
平成 18 年第４回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

（配付資料） 

○「行政改革推進法案概要」（中馬臨時議員提出資料）

（概要） 

○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） 海外経済協力に関する検討会は、当諮問会
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議の政策金融改革の基本方針に盛り込まれたとおり、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である。

第１回会合では、与謝野大臣も出席され、検討に当たっての観点についてお話を伺

った。 

資料の１、２ページだが、12 月 16 日の第１回会合から、これまでに７回の会合

を開催した。海外経済協力に関して、検討の前提となる情勢についての意見交換を

行った上で、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。また、関係省庁、実施機関、有識者等からヒアリングを行ったほか、

メンバー間での集中的な討議を実施した。 

なお、非公式だが、私が座長としてＮＧＯの方々との懇談の機会を持ち、御意見

をいただいた。 

３ページには、検討会のメンバーが記載されている。 

４ページにある海外経済協力に関する政府内の体制のあり方について、これまで

の検討会の議論の中で、ここに示した方向で概ねまとまってきている。あくまで既

に決定されたものではないため、「検討の方向」と記載している。なかなか 終的

に議論の集約が難しい面もあり、新聞等でいろいろ報道されているが、これから

終的な詰めを行いたい。 

簡単に説明すると、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、閣僚レベルでの会議、これは会議とするのか、それとも本部という形に

するのか議論のあるところだが、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はどうかというのが大方の考え方で

ある。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も参加しては

どうかということである。 

この司令塔のテーマは、ＯＤＡ大綱の改定、中期政策などＯＤＡ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こととしてはどうかということである。

   次に、５ページでは、海外経済協力の実施機関のあり方について、その要旨を「検

討の方向」として書いている。現在の国際協力銀行（ＪＢＩＣ） の中から、円借款

部門を分離し、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、という考え方であ

る。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

うかというものである。 

この再編に伴い、様々な意見があったが、配慮が必要な事項として３点を記載し

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。この点につ

いては、新政策金融機関でも、ＪＢＩＣが果たしてきたブランドの活用、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。 

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。

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する中で、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ある。 

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
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的に詰めていく。 

第３は、新ＪＩＣＡにおける円借款業務の位置づけについて。この点については、

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観点が議論され

た。 

以上が海外経済協力に関する検討会での現段階での検討状況である。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、 終的なとりまとめを行っていく。

なお、24 日に第８回検討会を開催し、２月中にとりまとめを行って、官房長官へ

の報告を予定している。 

（麻生臨時議員） 今、原田座長から発言があったように、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いた。委員の皆

様方に敬意を表する。とりまとめの方向性については、概ね私の考え方と合ってい

ると思っている。 

   基本的には円借款とか無償とか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ポイントだと思っている。このような改革に合わせ、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いる。

国益を踏まえ、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

要があり、ＯＤＡに対する国民の期待に応えられるようにしたいと思っているので、

基本的に今の線でまとめていただければと思っている。 

（奥田議員） 原田座長の提出資料５ページに「配慮が必要な事項」として３点挙げら

れている。国際金融業務については、検討会の中で、ＪＢＩＣの維持活用とか、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いる。この件については、

国策上非常に必要な資源確保とか、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る。 

（谷垣議員） 原田座長はじめ、検討会は大変精力的に幅広い観点から議論いただいた

ので、私どももこの結論を尊重したいと思っている。 

総理の下に４大臣でつくる本部、会議といったものが、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う。また組織の方では配慮が３点必

要だということを示していただいた。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いる。 

（麻生臨時議員） 円借款と国際金融業務の話がよく出てくる。国際金融業務の方に約

１兆 1,000 億円であるが、この国際金融業務の対象になっている借りる相手は、民

間企業が約１兆円、相手国政府が約 1,000 億円。これは借りているのは殆ど民間企

業である。円借款の場合は約 6,500 億円。これは丸々相手国で、企業はない。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

のあったところであり、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

思っている。 

（与謝野議員） 方向性も見え、具体的な点や残った論点や細部についても、今後とり

まとめていただくことになるが、諮問会議としては、基本的には本日の原田座長か

らの報告の方向で進めていただければと思うので、よろしくお願い申し上げる。 

（小泉議長） 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。 

海外経済協力は非常に大事で、日本では「日本の評判が悪い、日本は国際社会か

ら姿が見えない」と言われているが、 近、興味深い資料を見た。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２番目に入っている。 
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ＢＢＣとアメリカの大学の調査で、世界の中で日本の好感度、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る。海外経済協力の

あり方というのは非常に重要だから、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。 

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

平均すると 55％が好感を持っている。トップはＥＵで、これはグループとして評価

している。フランスやドイツはもっと下だから。 

（安倍議員） 国単独としては日本が１位。 

（牛尾議員） 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。余りにも偏見が多

過ぎる。 

（与謝野議員） よろしいですか。 

（小泉議長） はい、ありがとうございました。 

（麻生臨時議員、原田座長退室） 

○行政改革の推進について 

（中馬臨時議員） 行革推進法案については、昨年 12 月の「行政改革の重要方針」を

踏まえ、現在作業を進めているところ。内容が極めて広範にわたっているため、２ 

月 10 日に全閣僚からなる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ある。 

名称について、「小さくて」という言葉は誤解等があるので、総理のご発言もあ

り、「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」とする

ことにした。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。 

法案作成の基本的な考え方は、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、政府部内の純然たる運用事項は法律に織り込まない

こととしている。 

概要について申し上げると、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いる。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している。 

それぞれの分野について、簡単に申し上げる。 

政策金融改革については、平成 20 年度における政策金融機関の再編成、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

の廃止等を明記した。撤退する分野についても、法案には具体的に明示する方向で

ある。 

独立行政法人については、平成 18 年度以降の独法の見直しの基本方針等を記載

している。 

特別会計改革については、今後５年を目途に改革を進め、財政健全化に総額 20 
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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 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する。 

総人件費改革については、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している。 

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ＧＤ

Ｐ比を半減するということも記載する。 

   資産・債務改革については、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

する。 

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している。 

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、改革の推進

及びフォローアップを行わせる旨を明記している。 

我々としては、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

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いる。 

本会議に出席しておられる各位には一層の御理解、御協力、御支援をお願いする。

（竹中議員） まず、ここまでのとりまとめに対して、中馬臨時議員の御尽力に感謝を

申し上げる。今国会は行革国会ということで、この推進法は も重要な法案の一つ

だと思っており、小泉改革の総仕上げだと思っている。 

今日は、なぜか民間議員ペーパーは提出されていないようなので、私から３点ほ

ど申し上げたい。 

中馬臨時議員のお話にあった昨年 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う。 

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、よい結果になったと思っている。 

先日、法案の概要を本部決定したわけだが、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いた。 

例えば、政策投資銀行の事前の案では、完全民営化だが、「完全」という言葉が

なかった。各大臣が国会で大変忙しい間に、法案づくりを担当者で担当しているわ

けだが、そうすると、どうしても巧みに文言が使い分けられて、都合のよいような

解釈とか、微修正とかが行われるのではないかという懸念があるのだと思う。概要

の決定のときは、幸いにして中馬臨時議員、松田内閣官房行政改革推進事務局長が

尽力されて、直前に閣議決定どおりの文言に戻ったのだが、改めて 12 月の閣議決

定どおりにするということが何よりも重要な点である。 

さらに２点あるが、１つは、天下りの問題。天下りに対しての議論は国会でも大

変厳しい。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 月の閣議決定である。これをどう法律にするかということは、いろいろお知

恵はあるとは思うが、一部に、廃止の対象範囲を 高経営責任者と書いているよう

だ。実は 高経営責任者となると、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。 

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

８名いるが、そういう人たちもしっかりと対象になり、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、国民は納得しないと思う。 
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もう１つは、完全民営化において、中馬臨時議員からお話しもあったが、過去何

度も閣議決定があるが、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る。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。 

後に、行革推進の体制について申し上げたい。今国会で も重要な法案のひと

つとして、私も中馬臨時議員をバックアップさせていただきたいと考えている。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

担当しているので、その審査を事前に行いたいと思っている。その体制もつくりた

いと思う。中馬臨時議員とよく相談し、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、事前の審査をしっかりさせていただきたいと思ってい

る。 

（中馬臨時議員） 竹中議員からの発言を受け、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う。重要方針は閣議決定しているので、

これに沿った形でまとめていきたい。 

（小泉議長） 説明を受ける際は、こういう細かい点は言われないので、よく注意して

欲しい。説明を聞いて了承すると、後になってこんな問題点があると聞くのでは遅

い。閣議決定に忠実にやってほしい。 

（中馬臨時議員） わかりました。法律に馴染みにくい言葉だなどいろいろ指摘があっ

たが、趣旨はここに書いてある方針で閣議決定しているので、今のところ極力それ

に沿った形にさせている。 

（西野経済産業副大臣） 二階経済産業大臣は出張で欠席しているが、出張前に完全民

営化について以下のお願いをするように強く指示があった。政策金融改革をきちっ

とやらなければならないことは全く同感だが、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れば、これは経済産業省として

大きな責任があると思っているので、そこのところだけは、強く趣旨を話しておく

ようにとあった。これだけは御理解をいただきたいと思う。 

（小泉議長） それは前から経済産業省は言っていた。商工中金を民営化するときも大

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ちゃんと国がやる

べきことはやる。役所はもともと商工中金の民営化は大反対だった。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。完全民営化なのだから。 

（谷垣議員） 先ほど竹中議員が言われた閣議決定どおりやるというのは、私もそのと

おりだと思う。西野副大臣は、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と思う。その辺、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。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と思う。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する。 

（竹中議員） 郵政のときも同じ問題があった。それでいろんな試算も行って、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

と思う。閣議決定どおりやり、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。 

（奥田議員） 先ほどからの話を聞いていると、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。民営化と完全民営化の違いに

ついては、やはりベクトルを合わせた方がいいと思う。 
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（竹中議員） 同じ問題が郵政のときもあったが、これは閣議決定もあり、国会の答弁

でもあるので、非常に細かいところではいろんな議論はあるかもしれないが、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。 

１つは特殊会社にすること。これは株式会社であるが、根拠法と政府出資があっ

てＮＴＴがいい例である。また、日本郵政株式会社もいい例である。 

もう１つは、民間法人にすること。これは農中がいい例である。政府の出資はな

いが、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つだと思う。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思っている。 

（本間議員） 民営化の定義をどうするかという問題と、天下りの問題で、例えば、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。その辺りのきちんとした整理をしていかなくてはいけないと思っているので、

よろしくお願いをしたい。 

（与謝野議員）  それでは御提案申し上げるが、完全民営化については、本日は二階議

員もおられないので、この問題については、中馬臨時議員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決定い

ただく。こういうことでよろしいか。 

（小泉議長） 中馬臨時議員中心によろしくお願いする。 

（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いるが、先

ほど中馬臨時議員の説明のように法律に馴染む言葉かどうかという問題があるよ

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に相談し決定する。こういうことを提案したいと思うが、よ

ろしいか。 

（「異議なし」の声あり） 

（与謝野議員）  それでは、中馬臨時議員においては、本日の議論を踏まえ、法案提出

に全力を挙げていただきたい。行政改革については、残された問題もあるので、引

き続き諮問会議で議論していきたい。総理から何か。 

（小泉議長） 中馬臨時議員、よろしく。 

（中馬臨時議員退室） 

○歳出・歳入一体改革（資産・債務、特別会計）について 

（本間議員） 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

いる。１つは量的な面だが、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下で計画的に推進するということが重要であると

考える。 

それからもう１つは、特別会計のスリム化。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への貢献を達成するということだ。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いる。 

問題はこれを直近の歳出・歳入一体改革にどのように関連づけ、位置づけていく

かだ。その点で５つの考え方を出している。 

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
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よる収入は、一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。 

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。 

第３に、特別会計における剰余金・積立金等の積極的活用。これまで議論の対象

から外れていたが、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だ。特別会計については、後でもう少し、この考

え方について説明させていただきたい。 

第４に、地方の貢献。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

識されていたが、今まではどちらかというと国の議論が中心だった。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、国と同様の取組を強力に行ってもらい、財政健全化に貢献することをお願いし

たいと考えている。 

第５に、債務残高の縮減。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わけだが、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だ。その際には、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

る。 

次に、これからの具体的な取組みについて説明する。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、内容について具体化をしていくと

いうことが必要だと考えている。谷垣議員においては、この考え方について明示し

ていただければと考えている。 

第２に、地方の取組みについて。竹中議員においては、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いる。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う。 

第３に、工程表の策定とフォローアップ体制の充実について。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いないと、なかなか改革の実は上がってこない。そのため、

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。 

また民間議員ペーパーの「４.その他」について。これまでの議論からすると、

独立行政法人等については必ずしもしっかりと取り組んでいるということではな

いような気がする。この独立行政法人化した後に、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と

思う。 

それから、公会計制度の整備について。これは民間議員４人で議論した時に、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指摘を強

く受けた。公会計制度については、国際的な基準等との整合性を踏まえつつ、整備

をしっかりと促進していく。特に地方においては財務書類の整備が遅れているとい

うこともあり、国とできるだけ平仄を合わせた形で、早急に公会計制度の整備をし

ていただきたいと考えている。これに関し、竹中議員及び谷垣議員は今後の進め方

等について、早急に諮問会議に報告をいただきたい。 
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民間議員ペーパーの（別紙）は、特別会計の今後の課題について少し整理をした

ものだ。特別会計はどちらかというと、昨年 12 月のぎりぎりのところで議論が出

てきたため、必ずしも諮問会議として十分に議論をしてこなかった。 

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いる。とりわけ、特別会計の定員は約８万 4,000 人であり、公

務員の総人件費改革との関係も非常に強い。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ことが必要だと思う。 

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つにグループ分けをされている。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

要だ。これは事業の重複や無駄を排除するということは当然であるとともに、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

ればならないと思う。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。具体的には、公共事業関係、エネルギー関係、厚生保険＋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をする必要があると思う。 

廃止するものについては、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いるが、重要なのは、外に出したからいいということでは決し

てないということだ。どちらの方法をとるにせよ、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だと思う。具体的には、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については、こ

の範疇に入る。 

「検討」となっているものについては、原則的に廃止を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いる。 

次に、剰余金・積立金の繰り入れについて。「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いる。現在、貢献している特別会計は６特別会計あり、そ

れらは財政融資資金、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る。 

負担を生じている特別会計に関しては、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

重要だと思う。このような負担を生じている特別会計は、17 特別会計ある。 

独立の特別会計に関しては、貢献の可能性についてきっちりと検討を要請して、

財政再建に向けての協力をお願いすることが重要だ。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いる。 

（谷垣議員） まず、資産・債務改革だが、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たい。このペーパーで、３月末までに数値目標を明確化せよと

いう御提案を頂いた。前回、与謝野議員からも同じ御指示を頂いているので、でき

るだけ早く具体的な数字を入れ、財政再建への寄与をどのぐらい見込めるのかとい

う点を明らかにして御報告したい。 

特別会計改革については、大変重要な御提言を頂いた。私どもとしても、数合わ

せに終わらせず、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。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

である。今後この作業を行っていくに当たり、関係各省の主体的な取組が必要だと

思うが、よく連携してやらせていただきたいと考えている。 

後に公会計制度の整備についてであるが、竹中議員ともよく御相談して、でき
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る限り早く御報告できるようにしたい。 

（竹中議員） 公会計については、少しでも早くしっかりと整備したい。国はこのバラ

ンスシート等々を、2000 年から 2005 年と５年かけて整えた。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

く出揃うということで、実は５年遅れである。これではいけないので、総務省でも、

慶応大学の跡田教授に座長になっていただき、研究会を立ち上げることを決めてい

る。ぜひ、谷垣議員と協力して公会計制度の整備を行いたい。 

民間議員ペーパーについて幾つか意見がある。 後のページの外為資産の部分で

「売却・圧縮不可」と書いてあり驚いたのだが、これは違うのではないか。これに

ついては以前に一度議論をした。 初は「スリム化の対象としない」と書かれてお

り、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」が書き加えられた。外為の売却・圧縮が不可能と

いうことはないと思う。実は今は、積立金を 15％積んでいるおり、100 兆円の 15％ 

で15 兆円ぐらい積み立てていると思う。もちろんリスクに対する積立は必要だが、

保険会社の場合、積立率は 2.5 ％だ。外為会計は 15％積み立てていて、本当にこ

れだけ必要かどうか。これは他のものと性格が違うということは理解できるが、圧

縮不可能ではない。そういう点はきちっと議論をして、専門家によるリスクの評価

を含めた検討が必要ではないか。 

また、民間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

の必要性である。以前はこのことをしっかり議論していたと思うが、私としてもぜ

ひ強調したい。例えば、英国の債務管理庁は、職員の半数は民間の専門家を入れて

いる。民間の専門家を入れていかないと非常に大変だと思う。もちろん財務省はし

っかりやっているのだが、その点をぜひ追加したい。 

もう一点、ペーパーに「市場化テスト」という言葉が出てくるが、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。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を含めて民間に売却する場合を市場化テストをして比

較すればいいわけである。国はかなりの不動産管理業務を行っている。財務局には

4,800 人程度の職員がいるが、その３分１程度は国有財産関係職員なのではないか。

近、猪瀬直樹氏がよく言うのだが、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がある。もちろん、森林などがある

わけだ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

いるが、積極的な姿勢が必要なのではないか。 

（谷垣議員） 外為のことだが、竹中議員が言われた積立準備金は、この図の一番下の

部分だと思う。前のページを見ると、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、要するに、外為の本体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う。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、財融特会で本間議員に議論していただいたわけだが、そのような検討も必要だ

と思う。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いる

ので、今後ともそういう方針でやっていきたい。 

（本間議員） 確かに竹中議員御指摘のとおり、この部分での「圧縮不可」という表現

ぶりは限定的な意味合いを持っているように見えるが、外為の積立金については、

谷垣議員が言われたとおり、積立金・剰余金のある図の下の方でイメージしている。

竹中議員ご指摘の民間の専門家集団の件について、２.の３）の「剰余金・積立

金の積極的活用」の部分で、「その際、民間有識者等の意見の聴取・活用」とある
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が、具体的な制度設計やどのような会議を作るのかということを提案できる材料を

まだ持っていないので、このような形で書いた。さらに、「市場化テストの積極的

な利用」は、竹中議員が御指摘のように、事業そのものをきちんと見直し、機構や

定員の抜本的見直しを行うということである。 

（与謝野議員） 民間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

う記述があるが、竹中議員、その点はいかがか。 

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

にスピードアップして行いたい。ただし、国のバランスシートは１つだが、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

いうことだが、そのために専門家に集まっていただき、余り時間をかけないで報告

できるようにしたい。地方の自由と責任と申し上げているが、責任を持ってもらう

ためには、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。

とにかく、都道府県と政令都市は今年度に初めて試作ができるという段階なのだそ

うなので、ぜひ力を入れて行いたいと思う。 

（与謝野議員） 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

思う。 

谷垣議員においては、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お願いする。竹中議員には、いろいろ難しいことがあるが、地

方の資産・債務、特別会計について総点検を行うことを始めていただきたい。また、

地方の財政健全化目標についてもできるだけ早い時期に設定し、いずれも諮問会議

へ御報告をいただければと思うが、よろしいか。 

（竹中議員） 地方の財政健全化の目標については、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うので、歳出・歳入一体改革の中でしっか

りと議論をさせていただきたい。 

（与謝野議員） 竹中議員、谷垣議員には、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う。 

（小泉議長） よく整理していただき、感謝する。 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たが、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で

も、この改革は大変大事だと思う。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。塩川前財務大臣の頃からの大きな問題だから、これからも

よろしくお願いする。 

                                  （  以 上）  
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