
平成 17 年第 25 回経済財政諮問会議議事要旨 
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（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

○	 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）
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（概要） 

○公務員の総人件費改革について 

（与謝野議員） 「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」の案をとりまとめた。前回の民間議員御

提案の文案から、次の２点を修正したので報告する。 

１点目は、地方公務員に関して、「一層の」という言葉を入れ、純減の上積みが

確保されるよう取組むとした。 

２点目は取組体制だが、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月ごろまでに成案を政府の方針とし

て決定する。」旨、記している。これは、実行計画で年末に結論に至らなかった個

別の取組について成案を得る 終期限を明記したものである。 

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。」と明記している。 

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、民間議員の文案どおりにしている。 

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、具体的な取組に向けては必要かと思うので、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う。 

さらに、公務員給与の在り方のそもそも論について、公務員の労働基本権や人事

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う。 

以上、これまでの御議論を踏まえ、案をとりまとめたので、審議をお願いする。

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

行政改革担当大臣が行うと書いてあるので、私が担当することになる。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、全力を挙げて実行計画のとりまとめに当たる所存である。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。 

（与謝野議員）	 他に御意見がなければ、配付した案を諮問会議決定とするがよろしい

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

く。 

また、中馬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する。 

○政策金融改革について 

（本間議員） 資料「政策金融改革について」を説明する。 

10 月 27 日に、民間議員所見を出させていただいたが、これに基づき、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資料である。基本的な考え

方は前回と同様であり、前回は問題提起型にしているが、今回は断定調に書かせて

いただいている。 

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
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革との整合性」。それぞれについて整理している。 

   まず、「民業補完の徹底」であるが、我々としては、政策金融の役割は基本的に

終わったと認識するところから出発すべきと考えている。 

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

ている。 

また、対象分野であるが、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ている。

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である。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

集約し総理直属とすべきである。 

   ２  の「新しい仕組みの在り方」について、政策金融として、このような機能を残

すということだが、今後３年間をかけて平成 20 年度より組織を大胆に整理統合す

る必要があるし、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

ると考えている。 

また、撤退すべき政策金融については、一定の準備期間、例えば３年以内の準備

期間を経て、完全民営化または廃止というきちんとした形態に整理をするというこ

とである。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

みを考えていくことが妥当である。 

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る。また、政策の効果を判断する評価組織を

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。 

また原則、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う。 

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」である。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

に進めるべきである。 

後に、例えば中小企業基盤整備機構のような独立行政法人や、また例えば道路

開発振興センターのような公益法人による同様の金融業務についても、きちんと見

直しを実施すべきである。 

（谷垣議員） 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

てこれるか、そのための知恵を出して欲しい、と御指示いただき、これを受け、私

自身が所管している国際協力銀行、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫を中心に、

機能論の面から整理したものである。 

   資料「政策金融の機能の見直しと手法の転換」について、基本的な考え方として、

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ある。 

前回、本間議員、福井議員から、政策金融で存続する場合でも、継続的に市場化
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テストを行って監視していくべきである、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いう論点を踏まえて、「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

で検討したものである。 

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ある。 

新しい金融手法の具体的な例については、２ページ目をご覧いただきたい。 

３ページであるが、具体的な改革案として、国際協力銀行については対象を絞る

とともに、手法を革新する必要がある。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、ＪＢＩ 

Ｃとしての一体性は必要ではないかと思うが、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いる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意見も強くあり、非常に不安があるが、この際思い切った方

がよいのではないかと思う。この辺は、経団連でも意見をとりまとめたようなので、

奥田議員の御意見も伺いたい。 

４ページに、日本政策投資銀行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、国民生活金融公庫で

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いる。 

以上、３つの機関を中心に説明したが、他の機関についても、同じような考え方

が可能であると思う。なお、半官半民である商工中金や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、別途の議論が必要と思う。 

以上に加え、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る。以上が

機能・手法についての案である。 

これを踏まえ、基本方針のとりまとめに向け、私が考える基本原則を別紙にまと

めた。 

第１に、先ほど申しあげた対象分野の厳選と、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。 

第２に、貸出残高対ＧＤＰ比、10 年で半減する。 

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ある。

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う。 

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たの

で、今回は省かせていただく。 

なお、組織については、本日の議論等を踏まえて、与謝野議員とも相談してまい

りたい。 

（二階議員） ペーパーに沿って説明させていただく。 
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第１に、原則について。政策金融改革の基本方針については、まず、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いきたいと思う。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らない。 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。 

第２に、商工組合中央金庫について。商工中金は、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、中小企業者の協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。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る。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。融資原資を市場から調達している商工中金の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らない。 

第３に、中小企業金融公庫について。官と民の関係において、これまで中小企業

に対する政府系金融機関が果たしてきた役割について申し上げたい。 

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

が追いかけたことはしばしば論じられているところ。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た。これに

対し、中小公庫は、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る。改革の手を緩めてよいというわけではな

いが、こうした気概も今後大事にいきたいと思う。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。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が必要。例えば、国民生活金融公庫との統合等も視野

に入れるべきだろう。また中小公庫の機能面では、政策目的の明確な融資、保証、

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。 

（竹中議員） ６つのポイントについて申し上げる。 

第１に、これは私の決意だが、総務省は総務省設置法において、特殊法人や特殊

会社の新設・改廃の審査権限を有しているので、その立場から、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いる。 

第２に、政策金融として残すべき機能について。これはまさに機能論としては一

番ここが重要なわけで、実は本当であれば今日はこういうことをやっていただきた

かったが、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だと思う。それに関しては、民間議員が大変重みのあるヒアリ

ングをやって下さり、その所見がすでに示されているので、その民間議員の所見の

骨格をぜひ堅持して、機能の峻別を行っていただきたい。 

第３に、政策金融として残すべき機能をどういう組織で担うかについて。今日は

組織論をやるつもりはないが、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、行革の精神から考えて当然のことであろうかと思う。 

そしてこの点に関して、もう１つ申し上げる。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ったが、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。したがって、金融判断
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を行えるトップを配置するということに徹する必要があるのではないか。そうする

と、金融判断を行えるのは決して役人ではないから、トップが天下りというのは、

やはりおかしいということが自ずとわかってくるのではないか。 

第４に、これは大変重要な一つの理念・哲学の問題であると思うので、ぜひ申し

述べておきたい。政策金融から撤退すべき機能が当然出てくるが、その場合、方法

は２つしかないわけで、民営化をするか、廃止をするかになる。そして、平成 20 

年度までに民営化するものは民間化するわけだが、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う。つまり、郵政民営化法案の

時にさんざん議論をしたわけだが、民営化をするに当たり、郵便事業は特殊会社に

したが、金融事業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。

それは金融というのは、ＪＲやＪＴやＮＴＴとは違い、特に国家の関与を排さなけ

ればいけない。そのため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ことが必要だ。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

いけないと思う。そうしないと、郵政民営化の時にあれだけ議論をしておいたのに、

政策金融機関については別の理念が持ち込まれるのでは、国民は納得できないので

はないか。そういう意味では、国民にわかりやすい形で、かつ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、哲学の問題として出てくると思う。

第５に、総務省としては公営企業金融公庫を抱えているが、この地方公共団体向

け金融については、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に移行する。このため、公営企業金融公庫は廃止する。

このことは明確に指示している。新たな仕組みとしてどのようなものがよいか、こ

れは組織論でもあるので、必要な時点で、ぜひ考えを申し述べたい。 

第６に、独立行政法人や公益法人等による同様の金融業務についても、改革の基

本方針を来年の春ごろをめどに作成すべきだと考える。 

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

本なので、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。 

ただ、どの機能を具体的に残していくかについては、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う。また、その上で組織の在り方

についてだが、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。 

また天下りの問題が出ているが、これについては、もちろん個々の問題もあるが、

組織の在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

いかと思う。 

それから、独立行政法人については、３年ないし５年で見直すということで、か

なり進んでいる面もある。独立行政法人の金融業務については、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、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いる。 

（奥田議員） 谷垣議員からの話もあったので、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以下に申し上げる。 

これはあくまでも機能論であって、組織論ではないことを 初に申し上げておき

たい。その上で第１に、海外での需要について。これは国際協力銀行にかかわるが、

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はカントリーリスクや

事業リスクが非常に高く、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。それから、海外での入札の際に、競争相手国が自国の公
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的機関を活用して安い金利を提示してきた場合、日本としてもイコールフッティン

グの点から、自国の公的機関による政策金利の支援が必要となる。 

第２に、国内事業に関して。これは、日本政策投資銀行、国際協力銀行による長

期資金の直接融資または保証に関係している。まず、原子力発電はリスクが非常に

高くて、民間金融機関のみで長期融資は困難である。次に、製品輸入の保証だが、

例えば、航空機を輸入する際、国際協力銀行の保証がないと、民間金融機関から長

期融資、期間は 15 年程度だと思うが、これが受けられない。それから、大企業の

事業再生支援だが、民間金融機関主体では巨額の必要資金への対応が困難である。

また緊急融資について。ＳＡＲＳやテロなどのイベントリスクが起こった時に対

する緊急融資、これが民間金融機関だけではできない。それからまた阪神・淡路大

震災、新潟中越地震についても、日本政策投資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いる。 

それからこれはもう既に出ていると思うが、沖縄など特定地域への政策的な産業

支援は必要である。以上は、経団連でヒアリングを行った結果なので、ご説明申し

上げた。 

（吉川議員） 本日は機能を主として議論するということだが、既に二階議員、竹中議

員からも組織にかかわる発言もあり、今月中に基本方針をこの諮問会議で詰めてい

くということなので、機能論から組織論へ向けての一つの視点について、意見を述

べさせていただきたい。 

政策金融については、時代が変わっていく中で見直すということでやっている。

数え方や分類の仕方については幾つかの切り口があるかもしれないが、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。複

数の政策金融として今後も必要な機能が複数あるとした時、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、今後諮問会議で詰めていかなければいけないだろうと思う。 

その際、金融なので、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

１つでやった方が、これは全体で１つという意味では必ずしもないが、方向として

は、まとめた方が合理的だという意見がある。 

もう一方では、組織が大きくなると意思決定等、難しくなるという意見もある。

国内の問題、国際的な問題をどのように考えるのかにもよると思うが、いずれにせ

よ、政策金融として必要な機能についての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考えを詰めていくことが必要だろうと考えている。 

（竹中議員） 先ほども少し申し上げたが、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。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だが、

細部については、先ほど谷垣議員も言われたように、色々な議論があると思うので、

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だ。 

その上で、今日は谷垣議員からペーパーが出されているが、「民間参入を促進す

るための新しい金融手法の例」については先ほど拝見したばかりなので、私もしっ

かりと勉強させていただきたいと思う。そのため、この場では、一見して気づいた

点について述べたい。 

第１に、民間融資を支援するというのが本当に政策金融の役割なのかということ。

それは今まで我々が議論してきた政策金融と違うと思う。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。金融の専門家がよく使うアンバンドリングと

いう言葉があるように、資金調達、審査、貸し付け、債権管理と、金融のプロセス
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におけるすべての機能をフルセットでやる必要はない。政策として必要なところだ

けは支援する。そういう意味なら、これはむしろ私も大賛成だし、当然そういう方

向にいくと思う。例えば、谷垣議員資料にある、一部債権を譲渡するという箇所に

ついては、政策金融機関が別に債権を持っている必要はないのではないか。そうい

うことなら私は賛成だが、民間融資の拡大を支援するということになると、何か今

までの政策金融に全く新しい機能が加わるようなイメージにも思える。この点は、

ちょっと誤解があるかもしれないので、私も勉強するが、このような観点について

は議論していただきたいと思う。 

またこの点に追加すると、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。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。そういう点を視野に入れて、やめるべきものを明確にしていくという姿勢が必

要だと思う。 

第２に、細かい点だが、谷垣議員資料の中で「政策金融改革のための基本原則」

の４．に「ＪＴ、ＮＴＴなどと同様、民営化できるもの」という表現があるが、先

ほど言ったように、ＪＴ、ＮＴＴと今回の金融機関の民営化は違う。「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

です。 

（谷垣議員） 今、竹中議員がおっしゃったことについて。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という視点があると思う。しかし私の考え方では、

今まで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色々気持ちの

上で引っかかりがあったため、できなかったところがあるのではないか。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き、そのためには色々なことが必要だが、

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、先ほどの債権を譲

渡するという案についても、初期投資を軽減した後はそういう手法がとれるという

こと。私もまだ漠然としているので、よく詰めてこれから勉強したい。 

それから、「ＪＴ、ＮＴＴと同様、民営化できるもの」という箇所については、

若干、竹中議員と私の考えは違うのだろうと思う。私には、危機対応をどうしてい

くかという発想があるので、先ほどのような表現になっている。 

（竹中議員） １点だけ。私も危機対応の問題は必要だと思う。ただ、危機対応を民営

化された機関に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だ

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

論の立て方だと思う。 

（本間議員） 第１に、今の谷垣議員と竹中議員のやりとりについて。政策金融を見直

していく時に、官が新たな分野にコミットし、官の御指導の下で民が融資を拡大す

るという発想は少しずれているのではないか。むしろ、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

はないかと思う。 

第２に、民営化のスタイルについて。郵貯・簡保、ＮＴＴ、ＪＴなど、民営化に

は色々なスタイルがある。しかし今回の郵政公社の民営化において、金融事業の位

置付けは、一般法人としての民営化ということになっている。政策金融機関につい

ても、きちんとした民営化のスタイルは何か、どういう意味での民営化なのかとい

うことを、今後厳格にしていかなければならないと思う。 

第３に、谷垣議員の資料で他に気になったのは、貸出残高対ＧＤＰ比半減の期間
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を 10 年間としている点。例えば、竹中議員の所掌の公営企業金融公庫を廃止する

だけで 25 兆円がはげ落ちる。貸出残高 90 兆円のうち、民営化で対応できる部分が

恐らく 45 兆円を超えるのではないかと考えており、もうスタートから半減ができ

てしまう。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思う。このように考えると、10 年というのは長す

ぎるのではないか。 

（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

くと思う。 

（本間議員） それから第４に、竹中議員から要望のあった機能論について。今日、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ると独走的な感じもするので、各議員から議論いただい

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いる。与謝野議員と相談しながら、どのような形で

問題提起するか、今後しっかり努力したいと思う。 

（奥田議員） 民間議員の間でも話があったが、竹中議員ペーパー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。」だが、国民がわかりにくい

言葉であり、今後この「疑似民営化」は、平易な言葉の方がよいのではないか。 

（竹中議員） 金融だから特殊会社による民営化はだめであるということ。商法の一般

法人等として設立し、銀行法の適用を受けることが必要。そうしないと郵政民営化

の議論と合わない。 

（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組織論に結びつけてい

けばいい。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く、エコノミー・オブ・スコープを考えていくのでは

ないか。いろいろな機能をまとめていく場合、機能が有機的に結びついて付加価値

が高まるようにすることが大事。単に寄せ集めることだけを考えると、エコノミ

ー・オブ・スコープに欠けるリスクもある。機能論の延長線上としてまとめていく

ことにより、組織が活性化するまとめ方がいいのではないか。 

（与謝野議員） 政策金融改革では、改革しようという方向性については皆様方の意見

が一致しているが、機能論については意見の違いもあり、一段と整理の必要がある。

機能論をやっていると、組織論もやらないと結局は結論が出ないので、組織の在り

方についても論点整理をさせていただきたい。 

全体のスケジュールだが、明日から政府・与党で協議会も開催される。本日は、

皆様方からいろいろな論点、考え方が出たので議論を引き取らせていただき、次回

の諮問会議以降は、民間議員とも相談し、機能・組織の議論を整理した上、基本方

針策定のためのたたき台を提示させていただく。また自由民主党の合同部会座長の

園田議員と相談をしながら、きちんとしたものをたたき台として出したい。 

（中馬臨時議員退室） 

（川崎臨時議員入室） 

○社会保障制度改革について 

（吉川議員） 民間議員ペーパーの「医療制度改革について」を説明する。 

現在、厚生労働省あるいは政府・与党で医療制度の改革が本格的に進められてい

るが、日本の医療保険制度の皆保険制度は、よい面をたくさん持った優れたシステ

ムと考えている。皆保険制度を持続的なものにしたい点については、同じ考えを持

っている。先月、厚生労働省から発表された試案には、大変有益な試算、提案もた

くさん含まれているが、まだ不十分と思うところがあるので、再度、医療制度改革
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について提案をさせていただく。 

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

は無理があるとの議論があるが、１つは、国民医療費ないし医療そのものと保険料

あるいは税で見る公的な医療給付を分けて考えるべき。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増えるのは合理的なことであり、実際多くの

先進国を見ると、過去 30 年、40 年、国民医療費の対ＧＤＰ比が上がっている。専

門家の文献等を見ると、医療の技術進歩によるところも大きいという面がある。 

しかし日本の制度は、保険としては公的な制度でその背後に保険料あるいは税が

あるから、公的な医療給付の部分については、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考えている。 

その負担については財布の大きさ、所得にリンクせざるを得ないわけであり、所

得を国全体で考えると、国内総生産（ＧＤＰ）、国民所得など一国の経済の規模と

何らかの関係を持たざるを得ない。社会保障費、その中でもとりわけ医療給付費が

今後大きく伸びていく。財政再建の問題もある。公的医療費は、財政再建との関係

も外すことができない視点だ。したがって、医療給付の伸びについては何らかの管

理目標が必要。そうでなければ大きなお金であり、本気で管理することはできない

というのが諮問会議での議論であった。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。10 月 27 日にこの問題を議論し、小泉議長から何らかの管理

目標が必要ではないかと御指示があったと理解している。 

ペーパーの第１点。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。具体的にいうと、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ＰＤ

ＣＡサイクルをきちんと導入すべきと言っている。 

この点について時々誤解が生じるが、国全体の経済の規模、例えばＧＤＰだが、

これは年々変動する。年々変動するので目標をそのたびに変えるのかという問題が

指摘されているが、そういうことを申し上げているわけではない。中間的な目標な

ので、例えば５年というタームで考えるということを言っているわけである。もう

１つの誤解として、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、目標を超過したときに医療政策についてペナルティを科すのか、それ

は乱暴すぎるという議論についても、諮問会議では繰り返し議論してきたが、我々

民間議員は、そのような提案をしているわけではない。 

   年金と違って医療の場合、医療行為は個別ですべて違うわけであり、医療の施

策・政策は、ミクロの積み上げでなければならないのは、十分に理解している。そ

れは厚生労働省の仕事と考えており、我々が言っているマクロの目標は、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、全体としての公的医療給付を抑え

るためのＰＤＣＡの中間目標である。そういうものとして位置付けている。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、厚生労働省が乱暴なことを

しなければ、そうはなり得ない。あくまでも中間目標であることを御理解いただき

たい。 

前回の諮問会議で、厚生労働省の試案について１つ問題点として指摘したのは、

厚生労働省は、現在 2025 年を目標にして、例えば糖尿病等成人病患者数を抑えて

いく、事前に予防することを提案している。そのことは何の異存もなく大変結構で、

健康寿命も増進する。しかし、20 年先の見通しだけでは、ややおぼつかない。厚生

労働省は見通しと言うが、足下５年である 2010 年のはっきりとした事前の管理目

標を設ける必要があると言っている。 
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この点、繰り返し諮問会議で議論してきた。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サイクルを行うことについて

は、次回の諮問会議で合意することが必要なのではないか。 

以上が一番大切な点で、第２は、国と自治体の役割と責任の明確化と協力関係の

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、ＰＤＣ 

Ａサイクルをするように言われているが、その点は結構だと思う。しかし、地方に

ついてそう言うわけだから、国全体も同じことをする必要がある。 

第３は、質の向上と効率化。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。 

（川崎臨時議員） 現状について、確かに世界的には、ＧＤＰ比では 17 番、一人当た

りにすれば９番にあるので、そこは評価いただいた。しかし 20 年後、団塊の世代

の我々が後期高齢者（75 歳以上）になったとき、その人口が 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ところまでは一致してい

る。一致した目標がある中、どのような手段をとっていくかが多少言葉の表現で違

う。 

生活習慣病、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、医

療の実態に即した政策目標を設定する。この作業は、基本的には都道府県の協力を

得なければできないと認識している。したがって、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。財政面・人材面での支援を行う。計

画終了時に検証を行い、結果を踏まえた実績評価措置を行うことになっている。 

上からの数字というよりは、都道府県や地域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。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う。そういっ

たものを各知事にお願いしながら、計画を積み上げた上でやっていかなければなら

ない。 

医療費適正化計画については、政府・与党の医療改革協議会において、議論を始

めたことで御理解いただきたい。 

個別の方策の積み上げと診療報酬の改定、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。見通しではなく目標だと言われるが、見通しを示

す。一方で、検証の目安として、その時点の日本の経済規模と照らし合わせて評価

しなければならない。 

それが各県あるいは国全体でも乖離した場合に、ペナルティを科すようなことは

しないのだという指摘をいただいた。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う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ず、初めから目標値をきちんと決めながらやる

ことについては、手法の問題として下から徐々に方策等を積み上げていきたい。ま

た、５年ぐらいの見通しを出せということなら、出すことはやぶさかでない。 

医療の標準化・ＩＴ化についても、与党の医療改革協議会で指摘があった。具体

化に向けて計画的に進めなければならない。 

（竹中議員） 川崎臨時議員も言われていたが、国と地方の協力・協働が大変重要であ

る。国の役割が重要だということは民間議員も既に指摘しているので、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う。現状での問題点は、
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医療費適正化に資する実質的な権限がどの程度地方にあるのかということである。

地方からは、権限もないのに実質的なペナルティのようなものを科せられるような

措置は困るという議論があることはある。そういう点を踏まえて、厚労省と総務省

でよくすり合わせていきたい。 

（吉川議員） 川崎臨時議員には我々の主張は御理解いただいており、繰り返しで大変

恐縮だが、国全体の公的な医療費の規模が問題になっているわけだから、見通しで

はなく目標が必要だ。川崎臨時議員が、目標を掲げるときにはただマクロの経済の

指標だけでやるのではなく、ミクロの積上げが必要だとおっしゃった点は理解でき

る。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こと

は考えられるかもしれない。いずれにせよ、事前的な目標として５年間ぐらい、2010 

年ぐらいでの管理目標を、見通しではなくて目標を持って、その上で厚労省として

国全体の医療政策についてＰＤＣＡ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

かと我々は考えている。 

（本間議員） 吉川議員から、今回も、更に前回、前々回もいろいろな形でこの問題を

提起されている。これまでは見通しということで医療費の推計が改定されているが、

直近の動きを外挿的に伸ばして推計をした結果、常に高めに見通しが出ている。そ

の高いところからどういう形で下方修正をしていくかということが、削られたとい

うイメージにつながっていくわけであるが、改定ごとにかなりレベルダウンしてい

くのがこの見直しの癖である。その点から言うと、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非常に重要

なポイントになってくるのではないか。 

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

赤字を解消するという課題を抱えている。初期の５年程度の中でこれをきちんと織

り込めば、あとは自動的にメカニズムとして働くと考えられるので、今回の議論の

中で見通しと目標の意味をきちんと整理し、その検証結果をミクロの部分と接合す

る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。 

（川崎臨時議員） まず、今の５か年計画のような話だが、来年の計画については、予

算の枠の中で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。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してい

る。その数字をどういうふうにお互いに認識していくかが大事であろう。私自身は、

民間会社で企画をやっていたが、やはり現場としては都道府県が第一になる。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なので、キャップのようにはめることについ

てはどうであろうかと申し上げている。見通しなり、2025 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ことはよ

くわかる。しかし、それを目標管理の手法できちんとはめてしまうことについては、

もう少し幅のある議論を頂ければありがたい。 

（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、「医

療サービス向上プログラムを強力に進めるべき」という表現があるが、具体的に言

えば、責任主体や数値目標、あるいは期限といったものを明確にした工程表を作成

し、それに基づいて推進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。
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こういう表現はもう少し正確に言った方がいいのではないかと思う。 

（川崎臨時議員） 今朝も省庁へ協力をお願いしたところだが、実施主体が医療機関に

なるので、そことの議論はこれからである。 

（牛尾議員） これはずっとこの６か月やっている問題だが、今日の川崎臨時議員の話

を聞いて、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つ。この流れの中で具体的にもう１、２歩進めば、国

と地方との関係も含めてかなり前進があるのではないかという印象を持ったので、

評価したい。 

（与謝野議員） 今日は次のようにまとめたい。 

医療制度改革については諮問会議で長い間議論されてきたが、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、川崎臨時議員は若干御意見は違うが、概ねコンセンサスもあるし、総理の御指

示もあるものと承知している。したがって、今日はこれについて結論を出すことは

なく、次回、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いたしたい。その上で、政府・与党医療改革協議会に申

し入れることとしたい。川崎臨時議員におかれては、諮問会議の議論を踏まえた上

で、御決断を頂きたい。 

（川崎臨時議員退室） 

○政府の資産・債務管理について 

（本間議員） 資料「政府資産・債務改革について」をご説明する。 

「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ると、

問題の本質を見落とす危険性がある。ストックベースで債権、債務がどのような形

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る。 

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本年３月に問題

提起をし、５月に論点整理を行った。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が明示された。諮問会議

においては、今月を目途にこれをとりまとめていただきたい。 

今日たたき台として提出しているものは、２つ項目を立てている。１つは、政府

の資産・債務規模の縮減について、もう１つは、政府の資産・債務の管理の在り方

についてである。 

資産・債務の規模、量の問題については付属の資料を見ていただきたいが、我が

国は、バランスシート上 700 兆円規模の大きさを誇っている。これは、対ＧＤＰ比

でアメリカの 10 倍ぐらいである。規模が大きいということは、操作性において政

策当局者にとっては非常に便利な部分もあるけれども、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る。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その適正な規模について議論がされ

てこなかった。 

今回、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いる。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

るよう努力すべきと書いている。 

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
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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合の

リスクを小さくするという効果がある。金融資産及び実物資産のスリム化を積極的

に加速する努力を要請している。もちろん、谷垣議員が主張されるように、外為資

金や年金の寄託金等は一定の政策目標を持っているので、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ない。 

第２は、政府の資産・債務の管理の在り方についてである。政府の資産・債務の

管理については、財政投融資改革や国有財産の議論の中で、財務省がこの３、４年

間非常に努力していることは、私も財政制度等審議会の部会長等も務めていてよく

理解をしている。この従来の制度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で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、外部有識者の協

力を得てワーキンググループを設置した。「政府の資産・債務管理の在り方につい

て」という報告書を配布しているが、ロバート・フェルドマン氏等著名なエコノミ

ストに入っていただき、財務省理財局も同席していただいた。この検討結果をぜひ

参考にして、政府の資産・債務規模の縮減を推進すると同時に、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。 

ワーキンググループの検討結果について、簡単にその要点を紹介したい。 

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

する必要性があるということである。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するときに必要であり、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言っている。 

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。民間の不良債権等の処理において、特別目的会社（ＳＰＣ） 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は極めて有効に

機能したわけだが、国においても、このような手法を積極的に活用する必要性があ

ると考える。また、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

き利益との関係でこの証券価値を設定しながら、両建てとしての資産・債務を軽減

していくということが必要であろう。 

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られ

ている。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

めることや、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ると考えられ

る。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

て法制的な枠組みができており、必ずしも効率的な活用や資産処分の機動性が担保

されないという欠陥を持っている。この点についても深堀りをして検討する必要性

があろう。 

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く

る。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

の向上を努めるべきであろう。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こともやっているが、もう一段の機能強

化というものが求められる。 

いずれにしても、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
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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

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

宿題と考えているので、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。 

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

重要な課題であると考えている。本間議員の御指摘も踏まえて、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。 

金融資産のスリム化だが、今御指摘のように半減ということになると、100 兆円

を優に超える規模の減額が必要になるわけだが、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う。金融資産の主要な部分は財政

投融資であるが、財投改革で事業の見直しを進めたことを反映して、今、ストック

はピーク時の７割程度となっている。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。 

次に国有財産行政においては、ペーパーで指摘され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。また先週、財政制度等審議会から中間答申を頂いた

が、その内容については、お手元に資料を配布しているが、庁舎の効率的な使用・

民間利用の促進、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

あるし、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

御指摘を頂いているので、この財政審の方向は、民間議員の御指摘とも方向は沿う

ものであると思っている。 

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うが、このために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するため、国有財産法等の改正案の作成作業を急ぎたい

と考えている。 

（竹中議員） 今日、この民間議員ペーパーを見て少々驚いた。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ではないか。 

ストック面に着目した改革を提言している点は、評価できるところだと思う。た

だし、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、また、その他の不動産等々については一層の売却促進に努めるという

ことだが、難しい問題があることは私も理解しているが、果たしてこういう目標で

国民は納得するのだろうか。 

金融資産に関しては、残高は、ここ３年間毎年５％ぐらい減っている。もちろん、

これは努力をして減っているわけだが、今の努力を 10 年間続けたら 50％ぐらい当

然減るわけである。かつ、その間、名目ＧＤＰはどんどん増えるのだから、ほとん

ど自然体で実現してしまうのではないか。前回総理が高い目標を掲げようとおっし

ゃったので申し上げるが、もっと高い目標を示さないと、今後、税負担等々を議論

するときに、国民は納得できないのではないか。 

不動産等々の売却について、２点申し上げたい。 

１つは、「民間ができることは民間で」という前提があるが、実は今、政府はあ

る種不動産業をやっているのだと思う。問題なのは、そのために多数の人員を割い

ているということである。ぜひ谷垣議員に御検証いただきたいが、財務局のかなり

の方は国有財産管理を業務としている。財務局で総数 4,600 人ぐらいと聞いている

が、うち 1,000～2,000 人ぐらいの方が不動産管理を行っている。実は郵政民営化
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においても、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

要らなくなって、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。不動産管理、国有財産管理という点に関しては、非常に大きな数の人員が携わ

っている。 

国民感情という点で、例えば、泉ガーデンタワーという東京でも有名な超高層マ

ンションが建っているが、そのすぐ隣にある宿舎が、８階建て、９階建てなどと有

効利用されておらず、そういうことを見ると、政府は、本当に明確な目標を立てて

厳しく資産の管理・処分をやっていかなければ国民に納得してもらえない、この先

には行けない、と思う。 

もう１つは、この点に関して、あの一等地を国が宿舎として使っているために、

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、９～40 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。した

がって、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。 

そうした観点から今日の資料を提出している。 

１番目は、頑張らなければいけないということを書いている。 

２番目は、先ほど本間議員が紹介された報告書について、ワーキンググループの

中では良い意見が書かれており、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、政府の姿

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。先ほど本間議員が言われたように、

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、今後国民の目に晒され

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と思う。 

（与謝野議員） 今の点について、先祖伝来の資産は売ればお金になるが、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話であり、リスクが減るという意味

では意味があるが、基本的な考え方としては、やはり土地を含めた不要不急の国有

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ことが重要。その点では

民間議員の提言は、私は非常に大胆で高い目標だと思っており、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いる。 

   11  月中のとりまとめを予定している基本方針において、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

ね合意があったが、御指摘があったように、何を半減させるかについてはさらに検

討をしたいと思う。 

（竹中議員） 金融資産に限定しない、より明確な目標を、ぜひ諮問会議で議論してい

ただきたい。 

（与謝野議員）  ただ、バランスシートだけ見ると、年金で預かっているお金などがみ

んなバランスシートへ計上されており、そういうものを除いたものでないと半減目

標というのは出来ないのではないかと思う。次の機会までには、何を半減目標にす

るかということはお示ししたいと思う。 

（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。 

（牛尾議員） これはいろいろな見解があり、資産・債務の実態をできるだけ多くの機
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会にオープンに示すことが問題の解決にプラスになると思う。どれくらい売れるも

のがあるかということも、金額も違うし、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ので、そういう点

も考えたら良い。 

（与謝野議員） 次の機会には、何を半減するかについて検討を進めて御報告申し上げ、

基本方針のとりまとめ案について議論をさせていただきたい。 

（小泉議長） 国有財産の売却や管理には民間の視点が必要じゃないか。建設省の時代

に、住宅・都市整備公団、住宅金融公庫とあり、建設省が銀行と不動産をやってい

たようなもので、それは廃止できた。２、３台しか入らない三角地帯にも民間は駐

車場をつくっている。これは有効利用だ。国有財産の有効利用というものは、役所

がやっていたのでは駄目なのではないか。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。役所別の宿舎をもっと統合的に有効に考えたらいい

のではないか。国有財産の管理は、今役所がやっているが、民間経営者の視点を入

れることが大事だ。 

（谷垣議員） 総理がおっしゃった点についても、国有財産法を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考えないと、現状の国有財産

法ではなかなか動けない。我々は、財制審で中間答申をいただいたわけだが、そこ

はよく詰めて考えていきたいと思う。 

（小泉議長） どうしたらできるか、現行法ではできないのだから。 

（谷垣議員） 現行法では難しい。 

（本間議員） 報告書の９ページに、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いる。財制審の国有財産の部会に

は、例えば不動産の専門家などが不十分だが、あらゆる施設あるいは官舎等をチェ

ックするといった大規模な調査をし、民間の視点でどういう形で証券化あるいは建

替えしていくかという計画を作っていく段階にある。 

（小泉議長） 情報を出すことです。 

（本間議員） はい。 

                                  （  以 上）  

17


平成 17 年第 25 回経済財政諮問会議 


