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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第４回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年２月 23 日(木) 17:31～18:28 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長        小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員        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    麻生 太郎  外務大臣 

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 

 

原田 明夫  海外経済協力に関する検討会座長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）海外経済協力のあり方について 

（２）行政改革の推進について 

（３）歳出・歳入一体改革（資産・債務、特別会計）について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 海外経済協力に関する検討会－検討状況について－（原田 海外経済協力に関する

検討会座長 提出資料） 

○ 「行政改革推進法案概要」について（中馬臨時議員提出資料） 

○ 政府資産・債務改革及び特別会計改革の進め方（有識者議員提出資料） 
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（配付資料） 

○ 「行政改革推進法案概要」（中馬臨時議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから今年４回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

 本日の議題でございますが、始めに、海外経済協力のあり方について御審議を

いただきます。麻生大臣、中馬大臣、「海外経済協力に関する検討会」の原田座長

にお出でをいただいております。その後、中馬大臣に引き続き御参加いただき、

行政改革の推進についての御審議をいただきます。 後に、歳出・歳入一体改革

について、本日は、資産・債務と特別会計について御審議をいただく予定でござ

います。 

 なお本日は、二階大臣は訪中のため御欠席ですので、西野副大臣にお出でいた

だいております。 

 それでは、海外経済協力のあり方について御審議をいただきます。 

 初めに、原田座長から検討会での審議状況について、御説明をお願いいたしま

す。 

 

○海外経済協力のあり方について 

（原田海外経済協力に関する検討会座長） この会議にお招きいただきましてありが

とうございました。 

 海外経済協力に関する検討会は、当諮問会議の政策金融改革の基本方針に盛り

込まれましたとおり、国策たる戦略的援助政策の効果的実施のためには、経済・

金融機能面の検討のみならず、ＯＤＡの戦略的活用等の観点からの検討が必要で

あるため、官房長官の下に開催されることになったものと理解しております。第

１回会合では、与謝野大臣にも御出席いただきまして、検討に当たっての観点に

ついてお話を伺いました。 

 お手元の資料の１、２ページでございますが、12月16日の第１回会合から、こ

れまでに７回の会合を開催させていただきました。海外経済協力に関しまして、

検討の前提となる情勢についての意見交換を行いました上で、政府内体制のあり

方、それから実施機関のあり方について、議論を集中的に行ったものでございま

す。また、関係省庁、実施機関、有識者などからヒアリングを行いましたほか、

メンバーの間での集中的な討議を実施しました。 

 なお、非公式なものでございますが、私が座長としてＮＧＯの方々との懇談の

機会も持たせていただき、いろいろ御意見を承りました。 

 ３ページには、検討会のメンバーが記載されております。 

 ４ページでございます。海外経済協力に関する政府内の体制のあり方について

検討させていただきました。これまでの検討会の議論の中で、ここにお示しする

 2



 
平成 18 年第４回 議事録 

 
方向で概ねまとまってきております。既に決定されたものではございませんので、

ここではあくまで「検討の方向」と記載させていただいております。なかなか

終的に議論の集約が難しい面もございまして、新聞等でいろいろ報道されており

ますが、これから 終的な詰めをさせていただきたいと考えております。 

 内容を簡単に御説明させていただきますと、総理の御指導の下に、内閣として

の司令塔的な機能を強化するために、閣僚の皆様方レベルでの会議、これは名前

も会議としたらいいのか、それとも本部という形がいいのか、これについてもい

ろいろ議論のあるところでございます。これを新設して総理、官房長官、外務大

臣、財務大臣及び経済産業大臣を常設メンバーとしていただいてはどうだろうか

というのが大方の考え方です。そのほか、議題に応じ、随時特定分野に関係する

閣僚の皆様方にも参加していただいてはどうだろうかということでございます。 

 この司令塔のテーマといたしましては、ＯＤＡ大綱の改定、中期政策などＯＤ

Ａ戦略の枠組みに関する重要事項のほか、主要な途上国に対する海外経済協力の

全般的なあり方、また特定の重要プロジェクト等を対象とするということとして

はどうかということでございます。 

 次に、５ページの４で、「海外経済協力の実施機関の在り方について」、その要

旨を「検討の方向」ということで書かせていただいております。現在の国際協力

銀行（ＪＢＩＣ）の中から、円借款部門を分離いたしまして、ＯＤＡ実施機関の

一元化を図ることとしてはどうか。そして円借款、技術協力、無償資金協力は新

しいＪＩＣＡに統合してはどうかという考え方でございます。また、ＪＢＩＣの

中の国際金融等業務は、「新政策金融機関」に統合してはどうかというものでござ

います。 

 この再編に伴いまして、様々な意見がございましたが、配慮が必要な事項とい

うことで、ここでは３点を記載させていただきました。 

 第１は、新政策金融機関に統合される国際金融機能の維持についてでございま

す。この点につきましては、新政策金融機関におきましても、ＪＢＩＣが果たし

てまいりましたブランドの活用、日本の顔としての機能を維持することが適当で

はないか。また新政策金融機関の中で国際部門の一定の組織的な独立性、国際部

門の長の対外的な位置づけなどにも配慮していただいてはどうかという意見を念

頭に、具体的な議論を詰めていくこととしております。 

 第２は、新機関の国際金融等業務と新ＪＩＣＡの円借款との十分な連携につい

てでございます。国際金融等業務部門と円借款部門をそれぞれ別の機関としてい

く中で、この両者の連携の仕組みが必要であるというのが大方の意見でございま

す。 

 具体的には、例えば、連絡協議会や役員の併任のような臨時的な側面、また統

合されたシステムなどでも配慮が必要であるという点を念頭に、具体的な議論を

終的に詰めていくこととしております。 

 第３は、新ＪＩＣＡにおける円借款業務の位置づけでございます。この点につ

きましては、財政健全性の確保、資産・負債管理機能の維持が重要であるという
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観点が議論されておりました。 

 以上が海外経済協力に関する検討会での現段階の検討状況でございます。今後

とも当諮問会議の政策金融改革の基本方針を踏まえまして、 終的なとりまとめ

を行ってまいりたいと考えております。 

 なお、24日に第８回検討会を開催させていただいた上で、２月中にとりまとめ

を行いまして、官房長官へ御報告することを予定しております。 

 以上でございます。 

（与謝野議員） それでは、御発言がございます。まず麻生大臣。 

（麻生臨時議員） 今、原田座長の方から御発言がありましたように、海外経済協力

に関する検討会のとりまとめに向けて、いろいろ難しかったものを進めていただ

きました。委員の皆様方に敬意を表するとともに、とりまとめの方向性につきま

しては、概ね私の考え方と感じが合っていると思っております。 

 基本的には円借款や無償といった技術協力を有機的に一緒にして、効果的な経

済協力を実現することが一番の関与といいますか、一番のポイントだと思ってお

ります。このような改革に合わせまして、外務省としては、ＯＤＡに取り組む体

制を抜本的に改める必要があると思っております。国益を踏まえて、戦略的な国

際協力を推進するために、企画立案機能を強化させる必要があろうと思いますし、

ＯＤＡに対する国民の期待に応えられるようにいたしたいと思っておりますので、

基本的に今おっしゃった線でまとめていただければと思っております。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言ください。奥田議員。 

（奥田議員） 原田座長提出資料の５ページの下の部分に「配慮が必要な事項」とし

て３点挙げられております。検討会の中で、国際金融業務につきましては、ＪＢ

ＩＣの維持活用や、あるいは組織的な独立性の保持、こういう方向性が出された

と聞いております。この件につきましては、国策上非常に必要な資源確保や、あ

るいは国際競争力の確保の観点から、今後政府・与党での具体的検討において十

分な配慮をお願いしたいと思っています。 

（与謝野議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 原田座長をはじめ、検討会では大変精力的に、幅広い観点から御議論

いただいたということで、私どももこの結論を尊重させていただきたいと思って

おります。 

 総理の下に４大臣でつくる本部、もしくは会議といいますか、こういったもの

がこれからＯＤＡを非常に柔軟に活用する上で極めて大事な組織になっていくと

思いますし、また組織の方では配慮が３点必要だということでお示しをいただき

まして、こういうことに十分配慮してやっていただければ、新しい、良い体制が

組めるのではないかと思っております。 

（与謝野議員） 他に御発言は。 

（麻生臨時議員） 特にないようでしたら、ぜひ、これは委員の方々も私もそれほど

詳しくなかったので、ほかの方もそうではないかと思っているんですが、円借款

と国際金融業務の話がよく出てきますけれども、国際金融業務の方に約１兆1,000 
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億円という、国際金融業務の対象になっております借りる相手は、民間企業が約

１兆円、相手国政府が約1,000 億円で、これは借りているのはほとんど民間企業

です。円借款の場合は約6,500 億円、これは丸々相手国ですから、企業はありま

せん。私どもから見ていると、円借款と国際金融業務と一緒になるときから、大

分前から議論のあったところですので、こういった形で結論を出されたのは正し

いのではないかと、そう思っております。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。 

 方向性も見えてまいりましたし、具体的な点や残った論点、細部についても、

今後とりまとめていただくことになりますが、諮問会議としては、基本的には本

日の原田座長から御報告いただいた方向で進めていただければと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 総理何か。 

（小泉議長） 本当にありがとうございました。いろいろ議論のある中で熱心に検討

していただいて、ひとつの方向性を出していただいた。御礼申し上げます。 

 海外経済協力というのは非常に大事で、日本では、「日本の評判が悪い」とか、

「日本はちっとも国際社会から姿が見えない」とか、「中国と韓国に対して何もや

っていない」とか、「隣国との関係が悪い悪い」と言っているけれども、 近、興

味深い資料を見ました。ＢＢＣとアメリカのメリーランド大学の調査によると、

日本は国際社会に貢献しているか、影響があるか、ということについて、ベスト

３の中の２番目に入っているんですよ。 

 この評価は日本のマスコミは余り触れないけれども、日本が調査したのではな

いから。ＢＢＣとアメリカの大学が調査した中で、世界の中で日本の好感度とい

うか、影響力、貢献度は非常に高いというのは、この海外経済協力が大きく影響

していますよ。これからも海外経済協力のあり方は非常に重要だと思いますから、

これからも政府と連携してしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

（牛尾議員）  33ヶ国のうち、31ヶ国は、日本という存在に対していいと言っている

んです。また、平均すると55％が好感を持っている。トップはＥＵだから、これ

はグループとして評価しているんです。フランスやドイツはもっと下ですから。 

（安倍議員） 国単独としては日本が１位です。 

（牛尾議員）  １位ですよね。割と多いんですよね。インドネシアが85％、フィリピ

ンが79％と、好感を持っている国民が抜群に多い。 

（小泉議長） 世界から孤立しているなんて、とんでもない誤解だよ。余りにも偏見

が多過ぎるよ。いい情報は、マスコミは余り報道しないけど。 

（牛尾議員）  新聞には出ませんでしたね。 

（小泉議長） 全然出ない、そういう内容は。これはおもしろいことですよ。日本が

行った調査ではないから、なお信憑性があるのではないか。 

（麻生臨時議員） 棒グラフになってわかりやすかったですね。 

（与謝野議員） よろしゅうございますか。 

（小泉議長）  はい、ありがとうございました。 
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（与謝野議員） それでは、ここで麻生大臣と原田座長が御退席になります。どうも

ありがとうございました。 

（麻生臨時議員、原田座長退室） 

（与謝野議員） それでは、行政改革の推進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推進法案の概要について御説明をお願いします。 

 

○行政改革の推進について 

（中馬臨時議員） 私の方から色付きの資料を２枚出しております。同時に、法案の

概要を少し厚くございますが、お配りさせていただいています。 

 この行革推進法案につきましては、昨年の12月の「行政改革の重要方針」を踏

まえまして、現在作業を進めているところです。内容が極めて広範にわたってい

るために、２月10日に全閣僚から構成される政府の行政改革推進本部で作成方針

と概要の了承を得て、現在これに沿って法案を作業中でございます。 

 まず、名称でございますが、「小さくて」という言葉は誤解等があろうかと思い

ますので、総理の発言もございました、「簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律」、少し長くございますが、このようにすることといた

しました。今国会の施政方針演説の冒頭で、総理が 重要課題として掲げられた

「簡素で効率的な政府の実現」を目指す法律、こういうことを明確化するために、

その言葉をそのまま使わせていただいた次第でございます。 

 法案作成の基本的な考え方、これは、重要方針の内容にできる限り忠実に、改

革の総合的な基本方針、推進方策等を定めることといたしました。このため、社

会保険庁改革など個別事項で内容が既に定まっているものや、政府から独立して

いる国会、裁判所、会計検査院に関する総人件費関連でございますが、政府部内

の純然たる運用事項は、法律に織り込まないことといたしております。 

 次に概要について申し上げますと、まず基本理念では、国際化や人口構造の変

化の中で国際競争力を強化し、豊かで住みよい社会を実現するためには、民間の

主体性や自律性を高め、その活力を発揮することが必要不可欠との現状認識を記

述しております。その上で官と民の役割分担を見直し、民の活動分野を広げると

ともに、行政機構をスリム化することによって、国民の負担を抑制することを旨

として改革を進め、簡素で効率的な政府の実現を目指すことを明示いたしており

ます。 

 それぞれの分野について、簡単に御報告申し上げます。 

 政策金融改革につきましては、平成20年度における政策金融機関の再編成や貸

付残高の対ＧＤＰ比半減、政策投資銀行及び商工中金の完全民営化、公営企業金

融公庫の廃止等を明記いたしました。撤退する分野につきましても、法案には具

体的に明示する方向でございます。 

 独立行政法人につきましては、平成18年度以降の独法の見直しの基本方針等を

記載いたしております。 

 特別会計改革につきましては、今後５年を目途に改革を進め、財政健全化に総
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額20兆円程度寄与するとの基本方針をはじめ、既存特会の５年ごとの見直し、31

ございます特別会計の統廃合や効率化等の改革の方向性、特定財源の見直し等を

明記いたします。 

 総人件費改革につきましては、今後５年間で国家公務員の数を５％以上純減す

るとの基本方針を記載しましたほか、業務の大胆な整理等による、国の行政機関

の職員の純減にかかる具体的な措置や給与制度の見直し等も記載することといた

しております。 

 さらに、地方公務員の純減への要請や、長期的な目安としての総人件費の対Ｇ

ＤＰ比を半減すると、これも記載いたしております。 

 資産・債務改革につきましては、財政運営原則等の基本方針をはじめ、長期的

な目安として資産の対ＧＤＰ比半減を記載したほか、国民への説明責任等につい

ても記載いたします。そのほか、公務員制度改革、規制改革、市場化テスト、公

益法人改革など関連する改革との連携推進についても記載することといたしてお

ります。 

 また、簡素で効率的な政府を実現するための改革全体を支える組織として、本

法案において、本部長を内閣総理大臣とする行政改革推進本部を設置しまして、

改革の推進及びフォローアップを行わせる旨を明記いたしております。 

 我々としましては、まず３月上旬までの法案作成、国会提出、さらには国会で

の審議を経まして、法律の成立に至るまで全力を注いでまいりたいと思っており

ます。 

 本会議に出席しておられる各位の一層の御理解、御協力、御支援をお願いする

次第でございます。よろしくお願いします。 

（与謝野議員） ありがとうございます。それでは、御自由に御発言をいただきたい

と思います。 

（竹中議員） まず、ここまでのとりまとめにおかれて、中馬大臣の御尽力に感謝を

申し上げます。今国会は行革国会ということで、この推進法、 も重要な法案の

一つだと思っておりますし、小泉改革の総仕上げだと思っております。 

 今日は、民間議員ペーパーは提出されていないようでありますので、私から３

点ほど申し上げたいのでありますけれども、今、中馬大臣のお話にもありました

昨年12月に閣議決定された重要方針に、忠実に制度設計をして法案化するという

ことがやはり重要だと思います。 

 この点は、昨年の郵政民営化の場合も、総理から何度も基本方針に忠実にやる

んだという御指示をいただいて、それを貫徹したことが、あのような良い結果に

なったんだと私は思っております。 

 この点で、先日、法案の概要を本部決定したわけですけれども、実はその直前

に、案文の中をよく見てみると、12月の閣議決定とは少し違うのではないかとい

う点が含まれておりました。 

 例えば、政投銀の事前の案では、完全民営化ですけれども「完全」という言葉

がなかった。今、各大臣が国会で大変忙しい間に法案づくりを担当者のところで
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担当しているわけですけれども、そうすると、どうしても巧みに文言が少し使い

分けられて、都合のよいような解釈や、微修正などが行われるのではないかとい

う懸念があるのだと思います。概要の決定のときは、幸いにして中馬大臣、松田

内閣官房行政改革推進事務局長が大変御尽力されて、直前に閣議決定どおりの文

言に戻ったわけでありますけれども、改めて12月の、基本方針の閣議決定どおり

にするということが何よりも重要な点だと思います。 

 具体的には、さらに２点あると思うんですが、１つは、天下りの問題だと思い

ます。天下りに対しての議論は国会でも大変厳しいです。政策金融機関のトップ

マネジメントへの天下りの速やかな廃止というのが12月の閣議決定でございます。

これをどういう法律にするかということでいろいろとお知恵はあるのだと思いま

すが、一部に、その対象範囲を 高経営責任者と書いているようでございますけ

れども、実は 高経営責任者ということになると、例えば８機関のうち、総裁、

理事長５名しか対象にならないという問題も出てくると思います。 

 一方で、天下り役員は８機関に関して、今33名いるわけです。財務省が15名、

経産省が８名いるわけですけれども、そういう人たちもしっかりと対象になって、

やはり従来よりも厳しくやるのだというメッセージが出ないと、国民は納得しな

いのではないかと思います。 

 もう１つは、完全民営化、これについては今、中馬大臣からお話しございまし

たが、過去何度かいろいろな閣議決定がございますけれども、国会答弁の中でも、

かつての石原元行革担当大臣が政府出資をなくすことと、根拠法を廃止すること

だと国会答弁しておられます。我々、法律をつくって国会を乗り切る上でも、こ

ういう点をきっちりと押さえていくのが大変重要だと思います。 

 後に、行革推進の体制について申し上げたいと思います。やはり今国会で

も重要な法案のひとつとして、私も中馬大臣をぜひバックアップさせていただき

たいと考えております。従来から総務大臣として特殊法人、特殊会社、独立行政

法人の新設・改廃の審査を担当しておりますので、時間の関係もありますから、

その審査を事前に行いたいと思っております。その体制もつくりたいと思います。

中馬大臣とよく御相談して、この詳細設計に関する３月の中間報告、６月の 終

報告それぞれについて、事前の審査を、私も一生懸命させていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） 御自由に。中馬大臣。 

（中馬臨時議員） 今、総務大臣がおっしゃいましたことを受けまして、私の方も連

携をとりながら、この問題についてはしっかりやってまいりたいと思います。重

要方針は閣議決定しておりますから、これに沿った形でまとめていきたいと思い

ます。 

（小泉議長） 私なんかが説明を聞くと、こういう細かいところは言われないから、

よく注意しておいてね。私は結構アバウトだから。説明を聞いて、それで良いな

どと言って、後になってこんな問題点があると聞くのでは遅いので、事前に閣議

決定にきちんと忠実にやってください。 
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（中馬臨時議員） わかりました。なかなか法律に馴染みにくい言葉だ、などいろい

ろと指摘がありましたが、趣旨はきちんとここに書いてあるという方針で閣議決

定しています、ということで、今のところ極力それに沿った形にさせております。 

（西野経済産業副大臣） 二階大臣は、お話があったように出張で欠席していますが、

出張の前に、完全民営化ということで、機会があれば、以下のお願いをするよう

に強く指示がありました。政策金融をきちんとやらなければならないことは全く

同感でありますけれども、とりわけ商工中金の改革で、中小企業がそれによって

非常に不安に陥るようなことがありましたら、これは経済産業省として大きな責

任があると思っておりますので、そこのところだけは、強く趣旨を話しておくよ

うにということでございました。これだけは御理解をいただきたいと思っており

ます。 

（小泉議長） それは前から経済産業省は言っていたんだ。商工中金民営化のときも

大反対だった。だから、中小、国民、農林という新政策金融機関にきちんと国が

やるべきことはやるんだと。役所はもともと商工中金の民営化は大反対だったん

だ。余り引きずられないように、大臣によく言っておいてほしい。完全民営化な

んだから。 

（与謝野議員）  谷垣大臣。 

（谷垣議員） 先ほど総務大臣がおっしゃった、閣議決定どおりやるというのは、私

もそのとおりだと思います。ただ今、経済産業副大臣おっしゃったことは、どう

いうビジネスモデルをつくっていくかについて、多分七転八倒されているんだと

思うんです。その辺の七転八倒の、少しどういう結果が出てくるかも見ていただ

く必要もあるような気がするんです。政策投資銀行も、金融技術を今まで政策金

融でやってきたものを、どう民間でやろうかというのは、率直に言うと、どうい

うビジネスモデルをつくるかで七転八倒しているのだと思うんです。その七転八

倒から何が出てくるのかというのも見守っていただきたいという気がいたします。 

（竹中議員） 郵政のときも同じ問題があったと思うんです。それでいろいろな試算

も行って、そしてみんなで議論した。やはり、そういう議論の場というのは、場

合によっては必要だと思います。閣議決定どおりやるということと、必要なこと

は、議論しなくてはいけない問題が出てくる場合は、総理を中心にオープンな議

論をしていくということだと思っております。 

（奥田議員） 先ほどからのお話を聞いていると、民営化という言葉について、その

定義が、このテーブルの中で一致していない感じがするんですけれども、民営化

と完全民営化は違うのかという話がよく出るんですけれども、その辺はやはりベ

クトルを合わせた方がいいのではないかという感じがするんですが。 

（与謝野議員）  どうぞ。 

（竹中議員） 同じ問題が郵政のときもあったわけですけれども、これは閣議決定で

もありますし、国会の答弁でもありますので、非常に細かいところではいろいろ

な議論はあるかもしれませんが、一般的な認識としては、民営化には３通りある

というのが、これまでの対外的な言いぶりであると思います。 
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 １つは特殊会社にすること。これは株式会社ですけれども、根拠法と政府出資

があってＮＴＴがいい例です。また、日本郵政株式会社もいい例です。特殊会社

にすること。 

 もう１つは、民間法人にすること。これは農中がいい例でございます。政府の

出資はありませんけれども、根拠法はある。 

 ３番目は完全民営化。完全民営化というのは根拠法もないし、政府の出資もな

い。大きくわければ、それで３つだと思います。それで完全民営化にするという

ことを、昨年の12月に閣議決定をしたということだと思っております。 

（本間議員） 有識者議員では、今回ペーパーを出すかどうか 後まで議論をしたわ

けであり、今の段階では詰まっていない部分、あるいは政治的な判断があり得る

ということで出さなかったわけであります。今の民営化の定義をどうするかとい

う問題と、それからもう１つ、天下りの問題で、例えば、竹中総務大臣の所管で

あります郵政公社の民営化の際に、政府から役員として入っていることとどのよ

うに整合をとるかということ。その辺のきちんとした整理をしていかなければい

けないのだろうと思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

（与謝野議員）  それでは御提案申し上げますが、完全民営化につきましては、本日

は二階大臣もおられませんので、この問題については、中馬大臣が関係大臣と御

検討をいただき、また与党とも調整した上で、総理、官房長官に御相談をいただ

いて御決定いただく。こういうことでいかがでしょうか。 

（小泉議長） 中馬大臣中心によろしくお願いします。 

（与謝野議員）  また、閣議決定はトップマネジメントという言葉を使っております

が、先ほど中馬大臣の御説明のように、法律に馴染む言葉かどうかという問題が

おありのようなので、この問題については、官房長官が関係大臣と御検討いただ

き、また与党とも調整した上で総理大臣に御相談していただいて御決定いただく。

こういうことを御提案したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

（与謝野議員）  それでは、中馬大臣におかれましては、本日の議論を踏まえまして、

法案提出に全力を挙げていただきたいと思っております。行政改革については、

残された問題もあると思いますので、引き続き諮問会議で議論してまいりたいと

思います。 

 総理から何か御発言は。 

（小泉議長） 中馬大臣、よろしく。 

（与謝野議員）  それでは、次の議題に移ります。中馬大臣が御退席になります。        

（中馬臨時議員退室） 

（与謝野議員）  それでは、歳出・歳入一体改革の資産・債務、特別会計について御

審議をいただきます。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。本間議員。 

 

○歳出・歳入一体改革（資産・債務、特別会計）について 
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（本間議員） それでは、資料「政府資産・債務改革及び特別会計改革の進め方」に

ついて、私の方から説明をさせていただきます。 

 この２つの改革は、「行政改革の重要方針」ではっきりと打ち出されておりまし

て、１つは量的な面でございますけれども、資産債務の規模、政府の資産規模の

対名目ＧＤＰ比を今後10年間で概ね半減させる。これをしっかりと達成するよう

に明確な数値目標を設定して、工程表的な考え方のもとで計画的に推進するとい

うことが重要であると考えております。 

 それからもう１つは、特別会計のスリム化でございます。これは今後５年間に

おいて合計約20兆円程度の財政健全化の貢献を達成するということでございます

ので、特別会計における資産・負債や剰余金等を徹底的に精査し、人員の大胆な

見直しを行うことによって、確実に実現しなければならないと考えております。 

 問題は直近の歳出・歳入一体改革にどのように関連づけ、位置づけていくか。

こういう問題がございます。その点で５つの考え方を出しております。 

 第１に、ストックからストックへの原則について、国有財産売却や出資金処分

による収入は、１回限りの臨時的なものであるため、「ストックからストックへ」

の考え方の下、原則的に債務残高の縮減に活用すること。 

 第２に、資産・債務両建ての縮小をしていくということ。これは財政投融資に

おいて、今後とも政策金融機関、地方向けを含め、内容、規模等を縮減し、バラ

ンスシート上のリスクを軽減させ、財務体質の健全化を図っていく必要があると

いうこと。 

 第３に、特別会計の中におきまして、剰余金・積立金等の積極的活用がござい

ます。これがこれまでなかなか日の目を見ないような形で議論の対象から外れて

いたわけでありますけれども、これを積極的に活用して歳出削減の徹底や機構・

定員の抜本的な見直しに結びつけることが大切であります。特別会計につきまし

ては、後でもう少し、この考え方について御説明させていただきたいと思ってい

ます。 

 第４に、地方の貢献であります。これまで国と地方は財政の両輪であるという

ことは十分認識されておりましたけれども、今まではどちらかというと国の議論

が中心でございまして、今回は地方においても資産売却を積極的に推進するほか、

各種の基金・資産等を有効活用するなど、国と同様の取組みを強力に行っていた

だき、財政健全化に貢献することをお願いしたいと考えております。 

 第５に、債務残高の縮減でございます。プライマリーバランス黒字化に向けて、

全力を挙げて2010年超までしっかりと実行していくことだと思いますが、プライ

マリーバランス黒字化達成後も、一定の財政収支の黒字幅、例えばＧＤＰ比２～

３％を確保することにより、債務残高の縮減を図っていくことが必要です。その

際、国・地方それぞれの財政健全化目標を立て、両者が協力しながら債務圧縮に

努めることが重要だと考えます。 

 次に、これからの具体的な取組みでございます。 

 第１に、歳出・歳入一体改革の実現に向けて、数値目標を設定して、規模、内
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容について具体化をしていくということが、ぜひ必要になろうかと考えておりま

して、この点につきましては、財務大臣におかれまして、この考え方について明

示していただければと考えております。 

 第２に、地方の取組みでございます。総務大臣におかれましては、地方の資産・

債務、特別会計等についても総点検を行い、財政健全化へのさらなる取組みを地

方に対して行っていただきたいと考えております。また、総体としての地方の財

政健全化目標をできるだけ早期に設定し、国と協力しつつ確実に実現をしていた

だければと思います。 

 第３に、工程表の策定のフォローアップ体制の充実であります。工程表を策定

し、政府資産・債務改革及び特別会計改革を着実に実施するため、何よりもフォ

ローアップ体制がしっかりしておりませんと、なかなか改革の実は上がってこな

いということでございますので、諮問会議との連携を図りつつ、これを強固に進

めていくということをしなければならないと思います。 

 また、資料の「４．その他」のところでございますが、これまでの議論の中で

は、独立行政法人等で外に出した部分、これが必ずしも、しっかりと取り組んで

いるということではないような気がいたします。独立行政法人化した後、どのよ

うに資産あるいは負債について積極的な形で改革をしていくかということも大き

なテーマになってくるのではないかと思います。 

 それから、公会計制度の整備であります。これは民間議員４人で議論いたしま

した時に、奥田議員から民間では当たり前のことが公的部門ではできていないと

いう御指摘を強く受けました。公会計制度については、国際的な基準等の整合性

を踏まえつつ、しっかりと整備を促進をしていくということです。それから、特

に地方においては財務書類の整備が遅れているということもございまして、国と

できるだけ平仄を合わせた形で、早急に公会計制度を整備していただきたいと考

えております。これに関し、総務大臣及び財務大臣は今後の進め方等について、

早急に諮問会議に御報告をいただければと考えます。 

 有識者議員資料の（別紙）は、特別会計の今後の課題について少し整理をいた

しましたものです。特別会計はどちらかといいますと、昨年12月のぎりぎりのと

ころで議論が出てまいりまして、必ずしも諮問会議として十分に議論をしてこな

かったということでございます。 

 そのため、このペーパーでは、どういうところに留意しなければならないかと

いう点について書いております。とりわけ、特別会計の定員は約８万4,000 人で

ございまして、公務員の総人件費改革との関係も非常に強いということがござい

ます。内容の見直し、人員、総定員の見直し等に対して、しっかりと取り組んで

いくということだろうと思います。 

 統廃合についてでありますが、それぞれの特別会計は、統合するもの、廃止す

るもの、「検討」となっているもの、という３つにグループ分けされております。

この中で、統合するものについては数合わせに終わらせず、統合メリットを 大

限引き出していくということが重要です。これは事業の重複や無駄を排除すると
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いうことは当然でありますし、市場化テスト等を活用しながら、民間に委託をし

ていくというような考え方もとらなければならないと思います。また、歳出や人

員を 大限削減するということが求められているところです。公共事業関係、エ

ネルギー関係、厚生保険に加えて国民年金等、こういう特別会計については、し

っかりと中身の精査が必要になってくるかと思います。 

 廃止するものにつきまして、一般会計化あるいは独立行政法人化という２つの

アプローチが考えられておりますけれども、重要なのは、この方法で外に出した

からいいということでは決してないということでございます。一般会計からの歳

出を、実質的に増加させない形で効率化をしていくということが必要になってこ

ようかと思います。国営土地改良、登記、特定国有財産整備、国立高度専門医療

センター等、この範疇に入るものであります。 

 それから「検討」となっているものがございます。これについては、原則的に

廃止するという考え方で統一した方がいいのではないかと思っております。 

 次に、剰余金・積立金の繰り入れについてであります。剰余金・積立金の繰り

入れにつきましては、「20兆円」の財政健全化枠を達成するということが書かれて

おりますので、今現在、貢献している特別会計は６特別会計ございます。資料に

書いております、財政融資資金、産業投資、外国為替資金、農業経営基盤強化措

置、電源開発促進対策、石油及びエネルギー需給構造高度化対策、これらのもの

については、継続あるいは上乗せの検討を要請してはどうかと考えています。 

 負担が生じている特別会計に関しましては、歳出削減の再徹底を要請すると同

時に、これからは減額していくという措置をしっかりと方針として明記していく

ことが重要になろうかと思います。このような負担を生じている特別会計につき

ましては、17特別会計がございます。 

 さらには独立の特別会計がございます。貢献の可能性について、きっちり検討

を要請し、財政再建に向けての協力をお願いすることが重要です。独立の６特別

会計については、そのような扱い方が妥当ではないかと考えております。 

 以上です。 

（与謝野議員）  どうもありがとうございました。それでは谷垣大臣から御発言がご

ざいます。 

（谷垣議員） まず、資産・債務改革でございますが、私どもも「小さくて効率的な

政府」を実現するために力を入れてやりたいと思っております。このペーパーで

３月末までに数値目標を明確化せよという御提案をいただきました。これは前回、

与謝野大臣からも同じ御指示をいただいておりますので、私どももできるだけ早

く具体的な数字を入れて、どのぐらい財政再建への寄与を見込めるのかという点

を明らかにして、御報告いたしたいと思っております。 

 それから、特別会計改革については、大変今重要な御提言をいただきました。

私どもとしても、数合わせに終わらせないで、統合メリットを 大限引き出すと

いう方針で取り組みたいと思っております。平成18年度も13.8兆円を国債残高の

圧縮に使うという、実際的な効果を狙ったつもりでございます。今後この作業を
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やっていきますときに、関係各省の主体的な取組みが必要だと思いますが、よく

連携してやらせていただきたいと考えているところでございます。 

 後に公会計制度の整備についてでございますが、総務大臣ともよく御相談し

て、できる限り早く御報告ができるようにいたしたいと思っております。 

（与謝野議員）  どうぞ竹中大臣。 

（竹中議員） 今、財務大臣からお話のあった公会計ですが、これについては、本当

に少しでも早くしっかりと整備したものにしたいと思います。国はこのバランス

シート等々を、2000年に取り組み始めて、2005年に整えており、５年かけてやっ

た。それに対して地方はどうなっているかというと、すべての都道府県と政令市

の試作が今年度中にようやく出そろうということで、実は５年遅れなんです。ス

タートが５年遅れているということなのだと思います。これではいけないので、

本間先生のお弟子さんですけれども、慶応大学の跡田教授に座長になっていただ

いて、総務省でそのための研究会を立ち上げることを決めております。ぜひ、財

務大臣と協力して公会計の整備を行いたいと思います。 

 有識者議員資料について、幾つか意見があるのですけれども、いろいろとお書

きくださっている中で、私が少々驚いたのは、 後のページの外為資産のところ

で、「売却・圧縮不可」と書いてあるのです。これは違うのではないでしょうか。

これについては以前に一度議論しました。 初は「スリム化の対象としない」と

書かれており、私は、それは違うのではないかと申し上げ、「それぞれの政策目的

に照らして、資産を合理的に管理する必要がある」と書き加えられたはずです。

外為の売却・圧縮が不可能ということはないと思います。 

 実は今、積立金を15％積んでいるわけで、100 兆円の15％で15兆円ぐらい積み

立てているのだと思います。もちろんリスクに対する積立は必要なのですが、保

険会社の場合、積立率は2.5 ％だと思います。外為会計は15％積み立てているわ

けです。本当にこれだけ必要かどうか、そうしたことをきちんと議論する必要が

あるわけで、これは他のものと性格が違うということは理解できますけれども、

圧縮不可能ということではないと思います。そういう点は、ぜひきちんと議論を

して、専門家によるリスクの評価を含めた検討が必要なのではないかと思います。 

 また、有識者議員ペーパーの中で、特に言及がなかったのは、公債管理の専門

家集団の必要性についてです。以前はこのことをしっかり議論していたと思うん

ですけれども、それについて特に言及がないわけでありまして、これはやはり、

私としてもぜひ強調したいと思います。例えば、英国の債務管理庁は職員の半数

は民間人の専門家を入れている。民間の専門家を入れていかないと非常に大変な

ことだと思います。もちろん財務省はしっかりやってくださっているわけですが、

その点をぜひ追加したい。 

 もう１点、このペーパーの中で「市場化テスト」という言葉が出てくるのです

が、むしろ方針としては、原則として市場化テストを特別会計のすべてに適用す

るぐらいのつもりでやる必要があるのではないかと思うのです。つまり、国有財

産の売却についても国が保有し続ける場合とリースバック等々を含めて民間に売
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却する場合を、市場化テストを実施して比較すればいいわけです。現在、国はか

なりの不動産管理業務を行っています。財務局には4,800 人程度の職員がいます

けれども、そのうち３分の１程度は国有財産関係職員なのではないでしょうか。

これは 近、猪瀬直樹氏がよく言うのですけれども、国有地を合計すると日本の

面積の４分の１、つまり、九州と四国と中国地方を合わせた広さの国有地がある。

もちろん、いろいろ森林などがあるわけですから、国有地については単純な議論

ではないということは十二分に承知していますけれども、そのぐらい積極的な姿

勢が必要なのではないかと思っております。 

（与謝野議員）  どうぞ。 

（谷垣議員） 外為のことをおっしゃいましたけれども、総務大臣がおっしゃった積

立準備金は、資料の図の一番下のところだと思います。前のページの例を見ます

と、外為資金は、「剰余金・積立金の繰り入れについて」に入っておりまして、要

するに、外為の本体のところは、なかなかそうはいかないということを言ってい

るのだと思います。今おっしゃったように、金利変動準備金をどのぐらいにすれ

ばいいかについては、財融特会で本間先生に御議論していただいたわけですが、

そのような検討も必要だと思います。剰余金については、毎年そのとき繰り入れ

られるものは繰り入れておりますので、今後ともそういう方針でやっていきたい

と思っております。 

（本間議員） 確かに総務大臣が御指摘されたとおり、この部分での「圧縮不可」と

いう表現ぶりは、極めて限定的な意味合いを持っているように見えます。私も財

務大臣がおっしゃったとおり、図の下の部分をイメージしておりました。 

（小泉議長） 何ページですか。 

（本間議員） ４ページです。一番後の図のところでございます。図の外為資産のと

ころで、総務大臣が御指摘の部分は上から３つ目の柱になります。 

（小泉議長） なるほど。 

（本間議員） 図の下のところで積立金・剰余金をどのように扱っていくか、という

部分であります。総務大臣のご指摘で民間の専門家集団の件について、２．３）

の「剰余金・積立金の積極的活用」の部分でありますが、「その際、民間有識者等

の意見の聴取・活用」とあります。これは具体的にどのような制度設計、あるい

は会議を作るのかということを、まだここでは提案できる材料を持っておりませ

んでしたので、このような形で書いております。さらに、「市場化テストの積極的

な活用」は、まさに総務大臣が御指摘のように、事業そのものをきちんと見直し、

機構や定員の抜本的な見直しを行っていくということであります。 

（与謝野議員）  竹中大臣、先ほど有識者議員ペーパーの中で、地方の資産・債務の

点検をお願いするという記述があったのですが、その点はいかがでしょうか。 

（竹中議員） 先ほど申し上げたとおりで、スタートが国から５年遅れていますので、

非常にスピードアップして行いたいと思います。ただし、国のバランスシートは

１つであり、それで５年かかった。地方が1,800 のバランスシートを作るのに、

どのぐらいでできるかということで、１つでも５年かかっているところ、1,800 で
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どのぐらいでできるかというのは、そのために専門家に集まってもらって、ぜひ

余り時間をかけないで諮問会議で報告できるようにしたいと思います。地方の自

由と責任と申し上げていますけれども、責任を持ってもらうためには、やはり、

しっかりと情報を整理して、その情報を住民に公開しないといけないわけで、と

にかく、都道府県と政令都市については、今年度に初めて試作ができるという段

階だそうでございますので、ここは、ぜひ力を入れてやりたいと思っています。 

（与謝野議員）  それでは、今日の会議の 後に、政府資産・債務改革及び特別会計

改革を歳出・歳入一体改革につなげるため、３月末から４月初めの中間とりまと

めに向けて、どの程度財政健全化に貢献できるかを具体的に固める必要があると

いう認識は共有されたのではないかと思っております。 

 財務大臣におかれましては、このために、ぜひ３月末までに改革の規模、内容

等について数値目標を明確にしていただくよう心よりお願い申し上げます。また、

総務大臣には、いろいろ難しいことがありますけれども、地方の資産・債務、特

別会計について総点検を行うということを始めていただきたいと思います。また、

地方の財政健全化目標につきましても、できるだけ早い時期に設定をしていただ

き、いずれも諮問会議へ御報告をいただければと思いますが、よろしゅうござい

ましょうか。 

（竹中議員） 地方の財政健全化目標については、国としての健全化のペースと、地

方としての健全化のペースとがあると思いますので、歳出・歳入一体改革の中で、

ぜひしっかりと議論をさせていただきたいと思います。 

（与謝野議員）  また、公会計制度については、竹中大臣、谷垣大臣から御発言がご

ざいましたが、両大臣におかれましては、公会計制度整備の今後の進め方につい

て、具体的に諮問会議に御報告をいただければと思います。総理から何か御発言

はございますか。 

（小泉議長） よく整理していただいてありがとうございます。 近は予算委員会で

も特別会計が熱心に議論されるようになった。一般歳出も削減してきましたけれ

ども、これから消費税を上げなければならない状況になっても、できるだけその

幅を少なくするという意味において、この改革は大変大事だと思うんですよ。絞

ればかなり出てくる。私の在任中は消費税を引き上げないと言ったけれども、塩

川前財務大臣の頃からの大きな問題ですから、これからもよろしくお願いします。 

（与謝野議員）  それでは、本日の議題は以上でございます。 

 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。ありがとうご

ざいました。 

 

（以 上） 


