリットは、引き続き

生かしていく必要があると考えますし、またＯＤＡ、国際金融業務一体で攻勢を

かけてくる中国輸銀や、韓国輸銀への対抗上も、ＪＢＩＣとしての一体性は必要

ではないかと思いますが、政策金融の対象は３つの分野に限定して、それ以外は

撤退する。 

   撤退する分野に挙げております輸出金融の分野などでは、実際のところ、日本

企業の競争力を損なうという御意見も強くございまして、非常に実は不安がござ
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いますが、この際思い切った方がよいのではないか。この辺は、経団連でも御意

見をとりまとめられたようでございますが、奥田議員の御意見も伺いたいところ

でございます。 

   それから４ページに、日本政策投資銀行の分野についても同じような考え方で、

対象を絞るとともに、民間融資の拡大を支援する仕組みを全面的に導入するとい

うことでございます。国民生活金融公庫の分野では、教育貸付の利用者の所得制

限を引き下げるというようなことを書いてございます。 

   以上、３つの機関を中心に説明をいたしましたが、他の機関についても、同じ

ような考え方が可能であると思います。なお、半官半民である商工中金であると

か、融資審査を行わない点で性格を異にする公営公庫については、別途の議論が

必要かと思います。 

   以上に加えて、各分野において、災害とか、テロとか、金融経済危機対応とい

った緊急課題には機動的・弾力的に対応するための手段を確保する必要があろう

かと思います。 

   以上が私の機能・手法についての案でございます。 

   これを踏まえまして、基本方針のとりまとめに向け、別紙に私が考える基本原

則をまとめてみました。 

   第１に、先ほど申しましたような対象分野の厳選と、民間融資を支援する新た

な仕組みによって民間参入を促進して、「官から民へ」と持っていく。 

   それから第２に、貸出残高対ＧＤＰ比、10年で半減をする。 

   それから第３に非常時への備えを怠らない。そのための手段を確保する。 

   第４に、財政構造改革に貢献させたい。これは国民負担の 小化を目指す。そ

れから民営化できるものは民営化、株式売却により、財政構造改革に貢献できる

のではないか。経営資源に 大限有効活用して、企業価値を確保しようというこ

とでございます。 

   後に、民営化・廃止するもの以外については、機能性を確保しながら、大胆

に統合集約するということではないかと思います。 

   それから、民間議員ペーパーについては、前々回に若干の問題点を申し上げま

したので、今回は省かせていただきます。 

   なお、組織につきましては、本日の議論等を踏まえまして、与謝野大臣ともよ

く御相談してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、次、二階大臣から御説明をお

願いします。 

（二階議員） お配りしておりますペーパーに沿って御説明をさせていただきます。 

   まず原則でありますが、政策金融改革の基本方針については、官は民の補完に

徹するという内閣の基本方針に沿って対応してまいりたいと思います。次に、中

小企業者が困難に陥ることのないように配慮しなければなりません。 後に、中

小企業政策を預かる政治家のリーダーシップとして、これは決断をする以外にな
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い。こういう３つの原則のもとに、次のとおり対応を進めていきたいと思ってお

ります。 

   商工組合中央金庫は御承知のとおり、財政投融資に依存していないこと、既に

民間出資が入っていること、中小企業者の共同組織金融機関として自立性の高い

運営が行われていることなどから、この際、思い切って民営化をする。ただし、

商工中金が引き続きしっかりとその使命を果たしていくためには、次の２点が重

要であります。 

   それは、災害や貸し渋り等、いざというときには、国の政策的要請にきちんと

応えられるようにしておきたいと考えます。そのためにも、財務基盤をしっかり

と整備することが重要であります。融資原資を市場から調達している商工中金が

資金調達に大きな影響が生じないように、 大限の工夫をしなければなりません。 

   次に、中小企業金融公庫について申し上げます。官と民の関係においては、こ

れまで中小企業政府系金融機関が果たしてきた役割について申し上げておきます。 

   郵政民営化関連では、クロネコヤマトがクール宅急便を開発し、これを郵政公

社が追いかけたということはしばしば論じられているところであります。また、

住宅金融公庫の民営化では、住宅ローンのリスクが大きいので、民営化にはなじ

まないとマスコミ等で喧伝されましたが、城南信金や東京三菱銀行がこれを証券

化する手法を開発しました。これに対して、中小公庫は、これまで無担保融資、

売掛債権担保融資、証券化支援業務などについて、民間金融機関が手をつけられ

なかった時代に、中小企業の切実なニーズに対応して先駆的な取組みを行ってき

た実績があります。改革の手を緩めてよいというわけではありませんが、こうし

た気概も今後大事にいきたいと思っております。 

   その上で中小公庫については、全体として大胆な整理統合の流れの中で位置付

けていきたいと思っております。その際、中小企業者が安心できるよう、中小・

零細企業に対する政策の旗がきちんと掲げられること。わかりやすい体制にする

こと。例えば、国民生活金融公庫との統合等も視野に入れるものであります。中

小公庫の機能面では、政策目的の明確な融資、保証や証券化などの業務に限定す

るとともに、人員等のリストラも積極的に進める。 

   以上であります。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは次に、竹中大臣から御説明をお

願いします。 

（竹中議員） 私もポイントを６つだけ書かせていただいた簡単な紙を配らせていた

だいております。 

   第１番目ですけれども、これは、私の決意でありますけれども、特殊法人や特

殊会社の新設・改廃の審査権限を、実は総務省設置法において有しておりますの

で、そういう立場から、この政策金融改革をぜひ主体的・積極的に進めたいと思

っております。 

   第２番目でありますけれども、政策金融として残すべき機能、これはまさに機

能論として一番ここが重要なわけで、この点は、実は本当だったら今日はこうい
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うことをやっていただきたかったのですが、政策金融として残すべき機能、撤退

すべき機能を峻別するというところが一番重要な出発点であろうと思います。そ

れに関しては、民間議員が大変重みのあるヒアリングをやって下さっておられま

して、その所見がすでに回示されておりますので、民間議員の所見の骨格を堅持

して、ぜひ機能の峻別を行っていただきたいと思っております。 

   第３番目としまして、政策金融として残すべき機能があるわけで、それをどう

いう組織で担うかということがあるわけです。今日は組織論をもちろんやるつも

りはございませんが、基本的な考え方としては、金融合理性、行政改革に資する

か、そして天下りの防止といった観点から、わかりやすい形で思いきった統合を

するというのが、これは行革の精神から考えて当然のことであろうかと思います。 

   そしてもう一点は、先般のヒアリングでも政策金融機関が行うのは、政策判断

なのか、金融判断なのかという議論も少しありましたが、私はやはり金融機関を

つくる以上は金融判断をするのだと思うのです。したがいまして、金融判断を行

えるトップを配置するということに今後徹するのではないかと思います。そうし

ますと、自ずと金融判断を行えるのは、決して役人ではありませんから、トップ

が天下りになるというのは、やはりこれまでおかしいということが自ずとわかっ

てくるのではないのでしょうか。これが第三でございます。 

   第４番目も大変重要な一つの理念・哲学の問題であると思いますので、ぜひ申

し述べておきたいと思います。 

   政策金融から撤退すべき機能というのが当然出てまいります。その場合、方法

は２つしかないわけで、民営化をするか、廃止をするかであります。そして、こ

れは平成20年度までに民営化するものは民間化するわけですが、ここは郵政民営

化の精神と整合的な形での完全民営化がどうしても必要であると思います。つま

り、これはどういうことを申し上げているかといいますと、郵政民営化法案のと

きに、さんざん議論をしたわけですね。民営化をするに当たって、郵便事業は特

殊会社にしました。しかし、金融は特殊会社にしないということを何度も何度も

私は答弁をしたわけです。それは金融というのは、ＪＲやＪＴやＮＴＴとは違う。

特にこれは国家の関与を排さなければいけないから特殊会社にはしないで、商法

の一般法人とすべきであり、そしてだからこそ、株式を完全に処分する。その裏

返しとしては、この機関は当然銀行法の適用を受けなければいけない。そういう

民営化をしなければいけないと思います。そうでないと、郵政民営化のときにあ

れだけ議論をしておいて、政策金融機関について別の理念が持ち込まれたら、こ

れは国民は納得できないのではないかと思います。そういう意味では、国民にわ

かりやすい郵政民営化と整合的な民営化を行うということが大変重要な理念、哲

学としての問題として、私は出てくると思います。 

   第５番目、総務省としては公営企業金融公庫を抱えておりますので、これにつ

きましては、地方公共団体向け金融につきましては、国と地方の役割分担を踏ま

えつつ、平成20年度までに資本市場等を活用した新たな仕組みへ移行をいたしま

す。このため、公営企業金融公庫は廃止をいたします。このことは明確に指示を
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しております。新たな仕組みとしてどのようなものがよいか、これは組織論でも

ありますので、必要な時点で、ぜひ考えを申し述べたいと思います。 

   第６番目、独立行政法人や公益法人等による同様の金融業務につきましても、

金融の改革の基本方針を来年の春ごろをめどに作成すべきであろうと考えます。 

   以上であります。 

（与謝野議員） それでは、御出席の皆様方、御自由に御発言をいただきたいと思い

ます。中馬大臣。 

（中馬臨時議員） 「民間でできることは民間に」とか、「地方でできることは地方

で」ということが基本ですから、民間議員から示された認識は、基本的に共有し

ていきたいと思っています。 

   ただ、どの機能を具体的に残していくか、このことにつきましては、所管大臣

がそれぞれ参画した形で具体的に精査していく必要があろうかと思います。また、

その上で組織のあり方についてでございますが、これは引き続き、諮問会議で議

論して具体的に詰めていくことが必要かと思います。 

   また天下りの問題が出ておりますが、これにつきましては、もちろん個々の問

題もありますが、組織のあり方との関係や公務員システム全体の中で検討する必

要があるのではないかと思います。 

   それから、独立行政法人についても触れられておりますが、これは３年ないし

５年で見直すということでございまして、かなり進んでいる面もあります。独立

行政法人の金融業務につきましては、平成18年度以降、中期目標期間終了時の見

直しを行うこととしておりまして、今般示された方針を踏まえて、順次見直しを

行っていくことになると考えております。 

（与謝野議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 今、谷垣大臣からお話しがございましたので、日本経済団体連合会と

して直接、会員会社に聞いた結果を申し上げます。 

   これはあくまでも機能論でありまして、組織論ではございません。第１に海外

需要のことでございます。これが国際協力銀行にかわるわけでございますが、例

えば、サウジアラビアの石油精製や石油化学プロジェクトなどについてはカント

リーリスク、あるいは事業リスクが非常に高くて民間金融機関が主体となって長

期の融資を実施していくということは困難であるということ。それから、海外で

の入札の際に、競争相手国が公的機関を活用して、安い金利を提示してきた場合

に、日本としてもイコールフッティングの点から、公的機関の支援が、政策金利

だと思いますが、必要となるということです。 

   第２に国内事業に関しまして、日本政策投資銀行や国際協力銀行による長期資

金の直接融資または保証ということであります。第一に原子力発電、これはリス

クが非常に高くて、民間金融機関のみで長期融資は困難であるということです。

それから製品輸入の保証ですが、航空機の輸入に際して国際協力銀行の保証がな

いと、民間金融機関から長期の融資、これは15年程度だと思いますが、が受けら

れないということになります。それから、大企業の事業再生支援ですが、民間金
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融機関主体では巨額になって対応が困難である。 

   また、緊急融資、これも飛行機会社ですが、これはＳＡＲＳやテロなどのいわ

ゆるイベントリスク、こういうものが起こったときに対する緊急融資、これがで

きない。それからまた近いところでは、阪神・淡路大震災、新潟中越地震、こう

いうものについても国内事業として、こういった日本政策投資銀行、協力銀行に

よる直接融資または保証が必要だということが言われております。 

   それからこれはもう既に出ていると思いますが、沖縄など特定地域への政策的

な産業支援は必要である。これは一応、経団連でヒアリングをやった結果でござ

いますので、ご説明申し上げました。 

（与謝野議員） 他に御発言は。吉川議員。 

（吉川議員） 本日、機能を主として議論するということですが、既に二階大臣、竹

中大臣からも組織にかかわる御発言があり、また、今月中に基本方針を諮問会議

で詰めていくということですので、機能から組織へ向けての一つの視点のような

ことについて、意見を述べさせていただきたいと思います。 

   政策金融については、時代が変わった中で見直すということでやっているわけ

ですが、必要な機能が幾つかあるということについては、これは大方のコンセン

サスがあると思う。数え方、分類の仕方、それについては幾つかの切り口がある

かと思いますが、いずれにしても、複数の機能があるということについては、大

方のコンセンサスがある。その場合に、政策金融として今後も必要な機能が複数

あるとした場合、それぞれの機能に、１対１に対応して独立の組織が必要である

のかどうか。そういう問題提起を頭の中のエクササイズとして、今後諮問会議と

して詰めていかなければいけないことだろうと思います。 

   その際、金融ですから、資産と負債を管理するという点からすれば、組織とし

ては一つでやった方が、これは全体が一つという意味では必ずしもないですが、

方向としてという意味ですが、まとめた方が合理的だという意見もございます。 

   もう一方では、組織が大きくなると意思決定等が難しくなるという意見もござ

います。国内の問題、インターナショナル、国際的な問題をどのように考えるの

か。いずれにしても、政策金融として必要な機能、中小企業等から始まって複数

の機能があるというコンセンサスを踏まえて、今申し上げたようなことを諮問会

議として詰めていくことが必要なのだろうと考えております。 

（与謝野議員） 竹中大臣。 

（竹中議員） 先ほども少し申し上げましたけれども、やはり機能の議論としては、

残すべき政策金融の機能と、もう終わりにすべき機能の峻別というのを、ぜひ急

いでやっていただきたいと思います。民間議員が先般のヒアリングで示された所

見に、私は基本的には賛成でございますが、細部にわたっては、先ほど谷垣大臣

もおっしゃいましたように、色々な議論があると思いますから、その峻別をぜひ

やっていただきたい。これは進め方についてのお願いでございます。 

   その上で、今日は谷垣大臣からペーパーが出されておりますけれども、「民間

参入を促進するための新しい金融手法の例」ということで、先ほど見せていただ
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いたばかりですので、私もしっかりと勉強させていただきたいと思います。 

   第１に、民間融資を支援するというのが政策金融の役割なのか、本当にそうな

のかと。それは今まで我々が議論してきた政策金融と違うと思います。民間融資

を支援するというのは一体どういう意味になるのか。むしろ、金融の専門家がよ

く使う言葉で、アンバンドリングという言葉がありますように、金融には色々な

段階があるわけですけれども、資金を調達して、審査をして、貸し付けて、その

債権管理をするという。それを全部フルセットでやる必要はないわけです。その

政策をやらなければいけないところだけはやらなければいけない。そういう意味

でございましたら、これは私も大賛成でございますし、当然そういう方向にいく

と思います。谷垣大臣資料の中に書かれている、一部債権を譲渡するという箇所

は、別に債権を持っている必要はないのではないか。そういうことだったら私は

賛成なのですが、民間融資の拡大を支援するということになりますと、何か今ま

での政策金融に全く新しい政策金融が加わるようなイメージに思える。ちょっと

誤解があるかもしれませんので、これは私も勉強いたしますが、議論していただ

きたいと思います。 

   それについていうならは、私はやはり官が融資をやめるというのが民を育てる

大の方法の一つだと思うのです。これは住宅金融公庫については、まさにそう

いうことが起こったわけでありますので、そういう点は視野に入れて、やめるべ

きものを明確にしていくという姿勢が必要だと思います。 

   第２に、細かいことですが、先ほど言いましたように、谷垣大臣のペーパーの

「政策金融改革のための基本原則」の４．で「ＪＴ、ＮＴＴなどと同様、民営化

できるもの」とありますが、これはＪＴ、ＮＴＴと今回の金融機関の民営化は違

いますので、「郵貯・簡保の民営化と同様」というふうにぜひ書いておいていた

だきたい。これは私の気持ちでございます。 

（与謝野議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今、竹中大臣がおっしゃったことについてですが、確かに政府が融資

をどうしていくかというのは問題があるではないかという視点があると思います

が、私の考え方は、今までなかなか政策金融機関が引くと、本当に民間が出てく

るかということがいろいろ気持ちの上で引っかかりがあってできなかったところ

があるのではないかと。それを克服して、どうしたら民間が出てこられる道を開

くかという手法は何だろうと。主として、そういう視点から勉強させていただい

て、そのために色々なことが必要ですが、例えば初期投資のリスクを軽減すると

いうことかなと。それで、先ほどのような債権を売るというのも、そこの初期投

資を軽減した後はそういう手法がとれるというようなこと。私もまだ漠然として

おりますので、よく詰めてこれから勉強したいと思っております。 

   それから、さっきの御指摘の「ＪＴ、ＮＴＴと同様、民営化できるもの」とい

うようなところは、若干、竹中大臣と私の考えは違うのだろうと思います。私、

危機対応とかというようなものをどうしていくかというような発想がございまし

て、先ほどのような表現になっているわけでございます。 
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（竹中議員） すみません、一点だけ。危機対応の問題は必要だと思います。ただ、

それを民営化された機関に危機対応を求めるという必要はないのではないか。政

策金融機関は残るわけですから、そこで危機対応をやるというのが、私はやはり

国民から見てわかりやすい議論の立て方だと思います。 

（与謝野議員） 本間議員。 

（本間議員） 今、谷垣大臣と竹中大臣のやりとりを伺っておりまして、第１に、政

策金融を見直していくときに、新たな分野に官がコミットし、官の御指導の下で

民が融資を拡大するという発想は精神的なところで少しずれているのではないか

という気がいたします。イコールフッティングにより、官として与えられた部分

がはげ落ち、その結果として、市場の金融機能の正常化によって資源配分の適正

化がなされていくと整理をした方がすっきりするのではないかという気がいたし

ておりまして、その点にコメントさせていただきたいと思います。 

   第２に、私も先ほどプレゼンテーションの中で申し上げました民営化というの

は、いろいろなスタイルがございます。郵貯・簡保の問題、ＮＴＴ、ＪＴの問題。

今回の郵政公社の民営化において、金融事業としての位置付けというのは、一般

法人としての位置付け、民営化ということでございます。これも結果として、竹

中大臣をサポートするような発言になってしまいますけれども、ぜひそこはきち

んとしたスタイルを、どういう意味での民営化なのかということは、今後厳格に

していかなければならないのだろうと思います。 

   第３に、気になりましたのは、貸出残高対ＧＤＰ比半減を10年間と言っておら

れます。例えば、竹中大臣の所掌の公営企業金融公庫を廃止するだけで25兆円が

はげ落ちます。貸出残高90兆円のうちで、民営化で対応できる部分が恐らく45兆

円を超えるだろうと考えておりまして、そうだとすると、もうスタートから半減

ができる。残す部分のサイズを一体どうするかというのは、今後またさらに検討

しなければならないのではないかという気がいたしております。 

（谷垣議員） そこは確かに何を民営化していくかということによっても随分違って

いくと思います。 

（本間議員） それから第４に、竹中大臣から御注文が付きました機能論について。

これをまず整理すると、今日、実は御意見をきちんと伺ってから、我々が勝手に

機能を分類して、そして組織論のところで整理をするということになりますと独

走的な感じもいたしますので、今日、各議員から御議論いただいたことを踏まえ

ながら、改めて民間議員で機能の仕分けの問題と組織の問題について、メニュー

化できればと考えております。与謝野大臣と相談させていただきながら、どのよ

うな形で問題提起させていただくか、今後しっかり努力したいと思っております。 

 以上です。 

（与謝野議員） 他に御発言はございませんか。奥田議員。 

（奥田議員） 民間議員の間でも話があったのですが、竹中大臣からのペーパーの４

番の「国民に分かりにくい疑似民営化とならないようにすべきである。」ですが、

これは我々はよくわかるのですけれども、確かに国民がわかりにくい言葉ですの
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で、今後この「疑似民営化」という言葉はもう少し平易な言葉で言われた方がみ

んなにわかるのではないかと思います。 

（竹中議員） さきほど申し上げたとおりなのですけれども、金融だから、特殊会社

による民営化はだめだということです。商法の一般法人として設立し、そして銀

行法の適用を受けるということです。それがどうしても必要です。そうしないと、

郵政民営化の議論と合わないですよ。 

（小泉議長） 福井総裁、どう思っておられますか。 

（福井議員） 民間議員ペーパーを基本に、まず機能を整理して、そして組織論にき

ちんと結びつけていけばよい。政府の金融として残す部分の組織論については、

エコノミー・オブ・スケールという視点はあまりないのだろうと。やはりエコノ

ミー・オブ・スコープだと。いろいろな機能を一つにまとめる場合に、相互機能

が有機的に結びついて付加価値が高まるようにという感じがよいと思います。単

に寄せ集めますと、かえってエコノミー・オブ・スコープに欠けるようなリスク

もあると思いますので、機能論の延長線上としてまとめることによって、よりそ

の組織が活性化するようなまとめ方がよいのでないかと思っています。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。政策金融改革では、改革をしようという

方向性については、皆さんの意見が一致をしていると思いますが、機能について

は意見の違いもあり、また一段と整理の必要があると思います。機能論をやって

おりますと、組織論もやらないと結局は結論が出ませんので、例えばいま福井総

裁がおっしゃったような組織の問題など、組織についての論点整理もさせていた

だきたいと思っております。 

   それから全体のスケジュールですが、明日から政府・与党での協議会も一応開

催されることになっております。したがいまして、本日は、皆様方からいろいろ

な論点、考え方が出てまいりましたので、議論を引き取らせていただきまして、

次回の諮問会議以降は、先ほど本間議員からもお話がございましたけれども、有

識者の皆様方と御相談した上で機能・組織についての議論を整理した上で、基本

方針策定のためのたたき台を提示させていただきたいと思っております。 

   そういう運びでよろしゅうございましょうか。 

   それでは、次の諮問会議は22日でございますので、それまでに民間有識者の皆

様方とよく御相談をし、また、党の方も自由民主党の合同部会座長の園田議員と

御相談をしながら、きちんとしたものをたたき台としてお出ししたい。場合によ

っては、複数の案をお出しするかもしれません。 

   総理から何か御発言は。 

（小泉議長） 結構です。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。 

（小泉議長） 結構です。 

（与謝野議員） 中馬大臣はここで退室をされます。ありがとうございました。 

（中馬臨時議員退室） 

（川崎臨時議員入室） 
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（与謝野議員） 川崎大臣がお見えになりましたので、次に、社会保障制度改革につ

いて、御審議をいただきます。 

   それでは審議に入りますが、まず、有識者議員から資料が提出されております

ので、御説明をお願いいたします。吉川議員。 

 

○社会保障制度改革について 

（吉川議員） それでは私から、「医療制度改革について」というタイトルで、民間

議員４名の名前が書いてある資料を御説明いたします。 

   現在、厚生労働省あるいは政府・与党により医療制度の改革が本格的に進めら

れておりますが、私どももこの資料に書いてありますが、日本の医療保険制度、

皆保険制度は、大変によい面をたくさん持ったすぐれたシステムと考えておりま

す。この皆保険制度を持続的なものにしたいという点につきましては、全く同じ

考えを持っております。先月、厚生労働省から発表されましたいわゆる試案には、

有益な試算、あるいは有益な提案もたくさん含まれておりますが、まだ我々の目

から見て不十分ではないかと思われるところがありますので、再度ここで医療制

度改革について提案をさせていただきたい、こういうことであります。 

   基本的な問題として、医療制度改革を議論するときに、医療を経済に合わせる

のは無理があるという議論がよくあるわけですが、まず一つは、いわゆる国民医

療費といいますか医療そのものと、保険料あるいは税で見る公的な医療費、それ

は公的な医療給付ですが、これを分けて考えるべきだという考えを持っておりま

す。医療の技術進歩等が起これば、ＧＤＰとの見合いで国民医療費が少し増えて

いくということは、場合によっては合理的なこともあるでしょう。実際多くの先

進国を見ますと、過去30年、40年、国民医療費の対ＧＤＰ比は上がってきており

ます。専門家の書いたものを見てみますと、医療の技術進歩によるところも大き

いということが書いてありますが、そういう面があるのだろうと思います。 

   そういうことはよくわかっているつもりなのですが、しかしながら日本の制度

は、保険としては公的な制度であり、その背後に保険料あるいは税というものが

あるわけですから、この公的医療費、公的な医療給付については、これは負担と

の見合いを考えなければ制度そのものが持続的にならない、とういう考え方をし

ております。 

   ところで、その負担ということになりますと、これは財布の大きさといいます

か、所得にリンクせざるを得ないわけであり、所得というものを国全体で考えま

すと、国内総生産、ＧＤＰ、あるいは国民所得、そこら辺の違いは少し細かいこ

とになりますが、いずれにしても、一国の経済の規模と何らかの関係を持たざる

を得ないだろうということであります。よく知られているとおり、社会保障費、

またその中でもとりわけ医療給付費が今後非常に大きく伸びていくということで

あります。財政再建の問題もございます。公的医療費については、やはり財政再

建との関係も外すことができない視点だろうと思いますので、そのような観点か

 14



 
平成 17 年第 25 回 議事録 

 
ら、医療給付の伸びについては何らかの管理目標が必要であり、そうでなければ、

これは大変大きなお金でありますし、とうてい本気で管理することはできないだ

ろうというのが諮問会議での議論であったと思います。今年の初めから、諮問会

議でもこの問題は何遍も議論してきたと思います。10月27日前回この問題を議論

した諮問会議でも、総理から何らかの管理目標が必要なのではないかという御指

示があったと私どもは理解しております。 

   そこで、紙にも書いてあります第１点目です。医療給付費の伸びを国民が負担

可能な範囲内に抑えるための仕組みを導入すべきだ。具体的にいいますと、国レ

ベルでの事前的な数値目標を設定する必要がある。こうした中期的な数値目標を

設定した上で、国全体の医療政策にＰＤＣＡサイクルをきちんと導入するべきだ

と、こういうことを言っております。 

   この点について時々誤解が生じるわけでありますが、国全体の経済の規模、例

えばＧＤＰということですが、当然、これは年々変動いたします。年々歳々変動

するたびに目標を変えるのか、そういう問題があると言われますが、もちろん、

そういうことを私たちは申し上げているわけではない。これは中間的な目標です

ので、例えば、５年というタームで考える。こうしたことを言っているわけであ

ります。またもう一つの誤解としては、こうした経済の規模と医療給付費をリン

クさせた場合、仮にその目標と一致しない、それを超過したときに医療政策につ

いて、何かペナルティを科すようなことをするのか。これは乱暴すぎるのではな

いか、こういう議論もございます。この点についても、この諮問会議では繰り返

し議論してきたと思いますが、我々民間議員は、そのようなことを提案している

わけではございません。 

   年金と違って医療の場合には、個々の医療行為は個別ですべて違うわけですし、

医療の施策・政策というのは、ミクロの積み上げでなければならないということ

は、私どもも十分に理解しております。それをやられるのは厚生労働省の仕事だ

と考えており、我々が言っているマクロの目標というのは、厚生労働省がミクロ

の医療の施策を積み上げてやるときに、全体としての公的医療給付をしかるべく

抑えるためのＰＤＣＡのための中間目標である、あくまでもそういうものとして

位置付けております。したがって、乱暴なことにならないかという議論に対して

は、そもそも、それをやられるのは厚生労働省ですから、厚生労働省が乱暴なこ

とをされなければ、乱暴なことにはなり得ない筋合いであります。こういうこと

をぜひとも御理解いだければと思います。 

   前回の諮問会議で、厚生労働省の試案について一つ問題点として指摘しました

のは、厚生労働省で現在2025年を目標にして、例えば糖尿病等成人病を抑えてい

く、事前に予防するということを提案されている。そのことには何の異存もなく、

大変結構なことだと思っております。健康寿命も増進することになるだろう。大

変結構ですが、しかし何といっても20年先の見通しというだけでは、これではや

やおぼつかないのではないか。やはり足下５年、つまり2010年でのはっきりとし

た目標、厚生労働省は見通しというふうに言われるのですが、私どもとしては、
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縷々述べているような視点から事前の管理目標を設ける必要がある、このように

言っているわけであります。 

   この点、既に繰り返しこの諮問会議で議論してきているわけですから、今、説

明しましたような視点での2010年を目標とした事前的なマクロの管理目標を設け

ること、その上で、国全体のＰＤＣＡサイクルを行うという点については、でき

れば次回の諮問会議で合意をすることが必要なのではないかと、このように考え

ております。 

    以上が一番大切な点で、この紙に戻りますと、第２点目では、国と自治体の役

割と責任の明確化、そして協力関係の構築。もともと厚生労働省の試案では、地

方に対して何らかの目標を掲げて、ＰＤＣＡサイクルをするようにとを言われて

いるわけですが、その点は大変結構だと思います。しかし、地方についてそうい

うことを言われるわけですから、国全体についても同じようなことをする必要が

あるだろう。 

   第３点目は質の向上と効率化。これも言われて久しいわけでありますが、医療

の標準化、レセプト・オンライン化とＩＴ化、こうした医療サービス向上プログ

ラムを強力に進める必要がある。 

   以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、川崎大臣から資料の提出が

ありますので、御説明をお願いします。 

（川崎臨時議員） 今、吉川議員から、まず現状については評価をいただくと、確か

にＧＤＰ比では17番、世界的に一人当たりにすれば９番というところにあります

ので、そこは御評価いただいたと思います。しかし20年後、私がよく使うのです

けれども、団塊の世代の我々が後期高齢者（75歳以上）になったとき、人口が1,000

万人から2,000 万人になる。したがって、そのピーク時の医療費は、単純に計算

すると56兆円という数字になる。これを抑制、削減する方法を考えなければなら

ない、こういうところまではまず一致しているのだろうと思っております。その

一致した目標がある中で、どのような手段をとっていくのかというところが多少

言葉の表現で違うのかなと、こう思います。 

   我々としては、生活習慣病や平均在院日数という医療費を押し上げている 大

要素に着目し、これを医療の実態に即した政策目標を設定する。そしてこの作業

をやっていきますのは、基本的には都道府県の協力を得なければできない、こう

いう認識を持っております。したがいまして、中長期的な医療費適正化方策は、

医療費適正化計画の仕組みについて、都道府県と国が共同して責任を負う。国は、

都道府県の医療費適正化計画の指針となる基本方針を策定するほか、医療適正化

計画の後押しとなるよう診療報酬の改定を行う。それから財政面・人材面での支

援を行う。また、計画終了時にその検証を行って、その結果を踏まえた実績評価

措置を行うということになっております。 

   そういう意味では上からの数字というよりは、都道府県なり地域なりから汲み

上げられた政策や実行そのものを積み上げて目標としていかなければならないな
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と。要はトップダウンでいくのか、できるだけ各県で政策目標を実行する。 終

的にはベッド数になると思います。そういったものを知事の皆様方にお願いをし

ながら、その計画を積み上げた上でやっていかなければならないのかなと、こう

思っております。 

   それから医療費適正化計画については、今日も朝やりましたけれども、政府・

与党の医療改革協議会において、今日が２回目でございますけれども、議論を始

めたところだということで御理解をいただきたいと思います。 

   個別の方策の積み上げと今申し上げた診療報酬の改定、これを中期的な医療給

付費を含めて将来の医療給付費の見通しを示す。先ほどから見通しではいかん、

目標だと言われますけれども、見通しを示す、そして一方で、私どもの検証の目

安として、その時点の日本の経済規模というものも当然照らし合わせて評価しな

ければならないというように思っております。 

   ただ、今、吉川議員も御指摘いただきましたように、それが各県なり、また国

全体でもそうでありますけれども、乖離した場合に、ペナルティを科すようなこ

とはしないのだという御指摘いただきました。そこが頭から出ることにつきまし

ては、これから都道府県との話し合いが始まる。また医師、歯科医師、薬剤師、

現実に医療行為を行われている方々との話し合いを煮詰めながら目標を定めてい

かなければならないということで、そういった意味では、初めから目標値をきち

んと決めながらやるということについて、私ども手法の問題として下から徐々に

方策等を積み上げながらやっていきたいということを申し上げております。また、

５年ぐらいの見通しを出せということなら、その見通しも出すことはやぶさかで

ないと、こう思っております。 

   それから、医療の標準化・ＩＴ化につきましては、今日も与党の医療改革協議

会で随分御指摘がございました。本当に具体化に向けて計画的に進めなければな

らない、こう思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、御意見があれば承りたいと思

いますが。どうぞ。 

（竹中議員） これは今、川崎大臣もおっしゃいましたが、国と地方の協力・共同が

大変重要である。国の役割が重要だということは、民間議員ももう既に御指摘く

ださいましたので、その上で厚労省と総務省がしっかりとすり合わせをしていく

問題だと思っております。現状での問題点としては、医療費適正化に資するよう

な実質的な権限がどの程度地方にあるのかと、そういう点が問題になるわけです。

地方から言うと、権限もないのに実質的なペナルティのようなものを課せられる

ような措置になると、これは困るというような議論があることはあります。そう

いった点を踏まえて、ここは厚労省と総務省でよくすり合わせていきたいという

ふうに思います。 

（与謝野議員） 他に御意見は。吉川議員。 

（吉川議員） 川崎大臣には、既に私どもの申し上げていることは御理解いただいて

いるわけで、繰り返しになって大変恐縮なのですが、もう一度繰り返させていた
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だきますと、私たちとしては見通しということではなくて、目標を設ける必要が

ある。大臣は、目標を掲げるときに、ただマクロの経済の指標だけでやるのはい

かがなものか、ミクロの積み上げが必要だ、とおっしゃった点は私も理解できま

す。つまり、目標自体をマクロの数字とミクロの積み上げと両方ですり合わせる

というようなことは考えられるのかもしれません。しかしながら、いずれにせよ

事前的な目標として５年間くらい、2010年くらいのところで管理目標を、見通し

ではなくて目標をもって、その上で厚労省として国全体の医療政策についてＰＤ

ＣＡをきちんとやることが必要なのではないか。それをやらないと、公的医療費

の全体を抑えていくことは実際上不可能なのではないかと私どもは考えておりま

す。 

  以上です。 

（与謝野議員） 本間議員。 

（本間議員） 吉川議員の方から、今回も、さらに前回、前々回もいろいろな形でこ

の問題を提起させていただいているのですけれども、これまでのやり方は、見通

しということで医療費の推計が改定されているわけですが、直近の動きを外挿的

に伸ばして推計をした結果、常に高めの見通しが推定の結果として出てまいりま

す。そしてその高いところから、どういう形でその下方修正をしていくかという

ことが、いつもパターンとして削られたというイメージにつながっていくわけで

すが、改定ごとにかなりレベルダウンをしていくというのがこの見直しの癖でご

ざいまして、そういう点から言いますと、やはりこの５年間の集中改革期間にお

ける伸び方の方向性をどのようにきちんと今回ＰＤＣＡサイクルの中に織り込ん

でいくかということが、見通しの正確さと目標管理のすり合わせという点では非

常に重要なポイントになってくるのではないかという気がいたします。 

   我々は、2010年を過ぎたところで、経済財政全般としてはプライマリーバラン

スの解消という問題を抱えております。初期の５年程度の中でこれをきちんと織

り込みますと、あとは自動的にメカニズムとして働くと考えられますので、ぜひ

今回の御議論の中で見通しと目標というものの意味をきちんと整理をしながら、

その検証結果をミクロの部分と接合するようなシステムづくりについて、ぜひ厚

生労働大臣として指導性を発揮していただきたいと思っております。 

（与謝野議員） 川崎大臣。 

（川崎臨時議員） まず、今の５か年計画のような話ですけれども、来年の計画につ

いては、まさに予算の枠の中にきちんと決められる、 終的に12月までには結論

は得るという話になると思うのです。もう一つは中長期的な話として、2025年問

題を我々は強く意識をいたしております。その数字をどういうふうにお互いに認

識していくか、大事な話だろうと。一方で私自身は、正直言って民間会社で、松

下電器で企画をやっていた人間ですけれども、やはり現場としては都道府県が第

一になっていく。適正化計画も、入院や予防という問題も、基本的には都道府県

が主体になりながら国が共同してその責任に当たるということでありますので、

キャップのようにはめるということについてはどうであろうかということを申し
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上げている。ただ、見通しなり、25年の問題なり、これから５年後の問題なり、

ある程度の数字を出しながら議論しなければならないということはよくわかりま

すと申し上げております。しかし、それを目標管理の手法できちんとはめてしま

うということについては、もう少し幅のある御議論をいただければありがたいな

と思っています。 

（与謝野議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 民間議員ペーパーの「３．質の向上と効率化」の 後のパラグラフで

すが、「医療サービス向上プログラムを強力に進めるべき」という、言ってみれ

ば抽象的な表現もあるのですが、私はこれを具体的に言えば、やはり責任主体と

か、あるいは数値目標、あるいは期限、こういうものを明確にした工程表を作成

して、それに基づいて推進をしていく必要がある。それをやらないと、いつまで

もこういう抽象的な表現で「進めるべきだ」というだけで終わってしまう可能性

があるわけです。こういう表現はもう少しきつく、きつくというと変ですが、正

確に言った方がよいのではないかと思います。 

（与謝野議員）  他に。川崎大臣。 

（川崎臨時議員） 今朝も省庁へ協力をお願いしたところでございます。ただ、実施

主体がどうしても医療機関になりますので、そことの議論はこれからでございま

す。 

（与謝野議員）  牛尾議員。 

（牛尾議員） これはずっともう４、５回、この６か月やっている問題なのですけれ

ども、今日の川崎大臣のお話を聞いていて、総額にはめるというと、考え方とし

ては一本ではないけれども、結果としては非常に近いところまで来ているという

印象を持ちますので、この流れの中で具体的にもう１、２歩進んでいけば、かな

り国と地方との関係も含めて前進があるのではないかという印象を持ちましたの

で、評価をしたいと思っております。 

（与謝野議員）  それでは、一応、今日のところは次のようにいたしたいと思います。 

   この医療制度改革については、諮問会議で随分長い間議論をされてこられたわ

けですが、医療給付費の総額の伸びについて、経済・財政の観点から中期的な管

理目標が必要であること。第２には、この管理目標とミクロの施策の接点を見出

す努力が必要であることについては、もちろん、川崎厚生労働大臣は若干御意見

は違うわけでございますが、概ねコンセンサスもございますし、総理大臣の御指

示もあるものと承知しております。 

   したがいまして、今日はこれについて結論を出すということではなくて、次回

は医療給付費の伸びの中期的な管理目標をつくることについて、コンセンサスを

つくるための努力をさせていただきたいと思います。そしてその上で、政府・与

党の医療改革協議会に申し入れることといたしたいと思います。 

   厚生労働大臣におかれましては、諮問会議の議論を踏まえた上で、御決断をし

ていただければと考えております。 

   私としては、先週から始まりました政府・与党の医療改革協議会で諮問会議の
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考え方を引き続きしっかりと伝えていきたいと思います。 

   それでは、総理から何か御発言はあるでしょうか。 

（小泉議長） 結構ですよ。 

（与謝野議員） それでは次に、政府の資産・債務管理について、御審議をいただきま

す。 

   まず、有識者議員から資料が提出されておりますので、本間議員から御説明を

お願いいたします。 

 

○政府の資産・債務管理について 

（本間議員） それでは、私の方から政府の資産・債務改革について報告をさせてい

ただきます。 

   「小さくて効率的な政府」を実現していく場合に、フローの予算だけで見てお

りますと、問題の本質を見落とす危険性がございます。ストックベースで債権、

債務が一体どのような形になっているかをきちんと検討し、そしてフローとの関

わり方というものを検証していくというフィードバックシステムがなければ、予

算全体の効率化はできないと考えております。 

   このような考え方の下、資産・債務管理の強化の必要性については本年３月に

問題提起をさせていただき、５月に論点整理をさせていただいたところでありま

す。その後、６月の「基本方針2005」で、資産・債務の在り方について基本方針

を明らかにするということを明示していただきました。経済財政諮問会議では、

今月を目途に基本的な方針をとりまとめていただきたいと考えるところでありま

す。 

   今日、たたき台として出させていただいておりますのは２つ項目を立てており

ます。１つは、政府の資産・債務規模の縮減についてであります。もう１つは、

政府の資産・債務の管理の在り方についてであります。 

第１の資産・債務の規模、量の問題につきましては、付属の資料を見ていただ

きたいと思いますが、我が国は700兆円規模のバランスシート上の大きさを誇って

おります。これは対ＧＤＰ比でアメリカに比べますと10倍ぐらいあるということ

でございます。規模が大きいということは、操作性において非常に政策当局者に

とっては便利な部分もあるわけですが、その管理を効率的に行うためには、公会

計の制度等について十分な準備が必要になってまいります。フロー中心主義、単

年度予算主義の中で、これまできちんとした形で適正な規模について議論がされ

てこなかったのではないかと。 

今回、具体的に基本方針として政府の金融資産残高の対名目ＧＤＰ比を今後10

年間で概ね半減させるという長期的な目標を求めております。そしてその上で、

金融資産だけではなく、実物資産においても売却可能な国有財産について精査を

し、一層の売却を進めるよう努力すべきだということを書いております。 

   政府資産がスリム化するということは、国の財政、フローからの問題にも大き

く寄与すると同時に、スケールが小さいということは、金利変動等が起こった場
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合にリスクを小さくするという効果があります。金融資産及び実物資産の双方で

積極的にスリム化を加速するような努力というものを要請いたしております。も

ちろん、谷垣大臣が御主張されておられるように、外為資金や年金の寄託金等は

一定の政策目標を持っておりますので、これについてスリム化しようというよう

なことまで申しているわけではございません。 

   第２は、政府の資産・債務の管理の在り方についてであります。政府の資産・

債務の管理については、財政投融資改革や、あるいは国有財産の議論の中で、財

務省がこの３、４年間非常に大きな努力をされているということは、私も財政制

度等審議会の部会長等も務めておりましてよく理解をしているところであります

が、この従来の制度の中における議論と同時に、それを超えた形で市場との関係、

あるいは実際の経済のリアリティの観点においてもう少し幅広く議論を詰めるべ

きではないかということで、今年５月18日の論点整理に基づきまして、外部有識

者の協力を得てワーキンググループを設置いたしました。お手元に「政府の資産・

債務管理の在り方について」という報告書をお示しさせていただいておりますが、

ロバート・フェルドマンさん等著名なエコノミストに入っていただきました。ま

た、財務省の理財局も一緒の席に座って深掘りをしたというのが、この資産・債

務管理の在り方についてのリポートでございます。この検討結果をぜひ参考にし

ていただいて、政府の資産・債務規模の縮減を推進していただくと同時に、具体

的な方策や情報開示の徹底について議論をし、基本的な方針としてまとめていた

だきたいと考えております。 

   ワーキンググループの検討結果については、この報告書にお示ししたとおりで

ありますが、簡単にその要点を紹介させていただきたいと思います。 

   まず第１は、庁舎等の国有財産について、保有するか、売却して賃借するか等

を検討していく必要性があるということであります。これは有効に国有財産が活

用されているかどうか等のチェックをいたしますときに必要になってくるもので

ございまして、実勢に合った売却収入や民間が保有した場合に生み出すことがで

きる利益、あるいは機会費用というものを考慮して、経済との連動性というもの

をきちんと精査した上で、売却するか否かということ、あるいは賃借するかどう

かということを検討すべきであるということをこのリポートでは言っております。 

   第２に、庁舎等の国有財産の売却を検討する際には、証券化等の手法の活用を

検討すべきである。これは民間の不良債権等の処理の中で、特別目的会社（ＳＰ

Ｃ）の設立等において、債権・資産と債務を両方圧縮する手段として証券化とい

うのは極めて有効に機能したわけでありますが、国においても、このような手法

というのを積極的に活用する必要性があると考えております。また、貸付等残高

の大きい金融資産についても証券化をして将来発生すべき利益との関係の中でこ

の証券価値というものを設定しながら、両建てとしての資産・債務というものを

軽減していくということが必要であろうと思います。 

   第３は、財政制度等審議会の国有財産制度部会で、効率性を一層重視した国有

財産行政への転換に向けて、法改正を必要とする事項を中心に中間報告がまとめ
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られております。今後、同部会での審議結果も踏まえて、国有財産の管理処分の

効率化を進めること、リースバックの適用についても検討していく必要性があろ

うかと考えられております。国有財産は、公物管理という観点から余り利用させ

ないということを前提にしながら法制的な枠組みができておりまして、必ずしも

効率的な活用や資産処分の機動性というものが担保されないという欠陥を持って

おります。ぜひ、この点についても深堀をして検討する必要性があろうかと思い

ます。 

   後に、金融環境の変更が見込まれる中で、国債管理政策の重要性が高まって

まいります。安定消化を確保しつつ、各種のリスクを勘案しながら利払いを 小

化する。中長期的にこれを抑制するという観点から、国債管理部門の専門家集団

としての一層の向上に努めるべきであろうと考えます。国債管理専門の審議官の

ポストなどを設置し、あるいは民間の専門家を財務省の中に活用するというよう

なこともやっておりますけれども、もう一段の機能強化というものが求められる

と考えております。 

   いずれにいたしましても、財政投融資改革による財政融資資金の縮減を維持し、

全体としての資産・債務規模の縮減を推進していく。そしてそれを国民に情報開

示していくということが、これからの行財政改革、今後の歳入・歳出の一体的改

革においても重要な宿題であろうと考えておりますので、以上の論点を反映し、

基本方針につなげていくことをお願いしたいと思います。 

   以上です。 

（与謝野議員） それでは、谷垣大臣から発言をお願いします。 

（谷垣議員） 財政健全化に取り組む必要に照らしましても、政府の資産・債務管理

は大変重要な課題であると考えております。今、本間先生の御指摘の点も踏まえ

まして、今後基本的な方針のとりまとめに私どもとしても積極的に対応していき

たいと考えております。 

そこで金融資産のスリム化ですが、今、御指摘のように半減ということになり

ますと100兆円を優に超える規模の減額が必要ということになるわけでございま

すが、これは「小さくて効率的な政府」を目指す観点から、やはり大事な目標で

あると思っております。そこで金融資産の主要な部分を示しているのは財政投融

資でございますが、財投改革で事業の見直しを進めたことを反映しまして、今、

ストックはピーク時の７割程度となっているところでございます。それで金融資

産残高の名目ＧＤＰ比を今後10年間で半減させるといったことを長期的な目安と

して、財政政策としての役割を勘案しながら、今後残高の縮減を図っていきたい

と思っております。 

   それから次に国有財産行政におきましては、ペーパーで指摘されましたような

売却可能な国有財産の一層の売却促進に努める。それから国有財産の管理処分を

一層効率的に行うということを御指摘いただいたわけであります。それから先週、

財政制度等審議会から中間答申をいただいたところでございますが、その内容に

つきましては、お手元に資料もお出ししておりますが、庁舎の効率的な使用や民
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間利用の促進、国有財産の有効活用・民間開放といったことを図れということで

ございますし、売却が難しい国有財産も工夫して早期に売却することが適当であ

るという御指摘をいただいているので、この財制審の方向は、民間議員の御指摘

とも方向は沿うものではないかと思っております。 

   こういう方向に沿って、効率性をより重視した国有財産行政の改革を力の限り

押し進める必要があると思いますが、このため必要な制度改正が早期に実現する

ように、次期通常国会へ法案を提出したいと考えておりまして、今後、国有財産

法等の改正案の作成作業を急ぎたいと考えております。 

   以上でございます。 

（与謝野議員）  次に、竹中大臣から御説明をお願いします。 

（竹中議員） 資料を用意してありますが、その前に今日、私はこの民間議員ペーパ

ーを昼ごろ見せていただきまして、正直言って少々驚いたのでございます。今ま

で民間議員が言っておられたことから見ると、かなり控え目な御提言なのではな

いかというのが正直なところであります。 

   まず、ストック面に着目した改革を提言しているという点は、これはまさに評

価できるところだと思います。ただし、これはできてくるのが金融資産残高の対

名目ＧＤＰ比を概ね半減させる。しかもそれを目安でやるということで、その他

の不動産等々については、一層の売却促進というわけでございますが、いろいろ

難しい問題があるのは私も理解しておりますが、果たしてこういう目標で本当に

国民は納得するのかなというのが正直なところでございます。 

   金融資産に関しましては、残高は、御承知のように、ここ３年間毎年５％ぐら

い減っています。もちろん、これは皆努力をして減っているわけですけれども、

今の努力を10年間続けたら、５％で10年だから50％ぐらい当然減るわけです。か

つその間、名目ＧＤＰはどんどん増えていきますから、ほとんど自然体でこれは

実現してしまうのではないかというのが私の率直な印象であります。その意味で

は、もっと高い目標、前回総理が高い目標を掲げようとおっしゃいましたから申

し上げますけれども、そういう点を示さないと、今後、税負担等々議論するとき

に、国民はなかなか納得できないのではないのかなと思います。 

   それと、不動産等々の売却について、ぜひ２点申し上げたいのですが、１つは、

「民間ができることは民間で」ということを考えますと、実は今、ある種政府は

不動産業をやっているんだと思います。有用なのは、そのためにものすごい人員

を割いているということです。これはぜひ谷垣大臣に一度御検証いただければな

と思うのですが、財務局のかなりの部分の方は国有財産管理をやっておられるの

ではないのでしょうか。財務局で4,600人ぐらいと聞いておりますけれども、それ

は1,000人から2,000人とか、そのぐらいのオーダーの方が不動産管理をやってい

る。これは実は郵政民営化も郵政公社を民営化すれば、それを管理していた郵政

行政局というのは要らなくなり、その分、政府が軽くなるわけで、そういう効果

がものすごく大きい。この点は実は不動産管理、国有財産管理に関しては、非常

に大きな数が携わっていると思います。 
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   それと、これは国民感情として、例えば、すぐそこのアークヒルズのそばに泉

ガーデンタワーという東京でも非常に有名な超高層マンションが建っているわけ

ですが、そのすぐ隣に宿舎があるわけです。それが８階建てとか９階建てとか有

効利用されていなくて、そういうことを見ていると、政府は本当に明確な目標を

立てて厳しくそういう管理・資産処分をやっているということが納得してもらえ

ないと、とてもこの先には行けないと思うのです。 

   もう一点は、これに関しては、あの一等地を国が宿舎として使っているために、

例えば本来だったら40階建てを建てられるところが８階建てとなり、そうすると

９階から40階までの東京のリソースが有効活用されていないという非常に重要な

経済的側面があると思うのです。したがいまして、この点に関しては明確な、何

か国民の目から見ても政府はよくやっていると思われるような目標をぜひ立てる

必要がある。それが基本方針に織り込まれなければいけないのではないかと思い

ます。 

   そうした観点から、今日の資料を書かせていただいていますけれども、１番は、

頑張らなければいけないということを書いているのですが、２番は、先ほど本間

先生が御紹介をくださいました報告書ですね。 

   これは民間のワーキンググループの中には色々な良い意見が書かれておりまし

て、金融資産のみならず、政府全体の資産を対象にすべきではないのか、そして

政府自らが庁舎等の国有財産の売却を進め、姿勢を明確にするということ。そし

て貸付金等を証券化することによって資産を圧縮するとともに、債務を削減する

ことが可能。先ほどこれも本間先生がおっしゃいましたように、国債管理に関す

る専門家集団の結成に努めるべき。 

   ３番目は、特別会計も大胆に取り組むべき。この問題は、やはり今後国民の目

にさらされるという点から、政府の姿勢をかなり強烈に示していく必要があるの

ではないかと思っております。 

（与謝野議員）  今の点ですけれども、先祖伝来の資産は売ればお金になるのですが、

バランスシートは資産と負債と両建てになっているので、資産を減らして負債を

減らすというのは、要するに借金で買ったものを売るというだけの話で、それを

返す……。 

（竹中議員） 借金が減ることに意味があるという説明ですね。 

（与謝野議員）  それはリスクが減るという意味で意味があるので、考え方としては、

この中にも書いてありますけれども、やはり不要不急の土地を含めた国有財産を

ちゃんと処分をして、財政再建に資するようにすると。その点では民間の議員の

方の御提言は、私は非常に大胆な高い目標だろうと思っておりまして、要らない

ものは一切持たないという思想で貫かれていると思っておりますけど。 

   よろしゅうございますか。 

   今、いろいろな議論がございましたが、政府の資産・債務の改革は、「小さく

て効率的な政府」を実現するための取組みであるということにつきましては、こ

れが一番大事な点であると思っております。政府資産がスリム化されることによ

 24



 
平成 17 年第 25 回 議事録 

 
り国の財政に寄与できると。また、内在する金利変動等のリスクの軽減に資する

という意味でも、私は重要な改革であると思っております。 

   11月中のとりまとめを予定している基本的な方針において、資産残高の対名目

ＧＤＰ比を、今後10年間で概ね半減させるという長期的な目安を示すことについ

ては概ね合意がありましたけれども、御指摘の中でありましたように、何を半減

するかについてはさらにきちんとした検討をいたしたいと思っております。 

（竹中議員） ぜひ金融資産に限定しない、より明確な目標を、私はぜひ諮問会議で

議論をしていただきたいと思います。 

（与謝野議員）  ただ、バランスシートだけ見てみますと、年金で預かっているお金

など、そういうものがみんなバランスシートへ計上されているわけであり、そう

いうものを除いたものでないと半減目標というのは多分できないのではないかな

と直感的に思います。次の機会までには、きちんと何を半減目標にするかという

ことはお示ししたいと思います。 

（竹中議員） ぜひお願いします。 

（本間議員） 御指摘を踏まえて、より明確な整理をさせていただきたいと思います。 

（牛尾議員） やはり、これはいろいろなところからの見解があって、できるだけ資

産・債務の実態をあらゆる機会にオープンにして示すことが問題の解決にプラス

になると思うので、どのぐらい売れるものがあるのかということも、皆金額が違

いますし、現段階でオープンにできるものは一度オープンにしてみる。その結果、

皆が関心を持つことが大事であると思うので、そういう点も考えたら良いと思い

ます。 

（与謝野議員）  次の機会にはそういうことで、何を半減するかについて検討を進め

て御報告を申し上げたいと思います。そして次回の議論では、基本的な方針のと

りまとめ案について議論をさせていただければと思っております。 

   総理より、何か。 

（小泉議長） 国有財産の売却や管理ね、これは確かに民間の視点が必要じゃないか。

考えてみれば、建設省の時代に、住宅・都市整備公団、住宅金融公庫があり、建

設省が銀行と不動産をやっていたようなものだ。それは廃止できたでしょう。今、

２台とか３台しか入らない三角地帯にも民間駐車場つくっているよ。有効利用。

国有財産の有効利用というもの、これは役所がやっていたのではだめなのではな

いか。こんな眠っている国有財産があるぞと、民間に売れば売れる、使えば使え

る。住宅だってそうだ、みんな役所別でしょう。あれをもっと統合的に有効に考

えたらよいのではないか。そういう点ね、考えてみれば、国有財産の管理は今み

んな役所がやっているのだけれども、民間経営者の視点を入れることは大事だな。 

（谷垣議員） 今、総理がおっしゃった点についても、国有財産法をやっぱりきちん

と精査し改正して、効率性とか今のような視点を入れていくことを少し考えませ

んと、現状の国有財産法ではなかなか動かないということだろうと思いますので、

我々、今、財制審で中間答申をしていただいたわけですが、そこのところはよく

詰めて考えていきたいと思います。 
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（小泉議長） どうしたらできるか、現行法じゃできないのだから。 

（谷垣議員） 現行法では難しいのです。 

（本間議員） 報告書の９ページに、今、総理が御指摘の「民間の専門家の意見も十

分に聞きながら一層の検討を行い」ということを入れております。財務省の国有

財産の部会には、例えば不動産を扱う専門家などが幾分不十分ですが、あらゆる

施設、あるいは官舎等もチェックするような大がかりな調査をして、民間の視点

でどういう形でそれを証券化するなり、建替えるなり、そういう計画を今つくっ

ていく段階にあると思います。 

（小泉議長） 情報を出すことです。 

（本間議員） はい。 

（与謝野議員）  それはよろしゅうございますか。 

   それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。長

時間ありがとうございました。 

 

（以 上） 


