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平成 17 年第 26 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年 11 月 22 日(火) 16:50～18:26 

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  麻生 太郎  外務大臣 

同     川崎 二郎  厚生労働大臣 

同     中馬 弘毅  行政改革担当大臣 

同     小池 百合子 内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策） 

 

      三浦 一水  農林水産副大臣 

      松村 龍二  国土交通副大臣 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）政策金融改革について 
（２）社会保障制度改革について 
（３）特別会計改革・特定財源について 
（４）予算編成の基本方針（事項案）について 

３．閉 会 

 

(説明資料) 

○政策金融改革の基本方針骨子（有識者議員提出資料） 

○政策金融改革について（谷垣議員提出資料） 

○政策金融機関改革について（竹中議員提出資料） 

○政策金融改革（中小企業金融）について（二階議員提出資料） 

○政策金融改革について（麻生臨時議員提出資料） 

○政策金融改革について（川崎臨時議員提出資料） 

○医療制度改革について（案）（与謝野議員提出資料） 

○医療制度改革の議論の集約に当たって（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） 
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○平成 18 年度予算の編成等に関する建議・特別会計の見直しについて（谷垣議員提出資料） 

○特別会計改革・特定財源問題について（有識者議員提出資料） 

○「平成 18 年度予算編成の基本方針」の主な事項案 

 

（配付資料） 

○平成 18 年度予算の編成等に関する建議（財政制度等審議会） 

○特別会計の見直しについて－制度の再点検と改革の方向性－（財政制度等審議会） 

 
 

（概要） 
○政策金融改革について 

（本間議員） 平成 14 年に経済財政諮問会議で「政策金融改革について」というペー

パーを取りまとめた。それに基づいて今回、基本方針を出し、 終的なステップに

入りたいと考えている。 

 平成 20 年度から新体制に移行するということを確認した上で、資料の別紙１で

政策金融改革の基本原則 10 項目を挙げている。 

   第１は、政策金融は３つの機能に限定し、それ以外は撤退する。３つの機能とは、

中小零細企業・個人の資金調達支援、国策上重要な海外資源確保と国際競争力確保

に不可欠な金融及び円借款。円借款については、政策金融機能と援助機能を併せ持

つ形をどう強化するか、である。 

 第２は、量的な原則。「小さくて効率的な政府」の実現に向けて政策金融の貸出

残高対ＧＤＰ比の半減を 20 年度中に実現する。そして、質的な担保あるいは量的

な削減を実現するために、市場化テスト、評価・監視機関設置により再編後も継続

的に縮小努力をしていくということ。また、民営化する機関は完全民営化を目指す。 

 第３は、これまで政策金融機関が危機対応について、量的な形で直接行うことを

前提にしていたが、今回の政策金融改革に当たっては、民間金融機関も十分に活用

し、政策金融機関だけに限定しないで対応ができるような体制を整備していくとい

うことを提案している。 

   後に、効率的な政策金融機関経営を追求する。これまで直接金融でやってきた

部分を、部分保証、証券化、間接融資等を通じた民間金融機関の補完としての機能

を十分繰り入れるものとする。また、政策金融機関トップマネジメントへの天下り

廃止を速やかに実現する。さらに、統合集約する新機関では、組織を簡素化し、事

業運営を効率化して実現する。 

 この原則を確認した上で、資料の別紙２で政策金融の各機能の分類を行っている。

現存の政策金融機関を、それぞれ「政策金融から撤退するもの」、「政策金融として

残すもの」、「当面残すが将来的には撤退するもの」と３分類している。この点につ

いては、組織の切り分けの問題と併せて説明したい。 

   資料１ページの「新組織のあり方」について。 

１番目の「政策金融から撤退する部分」。現行日本政策投資銀行については、新

金融技術開発機能を維持するためには多くの機能が揃っていることが望ましいこ

と等から、一体として完全民営化する。現行商工組合中央金庫については、所属団

体中小企業向けのフルバンキング機能を行う機関として完全民営化する。さらに、

政府出資については、財政基盤整備等のため 低限の移行措置を講じる。できるだ

け早く完全民営化を実現するということ。現行公営企業金融公庫については、廃止

し、資本市場等を活用した新たな仕組みに移行する。 
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 ２番目の「政策金融として残すもの」。ここからは資料６ページからの別紙３を

使って説明する。 

 Ａ案について。左側に現体制があり、右側に新体制を書いている。現行の出融資

額について、統合あるいは民営化後の状況を矢印の方向に整理している。今、申し

上げた考え方の下、沖縄振興、国民生活、中小企業、農林漁業については、教育貸

付、一般貸付、食品産業、貿易投資から撤退し、沖縄振興、零細・中小企業、農林

漁業、そして、ＪＢＩＣの国際協力分野である資源エネルギー、国際競争力の部分

を統合し、新しい政策金融機関として特殊会社化する。 

 さらにＡ案では、政策投資銀行は、先ほど申し上げたとおり、全体として民営化

する。国際協力銀行については、新政策金融機関に分離した機能を除いた部分につ

いて、実施機関を首相直属あるいはＪＩＣＡと統合する形で再編する。さらに、商

工組合は民営化する。公営企業については、廃止・新たな仕組みを考える。これが、

抜本的な改革案として考えられる一つの案である。 

Ｂ案は、国際協力の部分が異なっており、先ほど挙げた資源エネルギー、国際競

争力を残しながら、貿易投資から撤退する形で新機関を設立する、としている。他

はＡ案と同じ考え方で整理している。 

   Ｃ案は、様々な立場から機能あるいは組織を温存すべきだという御意見があり、

その一つの例示として挙げたものである。この左側から右側にかけての動きは、今

申し上げた出入りの部分のところを整理した形になっている。 

このＡ案、Ｂ案、Ｃ案を、民間議員のたたき台として提出しているが、基本原則

に沿うものとして、我々は政策金融改革Ａ案を一番 初に位置付けている。 

（谷垣議員） 私は基本的に、本間議員が説明されたＢ案に近い考え方を持っている。

私の考え方は、政策投資銀行は民営化する。株式会社化して将来の自立を視野に入

れるべきだと思っているが、例えば、原発等をどうするのかというような、民間金

融機関では対応しにくい問題もあり、当面、政策投資銀行に対する期待というのは

あると思う。したがって、リードタイムや、そういうものへの資金調達に対する配

慮が当面必要ではないか。その他の機関については、国内のものは一本にまとめて

いく。もちろん、沖縄等については別途沖縄をどう考えるかという観点があると思

うが、政策金融機関としては、国内向けのものは一本にまとめていくということで

良いのではないか。 

 そこで問題は、Ａ案との主たる違いである国際協力銀行をどうするかということ

になるが、私は、Ｂ案にある経済協力、資源エネルギー、国際競争力といったもの

は必要だと思うし、金融危機等への対応ということも、国際協力銀行には機能とし

て残すべきではないかと考えている。国際協力銀行一本がよいと考えるのは、ＯＤ

Ａと国際金融という両方を持っており、発展途上国から中程度の国に至るまで金融

手法を用いて、新聞の言葉を引用すると「魚をあげるのではなく、釣り竿を持てる

ようにする」という仕組みを持っており、国際的にも高く評価されているからであ

る。私はこういう特徴は日本の国益として維持した方が良いと考えている。特に、

近隣諸国等が、エネルギー資源の確保に非常に熱意を持っているが、そういうもの

に対応するためにも、国際協力銀行のような仕組みが必要と考えており、そういう

点で、私は基本的にＢ案に近い考え方を持っている。 

 それから、このＢ案の中で教育貸付は撤退、とあるが、所得制限はきちんとする

必要があるが、母子家庭の存在等を考えると、まだ教育貸付の果たす役割は残って

いると考えている。 

（竹中議員） 今日はこの骨子をしっかりとした基本計画にしていかなければいけない
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わけだが、幾つかまだ欠けている部分があると思うので、その点について申し上げ

たい。 

   第１に、政策金融として残すべき部分について。融資の選別等々に関しては、概

ね民間議員が提起された内容で結構だろうと思う。ただ、そうした観点を含めて、

残された金融機関の組織をどうするかということに関して今日は３つの案が出て

いるが、組織のあり方を議論するに当たっては、どういう理念・哲学に基づいてこ

ういう議論が出てきたのかということが示されなければいけないと思う。そこはし

っかりと議論して書いていただく必要がある。 

   私は、当然、行革の視点というのがあると思う。そしてもう一つは金融機関運営

の視点というのがあると思う。行革の視点からいうと、少なければ少ないほどいい

のではないか。やはり組織の数は「１」が好ましいのではないかということに当然

なる。また金融機関の運営の視点から見ても、規模及び範囲の経済から考えて、こ

れを分断する理由は特にないのではないかと思うので、やはり組織の数は「１」が

自然の結論ではないかと。その意味では民間議員がおっしゃった通りだと思う。た

だし、その理念のようなものは明確に示しておいていただく必要があるのではない

か。 

   また、これまで議論されていたことで民間議員ペーパーの中に十分に示されてい

ないのは、“民の補完”が継続的に確保できるようなメカニズムが必要だというこ

と。その点について、今まで議論してきたことを書いておいて頂く必要があると思

う。これはガバナンスの問題、天下り等の問題もあるが、特に私が申し上げたいの

は、今日の民間議員の提案では残る金融機関は特殊会社にするということで、これ

は株式会社として特殊会社にするという意味であろうかと思うが、その場合は委員

会設置会社にする必要がある、それがガバナンス上必要ということ。ちなみに、日

本郵政株式会社が再来年 10 月にできるが、これは委員会設置会社にするつもりで

ある。 

   また、機能の継続的な見直し。これは以前に福井議員も発言されており、大変に

重要だと思うが、常に時代の変化とともに不必要になったものは、民間に委ねてい

くというメカニズムが継続的にワークするようにしなければならない。そのために

評価のシステムを入れなければならない。市場化テストを義務付けるというような

ことも考えられると思うが、それについてしっかりと基本方針には書かなければい

けないと思う。 

   第２に、政策金融として残さない部分について民営化の議論が出ているが、実は

民営化のあり方についての議論が必ずしも十分この場ではなされていないと思う。

私は、本来は廃止が原則であると思う。もちろん、しかるべき理由がある時には民

営化が当然なことであり、結論からいうと、私は商工組合中央金庫と日本政策投資

銀行の民営化には賛成。しかし、なぜ廃止ではなくて民営化なのか。これは、例え

ば商工中金の場合は、中小企業金融に対して社会的に期待される役割があるという

ことだと思うし、日本政策投資銀行に関しては、金融の非常に貴重なノウハウを持

っているため、これを解体するのはもったいないということだと思う。そうした点

を踏まえた上での議論でなければいけない。 

   そして重要な点は、前回も申し上げたが、郵政民営化時の議論を踏まえれば、民

営化する場合には民有民営とすべきということ。これは今日の民間議員ペーパーで

は「完全民営化」と明示しているが、そのような趣旨であれば私は結構だと思う。 

   もう１点、これも郵政民営化と同じであるが、市場の中で自立できることが必要

だという条件が必要。郵政の議論の時、財務大臣は新たな財政負担がないことが条
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件だと何度も述べられたが、これは今回も同じだろうと思うので、基本的な原則と

して確認をしておく必要があろうかと思う。万が一にも、追加的な財政支援がなけ

れば市場の中でやっていけないということであるならば、これは廃止するしかない

ので、その点は厳しく議論をしておく必要がある。 

 第３に、工程のスピード感について。政策金融の基本的な考え方を今回まとめる

が、可能な範囲で基本法のようなものを次期通常国会に提出すべきではないかと思

う。また今後の問題として、移行期間は極力短くすべきであるという前提のもとで

具体的な基本方針を作るべきだと思う。 

（二階議員） 先般と同じペーパーを提出しているが、政府系金融機関の改革について

は、前回にも申し上げたとおり。政府系金融機関は、数も大きな問題の一つではあ

るが、私はそれよりも機能が重要だと考えている。新たな機関が中小零細企業の期

待に応えられるかどうかということが課題。そういう意味できちんと機能を果たせ

るように、460 万の中小零細企業に対して、中小企業者のための中小企業金融がき

ちんとした旗を立てて、中小企業の経営者に不安感を与えることのないように対応

することができるかどうか、まさにそれが政治だと考える。 

   商工組合中央金庫については、私も中小企業の役に立つ改革を積極的に進めるべ

きだという判断に立っているが、前回、民営化の方向を打ち出した後にも、中小企

業関係四団体の代表等から要望があった。いずれも我々、中小企業にとって、今ま

で頼りにしてきた金融機関が直ちに民営化というのでは戸惑ってしまうという大

変強い不安感を主張していた。これは、私は当然のことだと思うので、移行期間に

ついても、十分慎重に対処しなければならないと思う。そして商工中金においては、

民営化によって効率的・自立的な運営を実現するということと同時に、国の出資や

金融債の発行など、資金調達に支障を来さないように措置することも重要だと思う。

つまり、いざという時には、中小企業の要請に応えられる意味合いを持った機関と

して位置付けておくことが重要だと思うので、この点については、中小企業振興の

ため、ぜひご理解をいただきたい。 

（麻生臨時議員） 横長の１枚紙をご覧いただきたい。先ほどの民間議員ペーパーでは、

いわゆるＯＤＡを含め、国際競争力確保を目的とする金融手段、円借款等について

は、政策金融として残すべき機能と考えられておられるようにお見受けするので、

この点に関しては基本的には賛成。 

   ＯＤＡで行われるような、10 年据え置きで 25 年のローンというものは、銀行で

は考えられないものであり、通常のＯＤＡは金融かと言われると、私どもはちょっ

と正直、区分けとしてはなかなか難しいところだと思っており、基本的には日本の

外交政策として、切り離せない も大事な柱だと考えている。そういった意味では、

ＯＤＡについては、いわゆる「顔の見える外交」というような表現もあるが、基本

的には総理のリーダーシップの下できちんと維持されてしかるべきものだと思う。 

   これは多分、谷垣議員も同じような意見だと思うが、中国等と比べて我が国では、

外務大臣、財務大臣が国会で拘束される時間が極めて長期間にわたっている。金を

借りる側の途上国の立場から見ると、大臣の代わりのほとんどをＪＩＣＡの緒方理

事長や、ＪＢＩＣの篠沢総裁がやっている。彼らが行くことによって、向こう側も

これは大丈夫だと安心するというのは大事なところ。このような事情は、中小企業

を預かっている二階議員と同じかと思う。民間議員ペーパーは、貸す側の都合でざ

っと整理されているが、借りる側の都合も考えておかないと、これは政治としては

成り立たないという気がする。 

 また、新たにどこか１か所にまとめて援助庁のような形になると、外交政策とし
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ては二重あるいは屋上屋を重ねる形となるので、いかがなものかという感じがある。 

（川崎臨時議員） 民間議員ペーパーでは、小規模零細企業の融資は政策金融として残

すと書いてあるので、これで結構である。なお、組織形態については、営業者の利

便性と融資体制の専門性ということについてご配慮を頂きたい。 

（三浦農林水産副大臣） 農林水産省においては、担い手に政策を集中する改革を緒に

付けたばかり。現実的には平成 19 年から本格的なスタートをするという状況にあ

る。今後６、７年で農業従事者が非常に激減する見込みの中で、それを逆に追い風

にできるような改革につなげていきたいという思いでいる。 

   今の農業関係における金融の問題で言うと、どうしても民間では対応が困難な必

要 低限の機能ということを確保していくことが必要だと考える。今回の基本方針

骨子については、農林漁業金融公庫分野の機能について、農林水産省の意見は概ね

反映されていると受けとめているが、今後、財政投融資の借入金や補給金の受け入

れを通じて、農林漁業金融公庫が果たしてきた長期低利の融資機能が十分発揮でき

る形になるよう、農林水産省としても検討していきたいと考えている。よろしくお

願いしたい。 

（小池臨時議員） 沖縄の置かれている特殊な立場について、また、経済・金融の状況

については、既にご承知であると思う。その観点からしても、沖縄振興開発金融公

庫は地域特性に精通しているし、また身近できめの細かい機動的な対応ができると

いうことで、これまでも大きな役割を果たしてきた。また理事長についても、もと

もとプロパーの人材であり、いわゆる天下り的な存在ではない。 

   それから、先般、自民党の沖縄振興委員会に出席したが、その中で「嫌なものは

沖縄に持ってきて、沖縄に必要なものは引き上げるのか」という大変辛辣な声もあ

ったことを披露させていただきたい。民間議員の分け方では、（イ）と（ロ）とな

っているように、機能的・組織的な面では色々な分析ができると思うが、今、沖縄

にとっては米軍再編の問題も抱え、 も大きなものは政治的な判断かと、このよう

に感じているところ。その点を踏まえて、沖縄公庫の存続は不可欠という声をお届

けしておきたい。 

（中馬臨時議員） 新組織移行への工程や関連法案の提出等の具体的事務については、

私の方で担当してまとめるということなので、少し詰めておかなければいけない点

が幾つかあろうかと思う。 

   行革の目的からすれば、基本的には、私はなるべく民間に移すないしは廃止する

というＡ案がよいと思う。ただし、さらに言えば、商工組合中央金庫を民営化する

のであれば、それと同じスキームの中で、商工会議所等、民間の公的なものが関与

することで、国民生活金融公庫や中小企業金融公庫までもここに移すというところ

まで踏み込めるのではないか、ちょっとそういう感じがしている。それによって商

工中金、中小公庫、国民公庫が持っている色々な審査能力等を生かしながらやれる

と思う。つまり、基本的にはＡ案で賛成だが、公的なものがかめるようにすれば、

中小公庫、国民公庫等も含めて商工中金と同じようなスキームの中で民営化するこ

とが可能ではないかという気持ちが若干ある。 

   それから、国際協力銀行について、民間議員ペーパーでは、実施機関を首相直属

にすると書いてあるが、そうすると、これはいわゆる公務員になるわけだが、それ

では「小さな政府」の流れとどう整合性を持たしていくのかという気がしている。 

   また、特殊会社は、一時的な途中段階の経過的なものであって、 後は完全民営

化ということを意図されているのではないかと思うが、そのステップをどうしてい

くのかということについてもう少し説明して頂きたい。 
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 それから、商工中金の 低限の移行措置について。今は、官の方が 4,000 億円出

資しているが、この 4,000 億円をそのままちゃんと返すのか、それともしばらくこ

れを持ったままやるのか。それによっては完全民営化という言葉とどう整合性があ

るのかということも問題になってくるので、少し疑問に思っている。 

 もう１つ、竹中議員からも基本法を作成すべきとの指摘があったが、この基本方

針そのものを行革の重要方針に盛り込んで年末に閣議決定するわけだから、その意

味でこれは基本法そのものであって、これと別に基本法を提出してまたやるよりも、

急ぐのであれば、どんどんと基本方針を詰めていくことの方が大事ではないかと思

う。各政策金融機関にはそれぞれ設置法等があるわけで、その改正法案作成も急ぐ

必要があるし、いちいち基本法を作って出して、その上で、また各機関の個々の法

律を出すよりも、重要方針自体が基本法だという認識のもとに、どんどんと作業に

移った方がいいのではないかと思う。 

   そのほか、政策金融も推進本部を設置して私どもがやることになると、事務手間

のことであるが、かなりの法案作成、国会審議等を抱えた形で今後やっていかなけ

ればならない。そうなると事務局に金融のわかったスタッフ等が必要になるので、

官房長官の方で、私どもの事務局の方にそうしたスタッフを入れた形の対応をして

頂きたい。 

（吉川議員） 私ども民間議員の考えは、先ほど本間議員から説明があったとおりで、

Ａ、Ｂ、Ｃ案３つあるが、私も基本的にはＡ案がいいと考えている。ただ１つだけ、

Ａ案の新機関の中に機能が書いてあり、中小企業、農林業等と並んで国際的な資源

エネルギー開発とか国際競争力というものが挙がっている。前回の会議で福井議員

から範囲の経済（エコノミー・オブ・スコープ）ということが一つの視点として出

されたが、機能ということからすると、率直に言って、中小企業、農林漁業と国際

的インターナショナルとの間に、範囲の経済が働くとは余り考えられないという気

がしている。だから、Ｂ案がいいと言っているわけではなく、基本はＡ案がいいと

考えているが、国際面のところは、機能ということを重視してもう少し詰めた上で、

Ａ案にした方がいいと思っている。 

（奥田議員） 私も吉川議員と同じで、Ａ案、Ｂ案の２つの間に入ってくると思う。国

際協力銀行の、ここに書いてある新エネルギーや国際競争力などの機能をどのよう

に考えるかということは、今後、機能論から発して組織論に入るときに、一つの大

きな問題となるので、この点についてはもう少し深掘りする必要があると思ってい

る。 

（牛尾議員） 同じ焦点の話ばかりになるが、私も国際協力銀行に関してもいろいろな

方に話を聞いたが、一番大事なのは、麻生臨時議員が述べられたように、妙な組織

をつくって屋上屋を重ねるのは非常に使い勝手が悪いということ。緒方理事長にも

お会いしたが、どんどん自分で現地に行ってやっているので、今の形で限りなく小

さいものにしておいてもらうのが一番使いやすいというお話であった。これは現実

には非常に難しいが、どこまで小さくしていくかということも十分考えながら、し

かし、この機関は民営化できない新機関になると思うので、その辺は十分に検討し

て考えていくことが重要。国際協力銀行に関しては特殊な使命を持っており、しか

も変化をしていくこともあり得るので、十分慎重にやりたいと思っている。他の点

に関してはＡ案でいいと思う。 

（二階議員） 先ほど中馬大臣から、商工中金の問題で国の出資の 4,000 億円をどうす

るかというご意見があったが、財務基盤が極めて脆弱であるので、破綻してしまっ

た後で公的資金を投入するくらいならば、今の 4,000 億円を残しておく方が私はベ



 

平成 17 年第 26 回経済財政諮問会議 

8

ターだと思う。中小企業というのは、そう簡単に融資を受けられるわけではなく、

現在の融資先約８万、組合に入っていて潜在的な融資先というのは 280 万いると言

われるので、その中小企業に不安感を起こさせないためにどうするかということが

大事である。中小企業は今日までの自らの経験で、銀行はいざというときには助け

てくれないと、世間ではそういうことがよく言われているので、我々は、政治とし

て、その民の声はちゃんと聞いておく必要があると思う。 

 そこで、政策金融機関としての商工中金を今日まで頼りにしていた日本各地の商

工会議所、あるいはその背後のメンバーの人たちの意見もこの際十分に聞いて、

終的には政治判断で決定をするということに私も異存はないが、その際、特別法に

基づいて、いざというときには、中小企業の要請に応えられるという意味合いを持

った機関に位置付けしておくことが大事だという考えは、今だに持っている。そこ

は、今後、相談の上、調整していきたい。 

（竹中議員） 民営化する場合の原理原則は、民有民営。時間はかかると思うが、商工

中金の場合、それがすぐにはもちろんできないわけだが、民有民営になるという仕

組みを入れておかないと、まさに郵政がそのものだったわけだが、公的な資金の入

口論、出口論とのつじつまが合わなくなってしまうと思う。それと、国民から見る

と政府が出資した特別な会社ということになると、結局、政策金融機関がそこにあ

るではないかという議論にもなってきかねない。商工中金の果たす役割は大変重要

であり、だからこそ市場の中でしっかりとやっていけるような仕組みで出発をさせ

てあげる、そういう制度設計をしていくことが大変重要だと思う。 

   民間議員から、Ａ案だけれども留保条件というようなお話がしきりに出てきたが、

私はその議論がよくわからない。私自身金融機関で働いた者として、金融の機能と

して、中小企業の融資と国際融資には、やはりエコノミー・オブ・スコープが働く

と思う。だからこそ東京三菱銀行も三井住友銀行も、100 万円の個人融資と国際融

資を分けていない。それが金融の世界の常識であると思う。 

（本間議員） 原理的なところと、それからオペレーションのところで多彩な議論をい

ただいた。我々の案をつくるとき、例えば竹中議員のペーパーは我々とほとんど変

わらないと認識しているが、具体的に考え方を組織、機能の分割に至らせるときの

マッピングの仕方、判断の決め手のところで、はっきりと決断しにくい部分を、ペ

ンディングのままでＡとＢをブレンドするような話もあった。いろいろな経緯の中

で、ＡとＢをどういう具合に組み合わせるのかということも含めて問題提起をさせ

ていただいて、論理的なところで果たして切り分けられるか、あるいは政策の機能

上、それによって阻害されないか、というようなことは十分前広に議論していただ

ければと思っている。 

   それから一番大きなポイントは、恐らく基本法をつくるかどうか、あるいは次期

通常国会までにやるかどうかということだと思うが、ここは有識者議員ペーパーを

見ていただきたい。２ページの「４.」に、推進本部をつくる、そして行政改革担

当大臣の下で事務局をつくる、基本方針をこのまま閣議決定した上でやる、と書い

てあるが、ここが竹中議員の基本法をどうつくるかという議論と幾分ずれがある。

精神的なものを明確にするためにワンステップ入れ込むということも結構だと思

うが、ここは政治的な判断を政治日程的にもやってほしい。その他の竹中議員の御

指摘は、「５．」のところで、ほぼ尽きていると思う。問題は、各大臣がおっしゃる

ような実務上の詰め、あるいは過渡期の問題についてどのように整理していくかと

いうことではないか。ぜひ、この辺も議論いただいて、 終的に基本法としてまと

めるのか、この基本方針でやるのか、ということも含めて結論を出していただけれ
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ばと思う。 

（竹中議員） 一つだけ、郵政民営化の基本方針をつくったときの経験でいうと、私が

申し上げたようなことを基本方針に入れておかないと、後の制度設計が現実にでき

ないと思う。その点はぜひ議論を深めて、基本方針には入れておく必要があると考

えている。基本法をつくるかどうかは基本的には内閣官房で御判断いただく問題だ

と思うので、私はこだわるものではないが、基本法のつくり方にも法律要件として

何をするのかということがあると思うので、今後、話し合いを進めればよい問題だ

と思っている。 

（本間議員） 我々と竹中議員の整理はどこが基本的に違うと、竹中議員は考えている

か。私はそれほど違うところはないと思うが。 

（竹中議員） 例えば、ガバナンスをどのようにするかというのは、組織の切り分けを

する前にそういう話があるべきだということをこれまで議論してきたと思うので、

そういうことを書いてほしいということ。 

（本間議員） 我々の整理の仕方はこれからの問題でもあると思うが、今日は１枚で出

しているので、ガバナンスの点については、きちんと整理をする。 

（竹中議員） お願いする。 

（麻生臨時議員） Ａ案が良いという話の中で、大銀行もそうだったという説があった

が、だから大銀行はだめだったのではないか。 

（竹中議員） 大銀行でも、良いところと悪いところがある。 

（麻生臨時議員） 忘れないでほしい。政府としては、大銀行を救うために幾ら金を突

っ込んだか。 

（吉川議員） 先ほど私がコメントしたインターナショナルのところだが、純粋に金融

として見たときに中小企業等々と比べて範囲の経済があるかどうか、これも一つの

問題だが、それと同時に、国際競争力等で多くの人が指摘するのは、純粋な金融機

能と同時に、いわゆる国旗、ナショナル・フラッグが付くことが重要だということ。

そうした機能が、こういう形で大丈夫なのかどうかが、もう一つの判断材料だと思

う。その点について、はっきりとした考えを私個人は特に持っていない。ただ、

後に政府として詰めていくときに、金融とは独立に、「国旗の機能」というものに

ついて考えておく必要がある。 

（本間議員） ガバナンスの問題を例に取り上げると、持ち株会社的な話でガバナンス

を持たせられるかどうか、それぞれ分離してガバナンスを追求していくようなシス

テムの方がいいのかどうか、ここは恐らく範囲の経済あるいは組織上の効率の問題

がどこまで進むかということなのだろうと思う。したがって、基本法のところで、

その組織の有り様について、ある種の方向性を出しておくということは重要な点だ

と思う。１つの形態にするのであれば、それが実際に範囲の経済及び組織の効率化

につながるようなデザインを、基本方針にどの程度書き込めるかということだろう

と思う。 

（竹中議員） そのとおりである。 

（奥田議員） 今回議論している政策金融改革については、今日、経済が回復して、一

応順調な回復軌道に乗っているときの考え方と、惨たんたる有り様であった 10 年

前の考え方が相当尾を引いていると思う。中小企業等で相当貸しはがしに遭って現

実に苦労したところは、経済も良くなり制度もできたのだから、ちゃんと銀行が金

を貸してくれるだろうと思っている。一方で、過去の経験から言って、貸しはがし

がまた起こるのではないかという杞憂もある。時代が変わって、うまくいっている

のだ、新しい軌道の中で我々は仕事をしていくのだ、ということになればそれはそ
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れでいいと思うが、今我々は、時代の一つの潮目にいるので、そういう問題がある

と思う。また、国際金融にも同様の問題が相当あると思う。 

（三浦農林水産副大臣） 農林公庫資金については、この改革を目前にして、当省とし

ては農業改革の一つの政策的なツールとして大変重要な位置付けをしている。林業

では 55 年ぐらいの償還期間がかかるというものもある。アメリカやカナダでも、

この点は農務省等が直轄でやっているという実情もある。ぜひこの改革が、政策的

なツールということが担保できる形になるように当省としても検討したいと思う

が、よろしく検討いただきたい。 

（本間議員） 先ほどの奥田議員の話について、確かに貸し渋り、貸しはがしなど民間

銀行が対応できなかったという中で、政策金融の必要性が強調される向きもあろう

かと思う。しかし、今回の政策金融改革に当たっての我々の基本原則の「民間金融

機関も活用した危機対応体制」には国際的な金融危機だけではなく、国内的な金融

危機も含めて考えている。スキームとしては限定的な形とし、後追いで公的資金投

入ということをするのではなく、危機対応を政策金融機関と民間の手法とを使って

カバーしようということである。 

（与謝野議員）  Ａ、Ｂ、Ｃ案のＣ案は余り議論の対象にならなかったが、本日の基本

方針の中で、基本原則については基本的に合意があったと思う。もちろん、各議員

から指摘があった部分を補強しなければならないということはある。したがって、

また私と民間議員とで相談をして、もう一回きちんとしたたたき台、それから基本

原則、理念、こういうものを出したいと思う。その案づくりをお任せいただきたい

が、いかがか。 

              （「異議なし」の声あり） 

（与謝野議員）  総理、よろしいですか。 

（小泉議長） はい。 

（与謝野議員）  自民党、公明党もそれぞれ議論を進めているので、それと齟齬のない

ように党の意見も伺って進めてまいりたいと思う。 

（麻生臨時議員、中馬臨時議員、小池臨時議員、三浦副大臣、松村副大臣退室） 

 

○社会保障制度改革について 

（与謝野議員） 医療制度改革については、これまで諮問会議で繰り返し議論を行い、

厚生労働大臣と有識者議員とでは少し考えが異なる部分もあったが、医療給付費の

伸びを国民が負担可能な範囲とする仕組みを導入することについての大きな方向

性は一致していたと考えている。政府・与党医療改革協議会においても、取りまと

めに向けて議論が収斂していくと思われるので、諮問会議として、ここで一度議論

を集約したいと思う。 

 「医療制度改革について（案）」という資料を出している。まず、（１）の導入の

目的については、国民の安心の基盤である皆保険制度を、経済・財政と均衡がとれ、

将来にわたり持続可能なものとするため、医療給付費の伸びを国民が負担可能な範

囲とする。（２）の具体的仕組みについては、１つ目は、医療給付費の伸びに関し

ては、個別の医療費適正化方策を積み上げた効果を織り込んだ形で、経済規模と照

らし合わせて評価しつつ、５年程度の中期を含め、将来の医療給付費の規模を示し、

これを医療給付費の伸びの実績を検証する際の目安となる指標とする。そして、こ

の目安となる指標と実績とを突き合わせることにより、医療費適正化方策の効果を

検証し、その検証結果を将来に向けた施策の見直しに反映させる。２つ目は、将来

の医療給付費の規模を示すに当たっては、医療の特性を踏まえ、国民の安心を確保
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しつつ、例えば、その対国民所得比や対ＧＤＰ比を示し、国民負担の面で許容範囲

にあると考えられる程度の水準にあるかどうかという観点から、厚生労働省、経済

財政諮問会議等で検討を行う。また、その後、現実に医療給付費の対国民所得比等

の一定の増加が見込まれる場合、どのような要因に基づいて増加しているのか検証

し、施策の見直しの必要性について検討を行う。 

 これが、今日出した医療制度改革（案）の骨子である。 

（奥田議員） 資料「医療制度改革の議論の集約に当たって」を説明する。 

   １．の医療給付費の伸びの抑制について、制度改革や診療報酬改定を行う場合に

は、医療給付費の将来の規模を必ず示し、国民負担の観点から、常に経済規模との

関係を確認することが必要である。また、医療の効率化には、具体的な目標を立て、

個別の施策ごとにＰＤＣＡサイクルを導入するべきである。与謝野議員ペーパーの

「（２）具体的仕組み」のとおり、医療給付費の伸びの目安となる指標を実現する

ためには、毎年ＰＤＣＡの手法を用いて管理していくことが不可欠であるというこ

とを確認したい。 

   ２．の「集中改革期間」の設定であるが、今後の５年間は超高齢社会の足元であ

り、かつ、基礎的財政収支の改善にも重要な期間であることから、「集中改革期間」

と位置付け、重点的に取り組んでいくべきである。 

   具体的には、第１に高齢者患者負担の見直し、あるいは保険給付範囲・内容の徹

底した見直し、第２に診療報酬・薬価の大幅なマイナス改定、第３にレセプト・オ

ンライン化の原則義務化、医療の標準化、診療報酬体系の見直し等、医療サービス

の向上・効率化などであり、こうした点について、 大限の政策努力を行うことが

必要である。 

   特に、保険給付範囲の見直しについては、10 月 27 日の諮問会議の民間議員資料

で示したように、これだけでも 4.6 兆円削減できるということを踏まえ、平成 18

年度の医療制度改革では、思い切った医療給付費の抑制を図るべきと考えている。 

   また、その後も効率化努力を継続することにより、2010 年度までの「集中改革期

間」においては、医療給付費の対ＧＤＰ比などを現在よりも引き下げることを目指

して、目安となる指標を設定するべきである。 

 今後の政府・与党医療制度改革協議会においても、この点を念頭に置いて議論い

ただき、諮問会議でも、医療制度改革について引き続き検討していく必要がある。 

（川崎臨時議員） 今回、経済財政諮問会議における医療制度改革に関する意見を集約

する前提としての意見を申し上げる。 

   厚生労働省としては、国民の安心の基盤である皆保険制度を経済・財政とも均衡

がとれ、将来にわたって持続可能なものとするため、資料「医療制度改革について」

のとおり、取り組んでいく。 

   なお、前回指摘のあったレセプトのＩＴ化、オンライン化については、説明資料

の 後に付けてあるとおり、オンライン化に向けた厚生労働省の考え方について、

医師会等の関係者に説明を開始したところである。了解には至っていないが、鋭意

進めていきたいと考えている。 

   与謝野議員提出資料において、「医療給付費の伸びを国民が負担可能な範囲とす

る仕組みの導入」とあるが、これは資料で示したような厚生労働省の取組及び経済

財政諮問会議等における意見という流れを指して仕組みの導入と言われているも

のと理解している。また将来の医療給付費の規模については、具体的な政策の裏付

けなしに、あらかじめ医療費の規模を決めるのではなく、医師や看護師等の方々、

またそれらを都道府県とよく相談しながら具体的な方策を固め、その効果を積み上
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げていくしかないと考えている。したがって、経済財政諮問会議等において意見を

いただくとしても、厚生労働省による個別政策の積み上げの効果の見通しを将来の

医療費の規模として示すことが適切であると理解している。 

   また、個別政策の積み上げによらない場合には、将来の患者負担増や診療報酬の

引き下げをあらかじめ約束することになるが、患者負担増や診療報酬の引き下げに

ついては、その段階で改めて国民的合意を得ることが必要であり、個別政策の積み

上げなしに、あらかじめ約束することは、必ずしも適切ではないと考えている。 

   なお、経済財政諮問会議等における検討に当たっても、単に国民負担の面のみな

らず、医療の質の確保・向上に配慮しながら検討が行われるものと考えている。医

療制度改革の具体的内容については、現在、政府・与党医療改革協議会において議

論を行い、意見をいただいているところだが、引き続き議論を重ね、成案を得るよ

うに努力していきたい。 

（与謝野議員） 川崎臨時議員資料のうち、１と２は、川崎臨時議員と諮問会議の意見

とほぼ一致しているが、３については、なおまだ留意しなければならないという理

解でよろしいか。（川崎臨時議員 了） 

   それでは、そういう前提で川崎臨時議員からの留意事項を含め、経済財政諮問会

議のとりまとめのペーパーを用意し、政府・与党に出したいと思うが、それでよろ

しいか。 

              （「異議なし」の声あり） 

（小泉議長） レセプトのオンライン化で、どういう点が一番抵抗があるのか。 

（川崎臨時議員） この前、医師会の理事を呼んで、支払いはオンライン化でないと払

わないよというところまで宣告している。当然、理事は即断できないので持ち帰っ

ているが、全体の流れがこういう方向になるだろうということは認識されているし、

医師会としっかり話しながら、その方向に進めなければならないと思っている。 

               （川崎臨時議員退室） 

 

○特別会計改革・特定財源について 

（谷垣議員） 昨日、財制審から報告のあった「平成 18 年度予算の編成等に関する建

議」と「特別会計の見直し」について説明する。 

   予算編成の建議については、資料「平成 18 年度予算の編成等に関する建議・特

別会計の見直しについて」の 初の３枚にまとめている。１ページ、総論として、

18 年度予算は歳出・歳入一体改革を進めていく上での土台固めとなるものであって、

聖域なく歳出改革に取り組むべきである、そして、非効率的な歳出は徹底して見直

す必要があり、裁量的な経費だけでなく、制度面の見直しに果敢に取り組み、義務

的な経費の抑制・縮減を図るといった基本的考えが示されている。 

   資料の２、３ページに、基本的考え方のもとでの各論の指摘事項を要約している。

今後、予算編成が本格化してくるが、これらの指摘事項を踏まえ、国債発行をでき

る限り 30 兆円に近づけるとの方針のもと、あらゆる分野の歳出改革を徹底して 18

年度予算を仕上げていきたい。また、ここにある指摘事項については、今後取りま

とめられる予算編成の基本方針に盛り込むという方向で、検討を進めていただきた

い。 

    次に、特会の見直しについて、４ページ以降をご覧いただきたい。財制審の提言

は、国が行う必要性、区分経理の必要性、現行の区分経理の妥当性について、31

の特会すべてをゼロベースで点検したもので、個別の内容については、資料の５、

６ページのとおりである。 
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    主なものを説明すると、社会保険事業関係では、社会保険庁改革に伴って年金関

係の２つの特別会計の一本化の検討などを求めている。公共事業関係では、特定財

源の見直しの具体化を求めるほか、４つの特別会計の統合を検討するよう求めてい

る。電源開発促進対策特別会計については、特定財源である電源開発促進税を一般

会計経理にすることや、石油・エネルギー需給構造高度化対策特別会計との統合を

検討するように求めている。さらに、特別会計の廃止につながり得るものとして、

独法化あるいは一般会計との統合が考えられるが、31 の特別会計のほぼ半数をその

検討対象としている。その内訳は、国として行う必要性の検討対象が、11 会計。区

分経理する必要性の検討対象が、６会計。２つに重複カウントされているものが１

会計、自動車検査登録特別会計となっている。 

剰余金、積立金についても、明確な必要性のないものは一般会計への繰り入れ等

を求めている。なお、民間議員ペーパーで、７特会についての指摘があるが、この

うち、財政融資資金特別会計については、特会改革等の趣旨を踏まえ、どういう対

応が可能か財務省として責任をもって検討を行いたい。 

    今回の提言は、制度改正について踏み込んだ内容も含むものであり、今後は、与

党とも連携しながら、改革の実現に向けてさらに努力したい。 

（本間議員） 資料「特別会計改革・特定財源問題について」を説明する。 

    今、谷垣議員からのお話のとおり、財政制度等審議会において小委員会を設け、

特別会計及び特定財源の問題について包括的に議論、整理をしていただいた。その

御尽力に対して高く評価すべきだと思うし、各所管官庁の抵抗があろう内容も含ま

れているが、これを確実に実行していかなければならないと思う。しかし、まだ幾

分切り込みが甘い部分もあり、さらに抜本的な改革についても、この際きちんと議

論をし、アクションプログラムをつくって政府全体で改革を進めていくことも、ま

た求められる点ではないかと思う。 

    資料の１.で、その点について触れている。今回の財制審報告を受けて、各特別

会計の所管省庁は、３年程度の工程表を含む行動計画を早々に策定し、各所管大臣

が諮問会議に報告した上で、速やかに改革を実施する体制を強化すべきである。 

 さらに、それを実行する過程においても、定期的に諮問会議において所管大臣の

出席を求めてフォローアップし、不十分であれば、政治のリーダーシップを発揮し

て、断固改革を推進するというスタンスを国民の前にも明らかにしていく必要があ

る。 

 ２．から５．については、その際に当たって考慮すべきところを整理している。

複数特会の統合や一般会計との統合が大きな柱になっていくということは間違い

ないが、そのまま統合するだけでは事業の効率化が進まない。「民間にできるもの

は民間に」という観点から、民間委託、市場化テストの思い切った活用も図って、

民営化・独法化の可能性を徹底的に追求していく必要がある。このため、全ての特

別会計の事業を本年度内の国会提出に向けて準備を進めている「市場化テスト法

（仮称）」の対象とすべきである。 

    事業廃止または国以外の主体への移管が行われる特別会計以外のものについて

は、原則として、一般会計に吸収すべきである。受益と負担という観点で、特別会

計にした方が良いということが明確に論証できない限り、一般会計への吸収を実現

する。特に、一般会計からの繰入の大きなものについては、国有林野事業、道路整

備、空港整備等を含めて前向きに検討し、一般会計の負担が小さくなるような構造

改革に取り組んでいく必要がある。 

    ４．について、特別会計あるいは特定財源が、国の財政再建・プライマリーバラ



 

平成 17 年第 26 回経済財政諮問会議 

14

ンス黒字化にどのように結び付いていくのかということを説明していくことが大

事である。事業内容の廃止を含めた厳しい見直しを通じて、実質的な事業を行う 17

兆円について削減目標を示し、成果が上がるような改革を行い、そして、フォロー

アップの一環として、それを実行していくための「年次報告書」をきちんと公表し

ながら、歳出額と一般会計繰入額について、実績と将来見通しを年次ごとに明らか

にしながら、我々が究極的に追求する効率化を確実に実施していくということであ

る。 

    それから、特別会計の資産圧縮の問題は、これまで民間議員が指摘した政府の資

産・債務改革の問題と、量的には３分の２が関連しており、その意味で基本的な方

針に沿って大胆な圧縮を進めるべきであると考えている。谷垣議員が話された７特

会 46 兆円についても、踏み込んで検討いただけるということなので、それを実現

に向けて進めていただきたい。我々もまた、この点についての議論あるいは改革に

向けた一層の示唆を続けていくことが求められると思う。 

    後は、道路特定財源の問題について。いろいろな議論があるということは十分

承知しているが、総理の指示の下に、一般財源化へのきちんとした道筋を付けてい

くことが必要であると考えている。 

（二階議員） 特別会計の改革は極めて重要な課題である。事業の効率化・透明化や、

財政規律の向上に資するように改革を進めていくことが大事なことは、改めて申し

上げるまでもない。経済産業省の所管分野の中で、現下の原油価格の高騰は極めて

重要な問題で、このまま看過するわけにはいかない。そこで、エネルギー政策をし

っかりと展開するなど、特別会計の政策を責任をもって遂行することが重要である。

しかし、民間議員ペーパーのご説明にもあったように、この際、政治のリーダーシ

ップを発揮して、見直すべきところはきっちりと見直して改革を進めたい。 

（竹中議員） 特別会計の改革は、資産・負債管理とも絡んで も重要な改革になると

思う。その意味で、基本的には谷垣議員の今の御説明に沿ってぜひ進めてほしい。

同時に、特別会計は、我々でさえわからないところがたくさんあるわけなので、国

民から見える改革にしていく必要があると思う。 

 そういう点で、民間議員ペーパーの「実質的な事業を行う 17 兆円について削減

目標」を示すということは一つのやり方と思うが、数値目標に関しては、ぜひもう

一つ追加することを谷垣議員にお考えいただきたい。それは、財政貢献という概念

であり、これを改革することによって相当な余資が出てくる可能性がある。 

   予算編成に当たって、また政策金融改革においても、財務省から、余っているお

金があれば出せと、剰余金があれば出せと必ず言われるが、これには誠心誠意協力

をする。そうであればこそ、まず財務省が持っている資産で余資の可能性があるも

のについては思い切り出していただきたい。財務省は、他省とは桁が違う金額を持

っていると思う。それがここにある７特会 46 兆円で、とりわけ谷垣議員も言及さ

れた財政融資特別会計については、多分22兆円の金利変動準備金があるわけだが、

簿価評価をしているところで金利変動の準備金を積んでいるということ自体がほ

とんど理解できない。現実に、ここにあるお金を使って住宅金融公庫とか都市再生

機構の損失処理が行われている。よくわからないところにお金があって、よくわか

らない形で使われている。財務省から各府省への要求に我々は一生懸命応じるが、

やはり、まず財務省に範を垂れていただく必要があると思う。 

   その意味では、この 22 兆円をきちんと評価して、そして何年間で取り崩したら

年間このぐらいになると。相当の金額になると思う。そういう財政貢献の目標を国

民にわかりやすく掲げていただきたい。大変難しい問題があるかと思うが、ぜひお
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願いしたい。 

（谷垣議員） 私どもも、本間議員にも大変御苦心いただいてルールを作っているが、

竹中議員の言われた点は、更にそのルールをもう少し見直す必要があるのではない

かと思う。それぞれの特会ごとに事情も違う。年次報告書という名前になるかどう

かは別として、そういうことがはっきりわかるように努力したい。 

（本間議員） 金利変動準備金については、私が財政制度等審議会の分科会長をしてい

たときに議論した経緯もある。しかし、大分経済情勢も変わってきているし、資金

の使われ方についても、竹中議員が御指摘のとおり、都市整備機構に対する金利の

振替などにも使っているわけなので、そういう部分もわかりやすく示し、しかし金

利変動準備としてどのくらい必要かということはきちんと議論しながら、谷垣議員

にリードしていただきたい。私も分科会において、そういう議題についてきちんと

やらせていただきたい。 

（谷垣議員） 先ほど財務省として責任をもってと申し上げたのは、そういう気持ちを

込めたものなのでよろしくお願いしたい。 

（与謝野議員） 取りまとめるが、谷垣議員から財政制度等審議会の御報告を頂くとと

もに、有識者議員から御指摘が、また、竹中議員からも御指摘があった。これらの

点を踏まえ関係大臣とともに検討を進めていただき、早急に特別会計改革に関する

工程表を作成し、諮問会議にも御報告をお願いしたい。 

（小泉議長） これは塩川財務大臣のときからの懸案である。分かりやすくするために、

これだけ特別会計を改革したから、どれだけ増税しないで済んだかと、まずそれを

説明してほしい。おかゆとすき焼きと言われているけれど、これだけやりましたか

ら、これだけ増税しないで済んだ、というのが一番分かりやすい。いくつでもいい、

特別会計。それでこの予算に生かしてほしい。 

（谷垣議員） 国債もできればどんどん消却したいという気持ちもある。 

（奥田議員） 道路特定財源だが、長年道路整備のために暫定税率を続けており、その

見直しには納税者の理解が不可欠であると思う。総理指示の下で、年末には道路特

定財源に関する基本方針が取りまとめられることになっているが、現在の納税者か

らは、道路整備がまだ不十分であるとか、欧米諸国に比べて極めて重い税負担であ

るという不満の声が非常に多く挙がっており、これから若干の政治的な動きが出て

くる可能性があるので、十分御認識いただきたい。 

（谷垣議員） 国土交通大臣ともよく相談しながら詰めている。 

 

○ 予算編成の基本方針（事項案）について 

（与謝野議員） 資料「「平成１８年度予算編成の基本方針」の主な事項案」のⅠでは、

今後の経済・財政事情、構造改革の推進などについて記述する考えである。 

    Ⅱの「平成 18 年度予算の基本的考え方」では、歳出改革の堅持・強化、特別会

計改革、総人件費改革、税制改革などについて記述する考えである。 

  Ⅲは、「歳出の見直しと構造改革の推進」である。１～４までは、活力ある社会・

経済の実現に向けた重点４分野、５以降は、「社会資本整備」、「社会保障制度」、「地

方財政」を掲げている。 

    以上が事項案であるが、先ほど触れられたように、国債発行は限りなく 30 兆円

に近づけろという総理の御指示が先般の閣議であったので、当然それが基本の柱の

一つとなる。 

（牛尾議員） 今回の予算では、総理の言われる国債発行を 30 兆円に限りなく近くす

るという目標プラス、「小さくて効率的な政府」を歳出削減によってどのように実
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現するかということを明確にする必要がある。それと同時に、特別会計についての

制度改革、剰余金、積立金の繰入れ等が 18 年度予算でどの程度できるか。次には、

総人件費改革でいろんな経過があるけれども、18 年度でどのくらい減少するのかを

明確にする必要がある。更に、今後増税の流れが出てくる場合は、貴重な国有財産

でも必要なものは売る。金融資産のみならず国有財産の売却収入をどのくらい考え

るか。単に国債発行が減るだけではなくて、個別の部分別に「小さな政府」をこの

ように目指しているということが国民にわかりやすい文章にしたい。 

   しかし、幸いなことに自然増収が非常に増えてきており、現在の段階では３兆円、

４兆円近い税収増がある。それがあって国債発行 30 兆円が実現したら何もなくな

ってしまう。だから、総理は本当は、税収増を別にして国債発行額を 30 兆円に減

らせと言えば更に迫力があったと思う。公共投資を増やさなくてもこれだけ増えて

きたというのはかつてないすばらしい快事であるが、それをどのくらい見込んでい

るかも明確にした方がよい。 

   さらに、減税をやめて増税という話が次から次へと現れている。経営者である私

が法人税の減税廃止はもう１、２年延期してほしいと言うと小さな話になるが、景

気の実情からいうと、ＩＴ投資減税の期限切れや、研究開発減税をやめるという１

兆円ぐらいの金額は、簡単のようだけれども本当に腫れ物に触るように考えないと

危険なところはあるし、所得税のかつての部分を全部元へ戻すのも、やはり個人消

費との関係について注意深く十分メッセージを発しながら増税しないといけない。

いとも簡単に増税でこれだけ増やそう、というふうに進むやり方は間違いであると

思う。 

   そういう点で、経営者としては法人減税の特例措置はもう一年延ばすべきだと思

うが、大きな問題としては、この 18 年度予算編成に関しては、例えば、歳出は部

分別にこういう４つの部分、増収はこういう３つの部分、と明快にして国民にメッ

セージを送る伝え方を、今回ぜひ実現することを谷垣議員にお願いしたい。 

（二階議員） 牛尾議員が言われたことの中で、特に研究開発減税については重要なこ

とだと思っている。研究開発等の政策減税は、産業の競争力強化、日本経済の活性

化、活力維持のためのエンジンのような役割を果たしている。今、ご指摘のあった

ＩＴ投資減税、研究開発減税等は極めて重要なので、継続をお願いしたい。 

（奥田議員） 同様のことで申し訳ないが、日本は今、科学技術創造立国という形で前

に進んでいるが、過去行われてきた研究開発投資やＩＴ投資に対する減税措置は非

常に重要なファクターであって、影響が非常に大きかった。これを今回なくすとか

金額を縮めるという話が出ているが、減税措置については、ぜひ日本の将来を考慮

して財務省によくお考え願いたい。 

（谷垣議員） これからよく研究するが、３年間ということで、相当役割は果たしたと

思う。時限で作った措置なので、そのあたりもよく見て研究させていただく。 

（奥田議員） よろしくお願いする。 

（竹中議員） 毎年この時期になると、国債発行額を減らせという話と、しかしできれ

ば減税は続けてほしいという議論が出てきて大変悩ましいのだが、財政の論理とマ

クロ経済の論理を整合的に見るというのが、経済財政諮問会議の重要な役割だと思

う。それでお願いだが、いろいろ議論されている税負担増がマクロ経済にどのよう

な影響を与える可能性があるのかというチェックの議論を、ぜひ従来以上に早めに

していただくのがよいのではないか。 

 税制変更をすると、その初年度というのはあまり影響力が出てこない。しかし２

年度、３年度とそれが加重的に出てくる傾向があるので、複数年度をとって、税の
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変更がマクロ経済にどう影響を与えるのかという議論をぜひ内閣府の事務方で詰

めていただきたい。 

（本間議員） 今までの話は非常に重要なポイントだと思う。具体的にもう少し数字的

なイメージも含めて整理すると、今年44兆円の税収が来年度どのぐらい伸びるか。

その際に、経済の状況改善に伴う自然増的な部分、それから定率減税に伴うそのは

ね返りの部分を両方合わせると、４兆 5,000 億円前後ぐらいまでいくのではないか

という予測もある。 

   一方で、34 兆 5,000 億円の公債収入を 30 兆円まで低くしようという総理の御指

示であるから、プラスマイナスがほぼそこでゼロになるイメージが出てくると思う。

そして、特別会計や資産・負債管理のところで、一般会計にその他収入を持ってい

ける部分が今年は３兆 8,000 億円ぐらいあったと思うが、それをどのように積み上

げるか。歳入サイドをどうイメージするかというのは内閣府の仕事でもあるが、早

めに出して議論するということ。 

   それから、一般会計の歳出をどうイメージするか。これは、一般歳出と地方交付

税交付金と国債費の部分がある。国債費の部分は、今年に比べてボリュームが増え

ており、概算要求では２兆円程度の上増しになっていると承知しているが、金利動

向なども含めてどうであるかという詰め方が一つポイントになると思う。地方交付

税の部分、はね返り分の４兆 3,000 億円の半分をどうするか。これをどういうイメ

ージで実現をしていくか。そして、残りの一般歳出について、社会保障の 2,200 億

円をどこまで切り込めるか。こういうことを考えると全体像がイメージできて、牛

尾議員が言われたとおり総理の御指示は非常に大胆だというイメージがあるが、結

構これは必ずしも難しくないのではないかという見方すらあり得ると思う。しかし、

歳出の部分と増税の部分をどう組み合わせるかという問題は、竹中議員御指摘のと

おり、マクロ経済に対しても非常に重要なポイントである。経済政策の運営は、き

ちんとこの場で議論する、ぜひそういうことを定着させていく時期に来ているので

はないかという気がするので、谷垣議員にはよろしくお願いする。 

（谷垣議員） 税収の見積もり等は、毎月の入り方を見ても、今言われたようにプラス

マイナスゼロになると言えるほどまでいっていない。 

（本間議員） 非常に難しいというイメージからするとそうであろう。 

（谷垣議員） 予算編成に向けて、そういう作業は急がないといけないと思う。 

（牛尾議員） かなり活性化が成功して税収も上がってきた。そして歳出カットも、「小

さな政府」の思想が浸透して、単なる一般歳出のみならず、特別会計や総人件費や

資産管理にまで及んだ。この 18 年度の予算というのは非常に大きな意味を持って

いる。総理の 30 兆円という国債発行の目標値、ひょっとしたら 28 兆円までいくか

もしれないというぐらいの意気込みで努力し、そういうものを土台にして次の５年

間をどう見るかという「改革と展望」、18 年度予算を土台にして向こう５年間でど

こまでプライマリーバランスに近づくかということを、項目別に具体的に議論でき

るようになってきた。どういう形で国民にそういうメッセージを送るか。みんなに

苦労してもらった分がこれで花咲くと言えば更に経済が活性するわけだから、そう

いう意味では、18 年度予算は今後５年間の大きな土台となる予算である。 

（与謝野議員） 「平成 18 年度予算編成の基本方針」については、総理の御指示であ

る国債発行額を 30 兆円にできるだけ近づけるということを踏まえ、構造改革や歳

出見直しについて諮問会議で議論してきた成果に基づき、次回原案を提示し、12

月初めを目途に諮問会議として取りまとめ、閣議決定できるようにしたいと思うの

で、皆様方の御協力をお願いする。 
（以 上） 


