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１．工程表の位置付け  

 昨年７月に閣議決定された「基本方針 2006」においては、「『行政改革推進法』に基づき、平
成 27 年度末に国の資産規模対ＧＤＰ比の半減を目指し、国の資産を約 140 兆円規模で圧縮

する」こととされた。 

（注）「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」（平成 18 年６月施行）は、「政府は、平成二十七

年度以降の各年度末における国の資産の額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度末における当該

割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意」する旨規定（第 59 条）。 

 これを踏まえ、財務省は、次頁の資産圧縮目標の達成に向け、国の資産の大宗を占める財政融資資
金貸付金については130 兆円超の圧縮、国有財産については約 12 兆円の売却収入（日本郵政㈱等の

民営化法人株式：8.4 兆円、未利用国有地等：2.1 兆円、庁舎・宿舎：1.5 兆円）を実現するための

取組みを既に開始している。 

 行政改革推進法は、資産・債務改革の今後の道筋を明らかにする観 から、財務大臣に対して、平

成 18 年度中に、関連する措置について、その具体的内容、手順及

う求めていることから（第 61 条）、今般、別紙のとおり、資産・債

 財務省としては、今後とも、「簡素で効率的な政府」の実現に向け
れた専門調査会とも緊密に連携しつつ、本工程表に沿って資産・債
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点

び実施時期を定め、公表するよ

務改革の工程表を公表する。 

、経済財政諮問会議の下に設置さ

務改革を積極的に推進していく。 



国の資産圧縮目標

国有財産
・土地等（約４２兆円）
・出資金（約４９兆円）

財政融資資金貸付金

（約２３３兆円）

運用寄託金（約８３兆円）

外国為替等（約９８兆円）

公共用財産（道路・河川等）
（約１３８兆円）

その他資産（約６３兆円）

平成17年度末資産合計
約707兆円（推計値）

財政融資資金貸付金

130兆円超
の圧縮

売却収入目安
約12兆円

その他資産

運用寄託金

外国為替等

公共用財産（道路・河川等）

国有財産

約140兆円

規模の圧縮

平成２７年度末

半減達成

対GDP比
約38.4％以下

対GDP比
約76.9%

（約387兆円）

（注１） 行政改革推進法により、国の資産のうち「外国為替等」、「運用寄託金」、「公共用財産」は圧縮対象から除外されている。
（注２） 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。
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国有財産の売却・有効活用 （平成 27 年度末までに約 12 兆円の売却収入） 

①宿舎の有効活用【今後 10 年間の売却収入：約 1.0 兆円】 

〔東京 23 区内の宿舎〕 

・平成 18 年６月に「東京 23 区内の国家公務員宿舎移転・再配置計画」を策定し、着実に実施。 

・今後 10 年間で325 団地から107 団地へ削減。平成 19 年度には61 団地の宿舎を廃止予定。 

〔東京 23 区外の宿舎〕 

・各財務局が検討した検討対象地域や廃止基準を「国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議」（以

下、有識者会議）で検討し、平成 19 年３月 23 日に中間とりまとめを公表。 

・今後、有識者会議において、具体的な計画案を策定。 
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２．各政策分野における取組みの概要  

 

 

 

 

 

 財政融資資金貸付金残高の圧縮  （平成 27 年度末までに130 兆円超の圧縮） 

 平成 19 年度財投編成では、財政融資資金貸付金を約 23 兆円圧縮。このうち、一時的要因（郵
政公社向け貸付金の償還等）を除くと 10 兆円程度の圧縮となるが、こうした努力を継続すれば、

27 年度末までに110 兆円程度の圧縮が見込まれる。 

 残り20 兆円程度の圧縮については、①一層の重点化・効率化、②証券化の積極的な実施、③政
府保証の一段の活用により確実に実現する方針。 

 平成19年度から貸付金の証券化を実施できるよう本通常国会において法的手当てを行うととも
に、予算を確保（積算上の実施規模2,000 億円）。 
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②庁舎の有効活用【今後 10 年間の売却収入：約 0.5 兆円】 

〔東京 23 区内の庁舎〕 

・ 昨年８月より有識者会議において精力的な議論を行い、庁舎の有効活用策を検討する際に必要とな

る基本的な視点と有効活用の指針を設定し、平成 19 年３月 23 日に中間とりまとめを公表。 

・今後、中間とりまとめを踏まえ、具体的な移転・再配置計画の策定に向けた検討に着手 

 
 
＜基本的視点（「５つの原則」）＞ 
(1) 財政健全化への貢献    (2) 利用者利便と業務の能率性の向上  (3) 危機管理能力の強化 
(4) まちづくりと景観の視点  (5) 民間的手法の活用 

＜有効活用の指針＞ 
霞 が 関 
危機管理能力の強化、土地の経済的な有効活用、景観との調和の観点から、霞が関のまちづくりビジョンについて検討。 
大 手 町 
民間ビルの需要が高く、地価水準が高いことから、庁舎の移転・再配置により、できる限り余剰地を捻出・売却。 
会議室・研修所・倉庫 
利用件数が少ない会議室は廃止の上、共用化を推進。研修所や倉庫も集約共同化。 

＜検討対象地域＞ 

 財政健全化への貢献のため、採算性を考慮して地価の高い地域を中心に検討し、政令指定都市又は財務局所在都市を
中心に、全国で11 地域（90 市町）を検討対象地域に選定。 

 検討対象地域内に所在する宿舎は約６万戸で、全国の宿舎総数約 23 万戸の４分の１強に相当。 
＜宿舎廃止基準＞ 

 東京 23 区内の宿舎の移転・再配置計画を踏まえ、原則として以下の基準で廃止対象宿舎を選定。 
  ①土地の有効利用が図られていない宿舎：法定容積率に対する利用率が５割未満。 

  ②合同化・集約化に適さない小規模な宿舎：敷地面積が1,000 ㎡未満。 

  ③老朽化した宿舎：平成 27 年度までに耐用年数（RC 造で 40 年）が到来。 

  ④その他都市再生等への活用が考えられる土地に所在する宿舎 
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 国債管理政策の充実  

 民間有識者等をメンバーとする懇談会等を通じた市場との対話や、民間金融専門家の当局への積極
的な採用を通じて得た民間の知見を活用し、施策の充実・高度化を推進。 

⇒ 40年の超長期債等、新たな年限の国債について、市場のニーズに応じ、適宜発行できる体制を整備 

⇒ スワップ等の金融技術を活用する等の債務管理の強化 

⇒ 流動性供給入札及び買入消却の実施による国債市場の流動性の維持・

⇒ 保有者層の多様化のため、個人投資家及び海外投資家による国債保有

 平成 19 年度国債発行計画は、国債発行総額について対前年度比▲
現し、市場からも高い評価。 

 

 

 

 

〔東京 23 区外の庁舎〕 

・東京 23 区内の庁舎の移転・再配置計画策定後、宿舎における検討方法を踏まえ、検討に着手。 

③未利用国有地の売却・有効活用【今後 10 年間の売却収入：約 2.1 兆円】 

 ・昨年４月に国有財産法を改正して、交換制度を拡充するなど未利用国有地等の売却を促進する制度

的枠組みを整備。 

・平成 19 年度は、国有財産の土地売払代（財務省主管一般会計歳入予算・国有財産売払収入・土地売

払代）として、2,165 億円〔対前年度 349 億円増〕の歳入を計上。 

④政府出資の売却【今後 10 年間の売却収入：約 8.4 兆円】 

・日本郵政㈱等の民営化された法人の株式を売却。 

・平成 19 年度中に日本アルコール産業㈱の株式の売却を開始。 

 ※平成 19 年度一般会計に、日本アルコール産業㈱の株式売払代として約 140 億円の歳入予算を計上。 
向上 

の促進 

21.6 兆円と過去最大の減額を実



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 剰余金等の活用  

 特別会計の剰余金の処理についての共通ルールを盛り込んだ法律案を本通常国会に提出済み。 
当該法律案に基づき、平成 19 年度予算において、約 1.8 兆円を一般会計へ繰入れ。 

 

 

 

 

 公会計整備の推進  

 特別会計財務書類の法定化を盛り込んだ法律案を本通常国会に提出済み。また、財務書類の一層
の活用及び作成・公表の早期化に向けて検討を推進。 
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「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」第 61 条において、

財務大臣は、平成 18 年度中に、国の資産・債務改革に関する措置について、その具体的内容、

手順及び実施時期を定め、公表することとされました。これを受け、今般、資産・債務改革に

関する「工程表」を取りまとめましたので、公表致します。 

財務省としては、今後とも、「簡素で効率的な政府」の実現に向け、本「工程表」に沿って

着実に施策を実施することを通じ、資産・債務改革を積極的に推進してまいります。 

 

（参考）「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」（抄） 

第六十一条  財務大臣は、平成十八年度中に、前二条の規定により講ずる措置について、その具体的

内容、手順及び実施時期を定め、公表するものとする。 



行政改革推進法

○財政融資資金貸付金残高の圧縮（10年間で130兆円超の圧縮）

・所要の政省令の整備

（５８条１項）
５９条１号

（注３） カッコ内の条文は、行政改革推進法上、資産・債務改革の「工程表」の対象とはされていない（以下同様）。

（注２） 「有識者による検討会」とは、「財政融資資金貸付金の証券化に関する実務検討会（19年２月～）」を指す。座長は川村雄介長崎大学教授。

・必要に応じ、随時、市場関係者から最新の証券化市場の動向等
についてヒアリング・意見交換を実施

・アドバイザーの選任

・各回の証券化の円滑な実施に向け、適切に準備

・19年度～21年度までの臨時特例措置として、徹
底した行政改革・経営改革の実施を条件に、地方
公共団体の高金利の財政融資貸付金の繰上償
還（補償金免除）を実施

・有識者による検討会において、市場関係者からのヒアリング・意見交換を実施
（19年２月～）

（注１）本工程表は、一義的には、行政改革推進法第59条及び第60条の規定により講ずる措置を対象とするものと位置付けられるが、その後の議論の進展も踏まえ、資産・債務改革に関する施策を幅広く盛り込むこととした。その上で、改革の
　　　全体像を分かりやすく示す観点から「財政融資資金貸付金残高の圧縮」、「国有財産の売却・有効活用」、「国債管理政策の充実」、「公会計整備の推進」、「剰余金等の活用」という５つの政策分野ごとに整理しつつ、行政改革推進法上の
　　　位置付けについても併せて示す形をとっている。

平成２０年度～２７年度平成１９年度

地方公共団体向け
貸付金の繰上償還

・関係システムの整備、アレンジャーの選
定、格付けの取得等

･諸準備を終えた段階で、証券化を実施
（19年度：最大2,000億円程度）

・市場や財政融資資金の状況等を見極めながら、適切に実施

項　目 平成１８年度

一層の重点化・効率化

・法律の施行

政府保証の一段の活用

（５８条１項）
５９条１号

・所要の法的措置の準備

・真に必要なニーズに適切に対応しつつ、民業補完性や償還確実性等を踏まえ、対象事業の一層の重点化・効率化を図るとの方針に基づき、各年度の財
政投融資計画を編成。
・19年度財投編成では、財政融資資金貸付金を約23兆円圧縮。このうち、一時的要因（郵政公社向け貸付金の償還終了等）を除くと10兆円程度の圧縮とな
るが、こうした努力を継続すれば、27年度末までに110兆円程度の圧縮が見込まれる。

諸改革への対応

・日本政策投資銀行、商工組合中央金庫は、20年10月に特殊会
社へ転換、市場動向等を踏まえつつ、概ね５～７年後に政府保有
株式を全部処分。新政策金融機関（株式会社日本政策金融公庫
（仮称））は20年10月発足。公営企業金融公庫は20年度に廃止、
地方公共団体が共同して新組織を自ら設立。

・各年度の財政投融資計画の編成において、政府保証の一段の活用についても検討し、適切に反映

財政融資資金貸付金の
証券化

（５８条１項）
５９条１号
６０条１項２号

法律の整備
・「特別会計に関する法律案」において所要
の規定を整備

関係政省令の整備

民間の知見の活用

証券化実施

諸準備

・証券化スキームの検討

・政省令の施行

1



行政改革推進法

○国有財産の売却・有効活用（10年間で約12兆円の売却収入）

・移転先庁舎の完成、退去（22～27年度）

・庁舎の用途廃止、跡地の売却（22～27年度）
※庁舎全体で27年度までに約0.5兆円の売却収入を見込ん
でおり、他の地域と比べ地価が高く国有地も多いため、23区
内の庁舎でできる限りの売却収入をあげることを目指す

・有識者会議において、集中的に検討（18
年８月～）

・有識者会議の中間取りまとめ（19年３
月）

（５８条１項）
５９条１号、２号
６０条１項１～４号イ

・中間とりまとめを踏まえ、有識者会議に
おいて移転・再配置計画を提案

・23区内の庁舎についての移転・再配置計画を提案した後に、宿舎における検討方法も参照しながら、今後の検討
事項やスケジュールについて整理

項　目

23区内

23区内

23区外

庁舎・宿舎等の売却・有効活用

宿舎

庁舎

平成１９年度 平成２０年度～２７年度平成１８年度

・実施状況について有識者会議においてフォローアップ

・移転先宿舎の建設（19～25年度）

・実施状況について有識者会議においてフォローアップ

23区外

（５８条１項）
５９条１号、２号
６０条１項１～４号イ

・移転・再配置計画に基づき、61箇所の宿
舎を用途廃止

・有識者会議で検討（18年８月～）

・各財務局において、地方有識者会議を開
催（19年１月～）

・有識者会議の中間取りまとめ（19年３
月）

・有識者会議において19年度以降の移転・再配置計画
案を提案

・実施状況について有識者会議においてフォローアップ

・移転先庁舎の建設（20～25年度）

・移転先宿舎の建設（19～25年度）

・移転先宿舎の完成、退去（21～27年度）

・宿舎の用途廃止、跡地の売却（21～27年度）
　※27年度末までに約0.5兆円の売却収入を見込む

・移転先宿舎の完成、退去（22～27年度）

・宿舎の用途廃止、跡地の売却（22～27年度）
　※27年度末までに約0.5兆円の売却収入を見込む

・有識者会議で検討（18年１～６月）

・有識者会議から、移転・再配置計画を
提案（18年６月）

移転・再配置計画の枠組、宿舎廃止
基準等について提言

＜霞が関＞
危機管理能力の強化、土地の経済的な有効
活用、景観との調和の観点から霞が関のま
ちづくりビジョンについて検討。

＜大手町＞
民間ビルの需要が高く、地価水準が高いこ
とから、庁舎の移転・再配置により、でき
る限り余剰地を捻出・売却。

＜会議室・研修所・倉庫＞
利用件数が少ない会議室は廃止の上、共用
化を推進。研修所や倉庫も集約共同化。
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行政改革推進法

○国有財産の売却・有効活用（10年間で約12兆円の売却収入）

・19年度一般会計に土地売払代として2,165
億円の歳入予算を計上

・18年度一般会計に土地売払代として
1,816億円の歳入予算を計上

・有識者会議の提言を踏まえ、民間的手法や効果的な売却方策について、制度的見直しへの積極的な取組みを実施

・左記を踏まえ、各省庁において積極的に取組み

※27年度末までに、約2.1兆円の売却収入を見込む

・合同庁舎第４号館等の使用調整計画を
策定（18年12月）

・監査結果に基づく省庁横断的な使用調整の実施

・改正国有財産法に基づく余剰スペースの民間貸付の実施

・有識者会議の検討も踏まえ、監査マニュアルの整備等を検討

・上記検討結果も踏まえ、実地監査を実施
既存庁舎の有効活用

民間の知見の活用

売却先・方法等

項　目

・効率性を重視した実地監査の実施

・有識者会議の中間とりまとめ（19年３
月）

・改正国有財産法に基づく交換制度の活用により、未利用国有地等の売却を促進

・売却までの間、一時貸付等の暫定活用を促進未利用国有地等の売却・
有効活用

平成１８年度 平成１９年度

６０条１項１号、４号イ

（５８条１項）
５９条２号

６０条１項４号ロ

（５８条１項）
５９条１号、２号
６０条１項１～４号ロ

平成２０年度～２７年度

・「庁舎等の売却・証券化手法についての
検討会」において検討・取りまとめ（18年７
月）

・行政財産の管理・処分を担う各省各庁に
対し、ネーミング・ライツの活用を促す方策
を検討

・庁舎等の行政財産に対する商業看板の
設置を解禁（19年１月）

・有識者会議の中間とりまとめ（19年３
月）

土地の有効利用の観点に加え、庁
舎の使用効率等も把握（18年度
～）

民間的手法を活用しつつ実効性の
ある監査を実現するための仕組み
づくりを提言

PFIや信託・証券化などの民間的手法
やコンペ方式の導入、跡地のバリュー
アップなどの効果的な売却方策につ
いて制度見直しへの積極的取組みを
提言
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行政改革推進法

○国有財産の売却・有効活用（10年間で約12兆円の売却収入）

（注１）　「有識者会議」とは、「国家公務員宿舎の移転・跡地利用に関する有識者会議（18年１月～６月）」及び「国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議（18年８月～）」を指す。いずれも座長は伊藤滋早稲田大学教授。
（注２）　カッコ内の年度は、目安。
（注３）　平成18年度及び平成19年度一般会計の土地売払代とは、財務省主管一般会計歳入予算（項）国有財産売払収入（目）土地売払代を指す。

項　目 平成１９年度 平成２０年度～２７年度

政府出資の売却

・日本郵政㈱株式を日本郵政株式会社法に基づき19年10月の民営化以降、できる限り早期に処分するように努めるなど、民営化された法人の株式について、政府
保有義務分を除き、売却を進める（別添資料参照）

・PFIを活用した庁舎・宿舎整備の推進

・有識者会議の中間とりまとめ（19年３
月）

（５８条１項）
５９条１号、２号

平成１８年度

フル・オープン化等
（５８条１項）
５９条１号、２号
６０条１項１～４号ロ

・日本アルコール産業㈱株式の一部売却
（約140億円を予算計上）

・国有財産情報公開システムを通じて、原則として全ての国有財産についての情報（行政財産・普通
財産の物件別情報、売却物件に関する情報等）を提供

・国有財産総合情報管理システムの設計・開発（19～21年度）

・国有財産情報公開システムの更新（19年度）
※レイアウトの見直し、検索機能の充実等

・PFIを活用した庁舎・宿舎整備の推進
※19年度は５件の合同宿舎整備を実施予定

・有識者会議での提言を踏まえ検討

・23区内の庁舎の移転・再配置等について
民間ヒアリングを実施（19年１月）

・各財務局において地方有識者会議を開
催し、23区外の宿舎の移転・再配置につい
て民間ヒアリングを実施（19年１月）

・有識者会議の中間とりまとめ（19年３
月）

※27年度末までに、約8.4兆円の売却収入を見込む

・民間の知見の活用について、有識者会議の検討・提言を踏まえ、推進

・23区外の庁舎の移転・再配置等について、引き続き地方有識者会議において審議、また民間ヒアリングを実施

・庁舎等使用調整計画の原案について地方有識者会議において審議

・国有財産総合情報管理システムの運用開始（22年度）

民間的手法を活用するため、現行制度
の積極的な見直しを提言

宿舎整備等において、海外事例を参考
に、PFI方式を高度化し、PPP的な枠組
みを活用することについての積極的な
検討を提言

国有財産台帳情報を一元化し、タイムリーな情報提供
をより一層推進
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行政改革推進法

・引き続きコスト・アット・リスク分析及びスワップ取引を実施するとと
もに、債務管理手段を更に高度化するために必要な体制を整備

・コスト・アット・リスク分析を活用し、リスクを定
量的に把握するとともに、スワップ取引の上限
を1.2兆円（想定元本ベース）にして実施

海外投資家による国債保有促
進

・海外ＩＲについて、開催方式及び開催地を多様化する等充実を図るとともに、必要に応じて新たな施策を検討・海外ＩＲ、海外向け情報発信を引き続き実施

・既存商品の販売方法の充実・強化等を検討
・銀行等の民間金融機関にも募集方式の窓販を拡大するとともに、個人向け国債の販売インセンティブ付与等の販
売促進策を実施

・市場のニーズ・動向を踏まえ、短期～超長期
の各ゾーンにおいてバランスのとれた国債発
行計画を策定

・40年債等導入のための体制を整備

・18年度国債発行計画に関し所要の見直しを
実施（18年４月、９月、12月）

・市場との対話を適切に実施しつつ、適切な国債発行計画の策定及
び年度途中の見直し、市場のニーズに応じた国債発行のための体
制整備に引き続き努力

・民間金融専門家の採用を４名から７名に増
加

・１名増員予定

民間有識者等をメンバーとす
る懇談会等の開催

国債管理当局の専門性の向上

・国の債務管理の在り方に関する懇談会、国債市場特別参加者会合、国債投資家懇談会を随時開催し、民間有識者や専門家と意見交換等を行い、国債管理政
策に適切に反映

○国債管理政策の充実

（５８条１項）
６０条１項３号

・市場のニーズ・動向等をふまえ、引き続き国債市場の流動性維
持・向上に努める

・国債の年限の多様化・長期化等により将来の借換需要の平準化
を図る

債務管理の強化

保有者層の多様化

項　目 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度～２７年度

・財政融資資金特別会計からの繰入（12兆
円）を原資とする買入消却により、国債残高を
圧縮し、「20年度問題」を解決

国債市場の流動性維持・向上

個人による国債保有の促進

借換需要の平準化

その他

・コスト・アット・リスク分析の活用とともに、ス
ワップ取引の上限を1.8兆円（想定元本ベー
ス）に増額して実施

・債務管理手段を更に高度化するために必要
な体制を整備

・17年度決算剰余金（0.9兆円）を全額、国債の
減額に充て、国債残高を圧縮

・国債の年限の多様化・長期化等により将来
の借換需要の平準化

民間の金融専門家の採用

内部職員向け研修の実施
・大学院修士課程（金融専攻）への派遣等、引き続き外部研修機関を活用した研修を実施

・職員の民間金融機関への研修派遣（トレーニー）を実施

市場のニーズ・動向等を踏まえた
国債の発行

・流動性供給入札を月0.1兆円（当面は上半期
実施）及び買入消却を月1,500億円実施

・30年債及び物価連動債のリオープン発行を
原則化し、その流動性向上に努める

・流動性供給入札（月0.1兆円）を18年４月から
導入

・市中からの買入消却については、18年４月よ
り月1,500億円に増額し、18年12月より物価連
動債及び15年変動利付債も対象とした

・必要に応じ、更なる増加を検討
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行政改革推進法

（１９条１項）
６０条２項

行政改革推進法

○剰余金等の活用

過大と認められる剰余金等の
活用

（１７条２項）
（５８条１項）
５９条１号、３号

・全特別会計の剰余金・積立金等について、必要性を精査し、22年度までに、合計約20兆円程度の財政健全
化に寄与することを目標

・18年度予算において、13.8兆円寄与

・「特別会計に関する法律案」において剰余金
の処理に係る共通ルールを規定

・本法案に基づき、19年度予算において、1.8
兆円寄与

・残り約4.4兆円
程度の寄与を
目標

平成２０年度～２７年度

○公会計整備の推進

項　目

特別会計財務書類の法定化
・「特別会計に関する法律案」において所要の
規定を整備

財務書類におけるコスト情報の活
用

項　目 平成１８年度

平成１８年度 平成１９年度

平成１９年度 平成２０年度～２７年度

財務書類の作成・公表の早期化 ・新たなシステムの導入について、コストとメリットの比較衡量を行いながら検討

６０条２項

・予算書及び決算書の表示区分を見直して政策評価との連携を強化する検討作業（20年度予算を目途に実施することを目指し、18年度中に実務的検証を完了予
定）の成果を踏まえ、省庁別財務書類におけるコスト情報の開示方法等について検討

・19年度決算分から実施予定
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民営化法人に対する出資の売却

法人名 売却収入試算 売却に関する事項

日本郵政㈱ 5.0兆円
＜日本郵政株式会社法附則第３条＞
　政府は、その保有する株式（中略）については、できる限り早期に処分するように努めるものとする。

日本政策投資銀行 1.9兆円
＜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第６条＞
１　商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行は、完全民営化するものとし、平成20年度において、これらに対する国の関与を縮小
して経営の自主性を確保する措置を講ずるものとする。
２ 　商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措
置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする。商工組合中央金庫 0.5兆円

国際石油開発㈱等石油公
団から引き継いだ22社 0.4兆円

高速道路６社 0.2兆円

＜日本道路公団等民営化関係施行法附則第２条＞
　政府はこの法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。

＜「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて」（平成15年12月22日政府・与党申し合わせ）＞
会社は将来、株式上場を目指すものとし、その時期、方法等については民営化後の経営状況等を見極めた上で、判断する。

成田国際空港㈱ 0.2兆円 ＜「道路関係４公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について」（平成14年12月17日閣議決定）＞
完全民営化に向けて、平成16年度に全額国出資の特殊会社にすることとし、そのための法律案を次期通常国会に提出する。

関西国際空港㈱ 0.1兆円
＜「道路関係４公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について」（平成14年12月17日閣議決定）＞
現在の特殊会社としての経営形態を維持しつつ、将来の完全民営化に向けて、安定的な経営基盤を確立するため、経営改善を進
め、有利子債務の確実な償還を期すとともに、当面の資金調達の円滑化を図ることとする。

東京地下鉄㈱ 0.1兆円
＜東京地下鉄株式会社法附則第２条＞
　国及び株式の譲渡を受けた地方公共団体は（中略）、できる限り速やかにこの法律の廃止、その保有する株式の売却その他の必
要な措置を講ずるものとする。

中部国際空港㈱ 0.03兆円

日本アルコール産業㈱ 0.01兆円

＜日本アルコール産業株式会社法附則第２条＞
　政府は、この法律の施行状況を勘案し、会社をできる限り民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとと
もに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

＜「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)＞
ＮＥＤＯの製造部門を暫定的な特殊会社とし、２年以内に民間へ株式売却を開始し、できるだけ早期に完全売却を図る。

合　　　　計 8.4兆円

（注）上記売却収入額の試算は、平成18年3月16日の経済財政諮問会議における谷垣議員提出資料に基づき、原則として平成16年度末の純資産額を
　　　ベースに算出している。なお、その後の諸事情については織り込んでいない。

（別 添）




