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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 17 年第 29 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年 12 月 16 日(金)  16:32～17:24 

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     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  川崎 二郎  厚生労働大臣 

同     中馬 弘毅  行政改革担当大臣 

 

西野 あきら 経済産業副大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）行政改革の重要方針（社会保険庁改革、特別会計改革）について 

（２）「改革と展望」の改定（原案）について 

（３）平成 18 年度予算の基本的方向性について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 行政改革の重要方針について（有識者議員提出資料） 

○ 社会保険庁改革について（有識者議員提出資料） 

○ 社会保険庁改革について（川崎臨時議員提出資料） 

○ 特別会計の改革について（有識者議員提出資料） 

○ 特別会計の整理合理化について（谷垣議員提出資料） 

○ 「構造改革と経済財政の中期展望－2005 年度改定」（原案） 

○ 平成 18 年度予算の基本的方向性について（谷垣議員提出資料） 
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(配付資料) 

○ 川崎臨時議員配布資料 

○ 構造改革評価報告書５（内閣府） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから、今年29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、まずは中馬大臣、川崎大臣にお出ましをいただいており、

第１番目に、行政改革の重要方針について御審議をいただきます。本日は特に社

会保険庁改革、特別会計改革について御議論をいただく予定です。 

   その後、第２番目として「改革と展望」の改定について、本日は原案をお示し

したいと存じます。 

そして第３番目として、平成18年度予算の基本的な方向性について、谷垣大臣

から御報告をいただく予定でございます。 

   なお、本日、二階大臣は海外出張のため御欠席ですので、代わりに西野副大臣

においでいただいております。 

   それでは、行政改革の重要方針について御審議をいただきます。 

   初めに、中馬大臣から行政改革の重要方針について、資料の提出がありますの

で、御説明をお願いいたします。 

 

○行政改革の重要方針（社会保険庁改革、特別会計改革）について 

（中馬臨時議員） それでは、説明させていただきます。 

   本日席上に資料を配付しておりますが、これはまだ調整途中の段階ですので、

正式にお示しできる状況にはない、そういうことでございますので、公表は差し

控えていただきたいとお願いをする次第でございます。 

   まず、１ページですが、総論につきましては、10月31日の内閣改造時に総理か

ら行政改革の重要方針を年末にとりまとめるように御指示を受けました。このた

め政策金融改革、特別会計改革、総人件費改革、政府資産・債務改革、社会保険

庁改革など、さらに推進すべき行政改革の重要課題について、経済財政諮問会議、

与党等の検討も踏まえて、政府としての方針を行政改革の重要方針として、一括

してとりまとめているところであります。現在、各省庁、与党等との調整を行っ

ているところでありまして、政府予算案とあわせて12月24日に閣議決定したいと

考えております。 

   行政改革は、改革の方針を定めるだけではなく、それを実施に移すことが何よ

りも重要であります。このため、行政改革の重要方針がまとまれば、この重要方

針で定める事項の着実な実施の推進を図ることを目的として、特に平成18年通常

国会後に処理を要する事項に関して、改革の方針や推進方策を盛り込んだ行政改

革推進法案、仮称でございますが、この法案の策定に取り組みたいと考えている
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ところであります。 

   個々の改革のとりまとめ方針、記述について簡単に御報告を申し上げますと、

まず、政策金融改革は、11月29日に当会議でまとめられた「政策金融改革の基本

方針」及び「政府・与党合意」をあわせた改革の方針を記述しております。 

   特別会計改革に関しては調整中でありまして、追って特別会計改革の検討につ

きまして、財務大臣から説明をいただき御議論いただくことになっていると考え

ております。 

   総人件費改革につきましては、11月14日に当会議で「総人件費改革の基本指針」

がまとめられるとともに、指針に即した政府としての実行計画を年内に策定する

ことになっております。この実行計画では、国の行政機関の業務の大胆かつ構造

的な見直しによる事務事業の削減、ワークアウトに関しまして、総理が本部長を

されている政府行政改革推進本部における独立行政法人に関する有識者会議を改

組しまして、新しい有識者会議を開催することといたしております。そして、そ

の知見を活用して決定する政府方針の実施に必要な制度や組織の改廃に関する法

律上の措置をできる限り早期に実施するとともに、総定員法の定員総数の最高限

度を引き下げることとしております。 

   また独立行政法人等について、５年間で５％以上の人員の純減、または人件費

の削減を行うことを基本とすること、基本指針においては「検討する」等の表現

であったものを、原則「実施する」に改めること等、基本方針の内容の具体化を

図ったところであります。 

   政府資産・債務改革についても、11月29日に当会議で基本的な方針がまとめら

れておりますので、同方針に即して記述をしております。 

   社会保険庁の改革につきましては、平成20年10月を目途に現行の社会保険庁を

廃止するとともに、公的年金と政管健保の運営を分離の上、それぞれ新たな組織

を設置する等の解体的出直しを行うことを記述しております。なお、社会保険庁

改革に関し、厚生労働大臣から後ほど説明をいただき、御議論をいただくことに

なっております。 

   その他の改革としまして、公共サービスの効率化、いわゆる市場化テスト法案、

公益法人制度改革に関する法案、これを平成18年度通常国会に提出することと、

これも記述することにしております。 

   さらに、これら重要方針の実施に関するフォローアップを毎年度行い、改革を

加速していくとともに、その結果を行政改革推進本部に報告して、公表すること

を記述いたしております。 

   最後に、本会議に出席しておられる各位におかれましては、年末の行政改革の

重要方針のとりまとめにつき、最大限の御協力をお願いいたします。 

   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、有識者議員から資料の提出

がありますので、御説明をお願いいたします。本間議員お願いします。 

（本間議員） 行政改革の重要方針の策定に当たりまして、民間議員からお願いをい
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たしたい点がございます。 

   それは、重要方針を閣議決定あるいは法案化することは、極めて重要な作業で

あると我々は認識しております。ただ、その過程で諮問会議をはじめ、政府部内

において、より突っ込んだ検討が行われる必要があるのではないかと感じており

まして、これをお願いするところであります。 

   特に、行政改革の重要方針に盛り込まれる各種方針については、今後諮問会議

における歳出・歳入一体改革の議論の中で関連する部分が非常に多くございます。

改革工程の具体化を含め、さらに検討しなければならないテーマを多く抱えてお

ります。したがいまして、今回の行政改革の重要方針はあくまでもボトムライン

であって、ファイナルゴールでないということを、方針の中で明記していくとい

うことが重要でないかと考えております。改革の前倒しや上乗せが必要とされる

場合には、きちんとそれを実行していくということと同時に、閣議決定や法案に

おいては、改革の加速を可能にするための条項を盛り込んでいただきたいと考え

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。本日は、行政改革の重要方針に関しまし

て、始めに社会保険庁改革について御議論をいただき、その後、特別会計改革に

ついて御議論をいただくことと予定しております。 

   それでは、まず、社会保険庁改革に関する有識者議員提出資料について、吉川

議員から御説明をしていただきます。 

（吉川議員） それでは、「社会保険庁改革について」という民間議員資料を御説明い

たします。 

   社会保険庁改革につきましては、先ほど行政改革担当大臣からもお話がござい

ましたが、国民の信頼を回復するために「解体的出直し」と呼ぶにふさわしいも

のとするべきであり、以下幾つかの論点を挙げております。 

   第１に、年金組織については、我々がこれまで主張してきたとおり、内部のガ

バナンスの強化、徴収の効率化、国民サービスの向上等の要件を満たすものでな

ければならない。 

   第２に、新組織の発足をもって改革が完了するわけではない。むしろ、これを

出発点として、組織形態を含めて全般を見直しながら、以下の３点の更なる改革

を強化するべきである。 

   まず、年金新組織の準備とあわせて、業務の全体を市場化テストの検討対象と

して早期に実施する。市場化テストを踏まえた民営化の可能性を引き続き検討す

る。次に、この検討途上においても、社会保険と労働保険の徴収事務一元化につ

いては着実に進めるべきである。さらに、徴収部門については、保険料と税との

一元徴収により効率化を図るという省庁横断的な組織統合も選択肢として考えら

れる。その可能性を十分に検討して、長期的課題として引き続き議論するべきで

ある。 

   第３に、政府管掌健康保険の新公法人組織については、事業主、被保険者等の
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意見に基づく自主自律の運営を確保するとともに、保険者機能を十分に発揮でき

るような体制とするべきである。当面、徴収事務は年金新組織に委ねるとしても、

相互の独立性を確保して、保険者として緊張感を持った運営を行うべきである。 

   第４に、社会保険のオンラインシステムについては、コストの削減、個人情報

保護、セキュリティ対策の徹底の観点から、抜本的な見直しを早急に行うべきで

ある。 

   最後に、これは社会保険庁改革そのものからは独立のことであるけれども、国

際的に著しく立ち遅れている社会保障番号の活用などによるＩＴ化の加速を図り、

社会保障制度全体の効率化を目指すべきである。社会保障番号の導入については、

我々民間議員は2001年からずっと主張してきたわけであるが、これは大変重要な

社会保障のインフラであると考えている。社会保障個人会計的な発想に基づいて、

カード化による個人情報提供の充実、国民サービスの向上といったことも目指す

べきである。 

   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

ございます。川崎大臣お願いします。 

（川崎臨時議員） それでは、私の方から社会保険庁改革について御報告を申し上げ

ます。 

   社会保険庁改革につきましては、本会議において、昨年８月から本年５月にか

けて数回にわたり御議論をいただいてきたと承知しております。そうした議論も

踏まえて、本年５月末に内閣官房長官主宰の有識者会議において、また、今月12

日に私が主宰いたします社会保険新組織の実現に向けた有識者会議において、順

次意見のとりまとめをいただきました。本日はこれらに基づき、今後取り組むこ

ととしている改革内容について御説明をさせていただきます。 

   資料を見ていただきたいと思います。 

   まず、お手元の資料の１ページでありますが、左側に社会保険庁の組織改革の

全体像をお示ししたものであります。まず、左側は現在の社会保険庁の姿であり

ますが、事業運営に関する様々な問題が指摘されてきた中で、その背景にある現

行組織が抱える構造問題を一掃することが、国民の信頼回復のために不可欠であ

ると考えております。 

   このため、平成20年10月を目途に、現行の社会保険庁を廃止・解体し、資料の

右側に示されているとおり、政管健保と公的年金の運営を分離した上で、それぞ

れ新たな組織を設立する等の解体的な出直しを図ることといたします。まず、政

管健保については、国から切り離し、新たに非公務員型の公法人を設立いたしま

す。ただし、健康保険の保険料徴収については、年金運営新組織において厚生年

金保険料とあわせて徴収することといたしますが、これは公権力を行使した国の

事務として行うものであり、御指摘のように公法人から委託を受けるという位置

づけではありませんが、相互の独立性を確保し、保険者としての緊張感を持った

運営を確保してまいります。また、保険医療機関の指導監督等の事務については、

 5



 
平成 17 年第 29 回 議事録 

 
厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に移管いたすことになります。 

   一方、公的年金については、新たな政府組織が運営を担うことになりますが、

新組織については、名実ともに新たな国の行政組織としての再出発を図るため、

現在の外局ではなく厚生労働省の特別の機関とする。また、外部人材の登用によ

る年金運営会議、特別監査官といった新しい構造、機能を備えた組織といたしま

す。あわせて組織の構造改革を進めることとし、１万人程度の人員削減、民間企

業的な人事評価制度の導入、地方組織の抜本的な改革等を行うほか、年金受給者

や保険料負担者等の意向を事業運営に反映させるための運営評議会等を設けるこ

とといたします。 

   このうち人員削減については、オンラインシステムの刷新、市場化テスト等に

よる外部委託の拡大、ブロック化による業務の集約化を通じて組織の大幅なスリ

ム化を図ることとしており、具体的には平成18年から平成24年までの７年間に常

勤公務員の20％以上の純減、常勤及び非常勤合わせて１万人程度の純減を進めて

まいります。 

   なお、国民年金保険料の収納率向上が現下の最重要課題となっており、今後も

収納率向上のための様々な取組に最善を尽くす考えでありますが、人員削減計画

においても、組織全体としてはスリム化を図る中で、保険料の強制徴収等につい

ては、要員強化を図ることとしております。また、年金運営会議や特別監査官へ

の外部専門家の登用に加え、執行部門にも他省庁から人材に来ていただきたいと

考えております。既に話し合いに入っております。 

   また、ＩＴ関係は御指摘のとおりでありますので、民間のＩＴ関係等の専門人

材の積極的な受け入れを行っていきたいと考えております。特に、ＩＴ戦略会議

の構成員である大山東京工業大学教授に入っていただいて御指導いただいている

ところでございます。 

   さらに地方組織については、ガバナンスを強化するため、現在、都道府県ごと

に設置されている社会保険事務局を廃止、新たなブロック単位の機関を設置する

等の改革を行います。これらの組織改革を実現するため、次期通常国会に関連法

案を提出することとしており、国民の信頼に足る新たな組織としての再出発を明

らかにする観点から、新たな単独立法として提出したいと考えております。 

   なお、年金運営新組織の名称については、まだ決めておりません。今後できる

だけ幅広く御意見を伺った上で、しっかりと国民の間で定着できるものにしたい

と考えており、現在の社会保険事務所に代わる第一線機関については、実は労働

関係ではハローワークという名称を使っておりますけれども、同じように愛称を

公募してその中から選んでいきたいと、このように考えております。 

   次に、資料の２ページでありますが、ただいま御紹介した組織改革のほか、平

成20年10月の新組織の発足に向け、今後取り組むべき改革年次計画の全体像をお

示ししたものであり、業務改革、システム改革をはじめ、総合的に改革を進めて

まいります。 

また、資料の３ページ以降には、本年５月の本会議におきまして、民間議員よ
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り御提示いただいた６つの要件についての対応状況をお示ししておりますが、お

示しいただいた考え方に沿った改革の姿になっていると私どもは考えております。 

   さらに今回、民間議員の方々からの御提案につきましては、強制徴収等を含む

業務全体の市場化テストや税との一元徴収などは大変困難な課題であります。ま

た、社会保障番号の活用につきましては、社会保障制度における横断的な課題と

して、戦略会議でも医療の部分もしっかりやるように御指摘いただきました。ま

た、情報公開法との兼ね合いの問題、個人情報保護が絡み合ってまいりますので、

しっかり検討しながら、可能な限り前進をさせていきたいと考えております。 

   いずれにいたしましても、国民の信頼を得ることができる新組織の実現に向け

て、こうした各般にわたる改革の着実な実施に最善を尽く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）  それでは、御意見がございます方は。奥田議員。 

（奥田議員） 質問でございますけれども、前回の会議だったと思いますが、2007年

度に80％まで国民年金保険料の納付率を引き上げるという目標であったと思いま

すけれども、足元は何％ぐらいまで上がっているのでしょうか。 

（村瀬社会保険庁長官） 私の方からお答えさせていただきます。 

   現年度ベースの保険料納付率は、平成16年度末で63.6％、これを80％にすると

いうのが目標でございます。過年度分を含む平成16年度末の納付率は68.7％。現

段階の途中経過でございますけれども、平成17年の10月末で対前年度比で１％改

善をしたという状況でございます。今現在、平成16年の年金法改正によりまして、

所得情報が市町村から頂戴できるということで、新しい収納プログラムに合わせ

て必死になって収納対策を講じている状況でございます。 

（奥田議員） 80％というのは、あとの20％はできないという……。 

（村瀬社会保険庁長官） 市町村で実施いただいたときの最高値をどこに置くかとい

うことで、平成９年80％だったというのを最低限の目標にして進めようというこ

とで、80％が目標になっております。 

（川崎臨時議員） 今現在、国民健康保険の世帯当たりのカバー率が80％です。市町

村にお願いしております国民健康保険。そういう意味では、かなり高い目標であ

ると考えております。 

（与謝野議員）  それは会社勤め以外の話ですか。 

（川崎臨時議員） そうです。 

（村瀬社会保険庁長官） 基礎年金全体ということになりますと、93％の方がお納め

いただいている。そのうち、国民年金の部分が低いということでございます。 

（中馬臨時議員） 本当は100％じゃないといけない。 

（与謝野議員）  他に御発言は。 

（奥田議員） 民間議員ペーパーの中で、話し合いがあった部分がございます。１．

のところは、「なければならない」という表現になっているのですけれども、２．

以降は、例えば「進めるべき」、「議論すべき」、あるいは「運営を行うべきである」
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といった、「べき論」ばかりが書いてあります。どうして「べき論」が出てきたの

か。思い切って、例えば「早急に実施する」とか、そういう断定的な書き方がな

ぜできなかったのか。この辺りは、民間議員の中でも御説明をした方がいいので

はないかという話がございました。 

（本間議員） 掲げております民間議員としての意見が、主体として我々がやるもの

ではないという、そういう立場にございますので、「べきである」という形で強く

要請をするというのが、この文脈の一つの意味でございます。また、社会保険庁

改革につきまして、我々が意見を述べる前に、実は重要方針がまとまるようなプ

ロセスが進んでおりまして、急遽、先週の末からやり取りしながら、このペーパ

ーをまとめたということもございました。我々としましては、そういう段階の中

で、強い要請という形で「ベきである」とした苦衷の表現であるということを御

理解いただきたいと思います。ぜひ川崎大臣にはその思いを受け取っていただき

まして、最終的な重要方針の中では生かしていただければと思っています。 

（与謝野議員）  それでは、時間も限りがありますので、社会保険庁改革に関しまし

ては、ここで私から次のようにとりまとめさせていただきたいと思います。 

   案でございますが、社会保険庁の改革については、行政改革の重要方針の最終

的なとりまとめに向け、本日の議論を踏まえ、さらに調整をいただきたいと思い

ます。諮問会議としては、本日の民間議員の御指摘を踏まえ、社会保険庁の改革

についても歳出・歳入一体改革の審議の中で、引き続きさらに検討を深めていき

たいと思います。よろしゅうございましょうか。 

   総理から何か。 

（小泉議長） いいです。 

（与謝野議員）  それでは、続きまして、特別会計改革について御議論をいただきた

いと思います。 

   川崎大臣はここで退席をされます。 

（川崎臨時議員・村瀬社会保険庁長官退室） 

 

（与謝野議員）  それでは、始めに有識者議員から提出資料について御説明をいただ

きます。本間議員からお願いします。 

（本間議員） それでは、特別会計の改革につきまして、私の方から説明させていた

だきたいと思います。 

   特別会計改革につきましては、財務省の財政制度等審議会におきましても、あ

るいは諮問会議におきましても、これまで様々な形で議論を深めてきたわけであ

り、今回、党の側からも思い切った特別会計の改革についての御提案をいただき

ました。 

   ただ、私ども危惧しておりますのは、１番目に、幾分組織の数合わせになって

いないかということでございます。資料の1．にあるように、単なる複数の会計の

統合、あるいは統合した上で勘定を別勘定にするというだけでは真の改革とはい

えないと考えております。そもそも業務が民間でできるようなものについては、
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これは民営化をすべきであろうと思いますし、あるいは公共サービスとして存続

すべき事務であったといたしましても、一般会計へ統合したり、厳しくガバナン

スが働くような形で内容をきちんと改めていくということが必要になってこよう

かと思います。全ての特別会計事業に対して、私どもが従来主張しておりました

とおり、ゼロベースの検討のために市場化テストを早急に実施すべきであろうと

考えております。 

   それから２番目は、各論的な形で統廃合やその中身が議論されておりますけれ

ども、我々が特別会計をどのような形で歳出・歳入一体改革の中に位置づけてい

くかということが大きな視点から求められてくるのだろうと考えております。 

   まず、全体では特別会計での実質的な業務に充てられている17兆円の事業規模

について、これはきちんと圧縮して、削減をしていくということが必要であろう

と考えております。各特別会計のバランスシート、資産・債務が膨れ上がってい

るということもございます。この点で資産・債務の圧縮をしていくということも、

これは重要なことであろうと思います。さらにはキャッシュフローの面で、これ

は計算の仕方によりますけれども、現在価値におきましても40兆円以上の剰余が

存在しているということでございますから、これを財政健全化にどう貢献させる

かについて、きちんと明示した数値目標を設定し、具体的なアクションプランに

まとめていくということが必要になろうかと思います。 

   ３番目に、各特別会計の中身でございます。まだ、この点についてはきちんと

した具体案がないわけでありますけれども、全体の計画に沿って各特別会計にお

きましても、歳出削減等についての数値目標や改革工程をアクションプランとし

てまとめていく必要があろうかと思いますし、それを時系列的に改革の工程表的

なものとして諮問会議に報告をしていただけると同時に、その成果を達成できな

いときには見直しを行っていく必要性があろうかと思います。 

    したがいまして４番目に、改革の立法化に当たっては、改革を加速することを

可能にする条項を盛り込んでいくべきであろうと考えております。 

   それから最後は、特定財源のあり方についてであります。この問題はいろいろ

御議論があるということは十分承知しておりますが、歳出・歳入一体改革の議論

の中で、この問題を改めて取り上げなければならない、ということが来年の６月

あたりに出てまいります。そのときには、できる限り具体的な方針をまとめてい

く必要性がないか、ということを問題提起しているということであります。 

   以上であります。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。次に、谷垣大臣から資料の提出がござい

ます。 

（谷垣議員） 特別会計につきましては、私としても大変大事な課題だと認識して対

応してまいりました。その検討状況ですが、今、本間先生のお話にもございまし

たように、財政制度等審議会でも報告を出していただきました。それから、与党

でも自民党行革本部で特別会計整理合理化計画の骨子というのを元にしまして、

今改革案を協議していただいている最中と承知しております。したがって、自民
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党の案について、現時点で政府として何らか正式なコメントをするという段階に

はまだ来ていないと思いますが、今日はこういう協議中の案も念頭に置きながら、

特別会計の整理合理化の概ねの方向性について申し上げたいと思います。 

   私がお出しした資料の１ページ目をおめくりいただきたいと思いますが、そこ

に総論を書いてございます。ポイントは４つです。 

   第１に、５年間で約20兆円程度の財政健全化への貢献を目指す。第２に、諮問

会議でも指摘されてきました市場化テスト等も活用しながら特別会計の数を大幅

に減らし、２分の１から３分の１程度に減少する。第３に、そのための法案を平

成19年度中に国会に提出する。最後に、特定財源についても、今般の基本方針に

従って見直しを行うということであります。 

   もう１枚おめくりをいただきたいと思います。各論でございますが、財政制度

等審議会の報告では、検討の方向性が出されたわけですが、今回の改革案は、具

体的な改革の年限を切る等して、より踏み出した内容となっていると思います。 

   例えば、３ページ目の「３．公共事業」のところでございますが、財政制度等

審議会では道路ほか４つの特別会計の統合を検討するとされておりましたが、今

回は都市開発資金融通特別会計とあわせて５会計を平成20年度までに統合するこ

ととしています。それから財政制度等審議会の報告では、一般会計の統合が明示

的に示されたのは登記特別会計だけでございましたが、今回はこれに加えて、国

営土地改良事業と特定国有財産整備という２つの特別会計についても一般会計へ

の統合を打ち出しております。 

   以上のとおり、この諮問会議の民間議員からも御指摘いただきました目標設定、

それから市場化テストの活用、一般会計への統合の増加等について、見直しの内

容に盛り込んだところでございます。 

   私からは以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは、御意見がございましたら御自

由に御発言をいただきたいと思います。総務大臣。 

（竹中議員） 今、主として国の特別会計の議論でございますけれども、行政改革の

重要方針の中には地方の資産・債務の管理の話まで書かれております。その点で

１点だけ申し述べておきたいと思います。 

   地方としても、当然のことながら資産・債務の管理を一生懸命やるつもりでお

ります。しかし、前回も申し上げたかもしれないのですが、その基礎となる会計

制度ができていないという大問題があると認識しておりまして、そのことにしっ

かりと総務大臣としては取り組みたいと思います。実は国のバランスシートをつ

くるのに平成10年から14年まで試作を行って、それで平成15年に初めて国の書類

となった。つまり、国の一つのバランスシートをつくるのに足掛け６年かかって

いるのです。それを地方のすべての自治体でつくるということになってくるわけ

ですが、今、都道府県では３分の２が全体のバランスシートを持っていますが、

３分の１は持っていません。市町村では同様のバランスシートを持っているのは

何と１割だけで、あと９割は持っていない。そうすると、1,700か1,600のバラン
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スシートをつくった上で改革をしなければいけない。これは大改革だと思います

が、そこはぜひしっかりと取り組んでいきます。地方自治の21世紀ビジョン懇談

会をつくると申し上げていますので、その中で会計制度の問題としてぜひ取り上

げて、重要方針を実現するように努力をするつもりでございます。 

（与謝野議員）  本間議員。 

（本間議員） これから20日にこの重要方針を確定していくという作業になろうかと

思いますが、今申し上げましたとおり、社会保険庁の改革と特別会計の問題につ

きましては、まだペンディング状況でございますので、中馬大臣と財務大臣と民

間議員とで、きめ細かく連絡をとらせていただきながら、しっかりとした修文を

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員）  それでは、特別会計の改革については、行政改革の重要方針の最終

的なとりまとめに向け、本日の議論を踏まえまして、さらに調整をしていただき

たいと思います。諮問会議といたしましては、本日の民間議員の御指摘を踏まえ、

歳出・歳入一体改革の審議の中で、特別会計改革についても引き続きさらに検討

を深めていきたいと思っております。また、行政改革の重要方針については、次

回、中馬大臣から改めて御報告をいただいて、とりまとめに向けた審議を行いた

いと存じます。 

   総理から、何か御発言はいかがでしょうか。 

（小泉議長） これはもう塩川財務大臣以来の懸案だからやってください。随分変わ

ったものだ。財政制度等審議会の報告は今までは無視されていた。それがこれだ

け進んでくるのだから、やればできるんだ。しっかりお願いします。 

（与謝野議員）  それでは、次の議題に移りたいと思います。 

   中馬大臣はここで御退席になられます。ありがとうございました。 

（中馬臨時議員 退室） 

 

○「改革と展望」の改定（原案）について 

（与謝野議員）  それでは、「改革と展望」の改定について御審議をいただきます。 

   「改革と展望」につきましては、今月６日にお示しした事項案に沿って原案を

作成いたしましたので、私の方から、その概要を御説明いたします。 

   まず、「１．はじめに」では、「改革と展望」が中期的な経済財政運営の基本

方針と経済財政の展望を示すものであり、経済の変動に適切に対応するため、毎

年度改定していることを述べております。 

   「２．経済財政状況」では、平成14年に「改革と展望」を策定した時の経済状

況は極めて厳しいものでありましたが、我が国経済は長期停滞を脱しまして、民

間需要中心の持続的な回復軌道をたどっていること、２ページに移りまして、物

価については、デフレからの脱却に向けた進展が見られるものの、物価は依然と

してデフレ状況にあること等を記述しております。 

   また、財政面では、政府の大きさ及び財政収支についての目標の達成状況を書

いておりますが、数字は今後書き込む予定でございます。 
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   ３ページの「３.中期的な経済財政運営の基本方針」では、まずは、「経済財政

運営とデフレ脱却に向けた取組」として、１つ、民間需要主導の持続的な成長と

財政の健全化の両立を目指し、「歳出・歳入一体改革」を進めるとともに、構造

改革への更なる取組を行うこと。１つ、デフレからの脱去を確実なものとするた

め、政府・日本銀行が一体となった取組を行うこと。１つ、デフレからの脱却の

判断に当たっては、慎重な判断を行うことが必要であることなどを記述しており

ます。 

   ４ページに移りまして、「経済の展望」では、経済成長及び物価動向の中期的

な展望について記述することとしておりますが、現在調整中の来年度の経済見通

しなどを踏まえ、次回の諮問会議で案文をお示ししたいと考えております。 

   「財政の健全化」では、「基本方針2005」で決定した取組を確認しております。

具体的には、財政の健全化に向けて、引き続き政府の大きさを抑制するとともに、

まずは、2010年代初頭における国・地方をあわせた基礎的財政収支黒字化を目指

すこと。また、来年の年央を目途に、「歳出・歳入一体改革」の選択肢及び改革

工程を明らかにすること。また、平成18年度中に結論を得ること、としておりま

す。 

   ５ページに移ります。「４．構造改革の更なる取組」では、「基本方針2005」

等に基づいて構造改革への更なる取組を推進すること、さらに、「歳出・歳入一

体改革」の検討を更なる構造改革へとつなげることを記述しております。また、

「基本方針2005」以降、経済財政諮問会議における議論を踏まえて具体化が図ら

れました項目について書いてございます。 

   以上が「原案」の概要でございます。 

   それでは、西野副大臣から発言を求められております。西野副大臣お願いいた

します。 

（西野経済産業副大臣） 前回、12月６日に諮問会議で二階大臣の方から、歳出・歳

入一体改革を進めるに当たっては、経済の活性化による国富拡大が大前提である

と、これを抜きにして考えることはできないということを申し上げました。 

   こうした点から考えますと、まず１つは、中長期を見据えた国際競争力の強化

という問題、２つには、地域経済、中小企業の活性化などを内容とする、いわゆ

る「新成長戦略」の検討を現在進めているところでございます。これらを進める

に当たりましては、多くの関係者の意見を必ず聞くようにという強い指示を二階

大臣から受けているところでございまして、この「新成長戦略」に全力を挙げて

取り組んでまいる所存でありますので、今御説明をいただきました「改革と展望」

に、ぜひこの新成長戦略を位置づけていただきたい。これを受けて我が省といた

しましても、諮問会議に対しましては、以前にも御指摘がありましたので、でき

るだけ早く、まとまったそれぞれの段階で順次御報告をしてまいりたいと思って

おりまして、それに基づいて御議論をいただければありがたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員）  それでは、御自由に御発言をいただきたいと思います。奥田議員。 

 12



 
平成 17 年第 29 回 議事録 

 
（奥田議員） １点は、今、経済産業省の方からお話がございました「新成長戦略」

というのは、私どもも見せていただきましたが、非常に明快で将来非常に明るい

展望も開けると思いますので、ぜひ、この「改革と展望」の中で位置づけていた

だきたいと、そのようにお願いします。 

   それから、医療制度でございますが、診療報酬が今日明日にも決まるというこ

とで、我々としては大幅なマイナス改定という方向で、政府・与党で一層の調整

をお願いしたい。これは総理に下駄を預けるような話ですが、申し訳ございませ

ん。 

（小泉議長） 30兆円の枠があるから。30兆円。 

（谷垣議員） 後ほど予算の今の進捗状況を御報告いたしますので、そのときに30兆

円ということを申し上げます。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。本間先生どうぞ。 

（本間議員） 今、副大臣の方からお話がございました地域活性化の問題は、私は大

阪に住んでおりまして、東京に居住されておられる方よりも、この問題は深刻に

受け取っております。竹中総務大臣におかれましても、ぜひ総務省として地域の

活性化の問題にいろいろ御検討いただきたい。それぞれの議論のかみ合わせが私

は大事だと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

（与謝野議員）  それでは、今日の御意見を踏まえまして、「改革と展望」の2005年

度の改定につきましては、引き続き御審議をいただきたいと思っております。 

   総理から何か御発言ございますか。 

（小泉議長） いや、いいです。 

（与謝野議員）  それでは、最後に平成18年度予算の基本的方向性について、谷垣大

臣から御報告をお願いいたします。 

 

○平成18年度予算の基本的方向性について 

（谷垣議員） 今、平成18年度予算編成は大詰めを迎えておりまして、全力を尽くし

て取り組んでおりますが、与謝野大臣からお話がありました歳出・歳入一体改革

の議論を進めていくための、土台固めの予算としたいと思っております。その上

で年明けから、先ほど与謝野大臣から示されました歳入・歳出一体改革の検討を

私としてもしっかり行っていきたいと思っております。 

   そこで平成18年度予算でございますが、12月６日に閣議決定された「予算編成

の基本方針」の考え方を踏まえながら、今、大詰めの作業を行っております。平

成18年度予算では、改革続行内閣にふさわしい予算とするような様々な「改革」

の成果を盛り込むと同時に、重点化あるいは質の向上を図って歳出を厳しく抑制

していく必要があると考えております。 

   「改革」の成果の反映につきましては、資料の１ページ目をごらんいただきま

すと、今もお話がありました社会保障でございますが、高齢者自己負担見直しと

いった医療制度改革の成果を盛り込む。それから診療報酬は大幅な引き下げを行

うべく、今折衝中でございます。 
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   それから三位一体の改革について、総務大臣もいらっしゃいますが、政府・与

党合意による補助金改革、税源移譲を反映させていく。そして地方交付税は、地

方財政計画の歳出内容の見直し、縮減等を通じまして交付税総額の抑制を図るべ

く、ただいま折衝中でございます。 

   それから公務員総人件費は、大幅な定員純減とともに、給与構造改革などを通

じまして、総人件費改革の着実な反映を図っていきたいと考えております。 

   特別会計につきましては、先ほども大きな方向は申しましたけれども、事務事

業等の効率化を通じて歳出を縮減して、一般会計からの繰入れや借入金の圧縮等

を図りたいと考えております。 

   もう１ページをおめくりください。予算の重点化・効率化と歳出抑制につきま

しては、２ページ目にございますとおり、予算配分の重点化につきましては、「予

算編成の基本方針」に示された科学技術の振興、それから中小企業の技術開発、

少子化対策、それから循環型社会の構築といった課題に予算の重点配分を行うと

いうこととしております。その際、予算執行調査等を活用いたしますとともに、

予算執行実績を適切に反映して、予算の質の向上・効率化に努める。今年はそれ

に相当力を注いでおります。 

   それから国債発行額の抑制につきましては、昨日の与党税制改正大綱や、ある

いは経済動向等を踏まえ、税収見積もりをただいま精査いたしておりますが、地

方交付税改革の実現や三位一体の改革の反映、予算編成過程における歳出見直し

等を通じまして、一般歳出を前年度よりも減額するということを通じまして、新

規国債発行額を30兆円にできるだけ近づけるということで、今、全力を挙げてお

ります。 

   以上、歳出・歳入一体改革の議論を進めていく土台固めとして、聖域なく徹底

的な歳出の見直しを図ってまいりたいということでやらせていただいております。  

 以上でございます。 

（与謝野議員）  ただいまの谷垣議員からの御報告に対して御質問、御意見等があれ

ば。よろしゅうございますか。 

（小泉議長） 今、折衝の真っ最中だからいいでしょう。 

（与謝野議員）  はい。 

   ありがとうございました。予定の議事は以上でございますが、お手元に12月14

日に公表いたしました内閣府の「構造改革評価報告書」を配付してございます。

御紹介は省略させていただきますが、医療制度改革について検討、分析がなされ

ております。御参考にしていただければと考えております。 

   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たいと存

じますが、よろしゅうございますか。 

（小泉議長） お疲れ様でした。 

（与謝野議員）  御苦労さまでした。 

（以 上） 


