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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 5 月 8日(火) 17:30～19:29 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長       安 倍  晋 三   内閣総理大臣 

議員       塩 崎  恭 久   内閣官房長官 

同        大 田  弘 子   内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同        菅    義 偉   総務大臣 

同        尾 身  幸 次   財務大臣 

同        甘 利    明    経済産業大臣 

同        伊 藤  隆 敏    東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同        丹 羽  宇一郎    伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同        御手洗 冨士夫    キヤノン株式会社代表取締役会長 

同        八 代  尚 宏   国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員   冬 柴  鐵 三     国土交通大臣 

 

       武 藤   敏 郎     日本銀行副総裁 

 

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

（１）歳出・歳入一体改革（公務員人件費改革）について 

（２）公共投資改革について 

（３）政府の資産・債務改革について 

（４）マクロ経済運営について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 技能労務職員等の給与について（菅議員提出資料） 

○ 真に必要な社会資本整備と公共事業改革への取組（冬柴臨時議員提出資料） 

○ 公共投資・地方公共団体の入札契約制度改革について（菅議員説明資料） 

○ 我が国産業の国際競争力を高めるためのインフラ整備（甘利議員提出資料） 

○ 公共投資について（有識者議員提出資料） 
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○ 「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」についての報告 

（八代資産債務改革の実行等に関する専門調査会会長） 

○ 資産債務改革の加速について（有識者議員提出資料） 

○ 地方公共団体の資産・債務改革について（菅議員提出資料） 

○ マクロ経済状況について（内閣府） 

○ 福井議員提出資料 

 

（配付資料） 

○ 技能労務職員等の給与について（参考資料）（菅議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革について（平成 19年 4月 25日 有識者議員提出資料） 

○ 真に必要な社会資本整備と公共事業改革への取組（参考資料） 

（冬柴臨時議員提出資料） 

○ 経済・物価情勢の展望（福井議員提出資料） 

 

 

 

 (本文) 

○ 議事の紹介 

（大田議員）  ただいまから、今年11回目の「経済財政諮問会議」を開催いたします。 

今日の議題は、大きく４つあります。 

歳出・歳入一体改革に関連して、公務員人件費の改革について。 

２つ目が、公共投資改革について。 

３つ目が、政府の資産・債務改革について。 

最後に、マクロ経済運営についてです。 

福井総裁が海外御出張のため御欠席ですので、武藤副総裁においでいただいて

おります。よろしくお願いいたします。 

では、まず歳出・歳入一体改革についてです。 

お手元に４月25日の有識者議員ペーパーを参考資料として御配付しております。

これをベースにして議論したいと思います。 

今日から歳出・歳入一体改革の個別項目の議論に入ります。骨太2006に書かれ

ました歳出改革の５年間の数字が書かれているわけですが、しっかり具体化を実

現していくというのは「骨太の方針2007」の大きな課題でもありますので、御協

力をどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、まず、菅議員から資料が出ております。 

 

○ 歳出・歳入一体改革（公務員人件費改革）について 

（菅議員）  「技能労務職員等の給与について」という資料を説明する。この比較は、

今年の４月に総務省のホームページに掲載をいたしました。地方公務員の給与に

ついては、やはりオープンにして、どれぐらいもらっているかということを地域
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の人たちに知ってもらうことが、この改革の１番ということで掲載しました。こ

れは、特に民間事業者の事業従事者と比べて、高額との批判がある清掃職員や、

バス運転手などの技能職員等について給与と比較をしたものであります。例えば

清掃職員であれば、民間に比べ都道府県でありますと1.66倍、指定都市では1.52

倍、都道府県・指定都市では1.52倍とかあります。これにボーナスを含めた年収

ベースの比較は参考資料５ページ目の右側にあり、公民比較は大体1.61～1.67で

す。この民間の清掃職員、学校給食員やバス運転手と比較して、実はこれだけ差

があります。 

  こうした差につきましては、私どもとしては、国民の理解と納得が得られるも

のでなければならないという中で、民間の給与にできるだけ近づくべきだという

ことで、初めてですけれども、国民の皆様の前に今更ながら比較を公表した。さ

まざまな議論を呼びたいと思いますし、私どももこうしたことを踏まえて助言し

ているところであります。 

  以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

  「骨太2006」では、公務員人件費につきまして、既に決まっている改革だけで

なく、さらなる改革で、５年間で2.6兆円の削減を行うということが書かれており

まして、４月25日の有識者議員ペーパーでは、これのさらなる削減を目指した一

連の改革を推進すべきだという提言がなされております。こういうものを踏まえ

て御議論をいただきたいと思います。 

  どうぞ御自由にお願いいたします。 

（菅議員）  今お示ししましたけれども、こうした現実を国民の皆さんの前にさらけ

出して理解してもらうことによって、国民の厳しい視線の下に地方行革というも

のを積極的に行っていきたい。そういう意味において、更にという形で踏み込ん

でいきたいと思っております。 

（丹羽議員）  恐らくホームページだけですと、見る人が限られてくる可能性があり

ますから、こういう実態をメディアによく説明されることが、我々の次のアクシ

ョンにも非常に重要だと思います。 

（菅議員）  できるだけそうさせていただきます。大田議員、会議終了後よろしくお

願いします。 

（大田議員）  記者会見でもしっかりと説明する。 

  尾身大臣。 

（尾身議員）  国家公務員の人件費については相当厳しく削減をし、また定員も削減

しているわけでございます。国家公務員と地方公務員の比較というのはなかなか

難しいのですけれども、役職ベースで比較すると、やはり国よりも地方の方が高

いという状況になっております。国家公務員並みの改革を地方でも是非、実現を

していただきたいとお願いしたい。 

（大田議員）  どうぞ。 

（八代議員）  菅大臣から非常に力強いお言葉をいただきまして、ありがとうござい
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ました。これ以外にも国立病院では看護師あるいは保育所の保育士など、いろい

ろ他にもあると思いますので、またそれも含めまして是非よろしくお願いしたい

と思います。 

（大田議員）  どうぞ。 

（菅議員）  尾身議員からありましたけれども、私どもも当然国と合わせる形で、き

ちんとやっていきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。ほかに御意見はございませんか。 

（丹羽議員）  参考までに申し上げますと、民間企業でも大企業の場合は全国一律の

給与体系を取っております。そうしますと北海道あるいは鹿児島で働いている方

と東京で働いている方の給料が同じであり、地方の方の給与水準が地方の企業に

比べると圧倒的に高く、お父さんよりも娘さんの方が高い年収という現象が生ま

れる場合がある。公務員についても、中央から地方に派遣される方の給料は全国

一律であると、その地方の民間企業で働いている方と比べて圧倒的に高い給料に

なり、相当の格差となるので、そういうきめ細かい対応をしていく必要があるだ

ろうと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

（塩崎議員）  八代議員から保育所の職員のことがありましたけれども、最近はよく

わからないが、尐なくともかつて延長保育は公立では尐なく、どちらかというと

民間の保育所の方が頑張っていたと思う。しかし給料は圧倒的に公立の方が高い

ということは、時間単位ではもっと差が出てくるだろうと思うのですね。そうい

うサービスの質や時間なども加味して、尐し何か調べられれば、更に実態が明ら

かになるという感じもします。 

（大田議員）  よろしいでしょうか。どうぞ。 

（御手洗議員）  これは金額の単価の問題ですけれども、今後とも、人数の方も適正

かどうかというきちんとした考察を継続していくことが必要だと思います。 

（大田議員）  それは国、地方。 

（御手洗議員）  地方です。今、国はもうやっていますからね。目標があって、削減

するというものがありますけれども、地方公務員についてはそういうものがない。 

（大田議員）  一応、地方についても5.7％、国に準じたということですから、両方を

更に見直すということですね。 

  ありがとうございます。菅議員から大変前向きな御説明をいただきました。国

家公務員についても、地方分権改革を通じて更なる人件費削減に取り組む必要が

あると思います。今日の菅議員の資料、あるいは先ほどの公立病院や保育所の話

が出ましたが、きめ細かく見ながら、国民の見える形で改革を進めていくという

ことが重要だろうと思います。「基本方針2006」で決定した水準を上回る削減を目

指すという有識者議員の提言もありますけれども、これについては、諮問会議と

しては合意が得られたということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」と声あり） 
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（大田議員）  では、その方向に向で、「骨太2007」に向けて、更に努力をしていきた

いと思います。 

  それでは、次の議題に移ります。冬柴大臣が入室されますので、しばらくお持

ちください。 

 

（冬柴臨時議員 入室） 

 

（大田議員）  どうもありがとうございます。では、公共投資改革について議論を始

めます。 

  まず、冬柴大臣から御説明いただきたいと思います。大変立派な資料を御用意

いただいたのですが、なるべく討論の時間を取りたいと思いますので、できれば

５～６分で御説明いただければと思います。 

  

 ○ 公共投資改革について 

（冬柴臨時議員）  提出資料を参照しながらお願いします。 

    「真に必要な社会資本整備の推進」について。１ページ、特に下の段の２つを

見ていただきたいと思います。 

平成10年度補正後で14.9兆円あった公共事業関係予算は、平成19年度には、前

年度比で3.5％削減をした結果6.9兆円となるなど、この９年間、身を削る努力で

２分の１を下回る水準まで削減をしてまいりました。「改革と展望」や「進路と戦

略」に基づく取組が進められたこの６年間における公共事業関係費の削減額は、

計２兆5,000億円に達しており、率にして26.4％の削減となっております。为要経

費の中で格段に大きく削減されていることは、そこに示された図にあるとおり、

防衛関係費や文教及び科学振興費、その他経費等の削減額と比べて、全く比較に 

ならないほど大きいということがお分かりいただけると思います。 

    一方、経済全体の物価動向は、これまでのデフレの状況とは異なり、今後は上

昇が見込まれます。名目成長率も約３％成長が見込まれ、平成18年度以降、それ

以前の状況から大きく変化するものと考えられます。それは右側の経済成長、Ｇ

ＤＰデフレーターと公共事業関係費のところに明記したところであります。既に

鉄筋の単価は、平成18年５月～平成19年４月までの12か月間で、キログラムあた

り10円増額しております。率にして17.85％の上昇であります。このように、今ま

でデフレ下では考えられなかったことが、もう起こっているわけであります。 

    このような状況の中で公共投資の課題は、増大する維持管理・更新に適切に対

応しつつ、成長力の強化と地域の自立・活性化、安全・安心の確保など、真に必

要な分野における社会資本整備を各年度ごとに予算の時点で判断をして、進める

ことにあると考えております。 

    まず１点目は「成長力の強化と地域の自立・活性化」への対応である。２ペー

ジをごらんいただきたいと思います。アジアの中で存在感を高める上で不可欠な

大都市圏のインフラは、環状道路整備率で上海が85％、我が国の首都圏は恥ずか
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しながら38％にすぎず、ぶつぶつに切れています。 港湾の16メートル級バース数

で、上海の共用９、計画43に対して、東京は横浜港で共用が２、計画３と、近隣

に比較して不十分な状態にあります。これを等寸で比較した場合、このように大

きさが違うということが図でおわかりいただけると思います。成長力の強化の基

盤として、アジア・ゲートウェイ機能を向上させる港湾、空港、環状道路の整備

は重要であります。このような認識で、上海でも空港の競争力強化に取り組んで

おり、我が国としても引き続き、空港・港湾の機能強化、環状道路の整備を行っ

ていかなければ、太刀打ちできなくなると思われます。港湾については、上海港

や釜山港などに匹敵するサービスを実施するため、京浜港、阪神港、伊勢湾にお

けるスーパー中枢港湾の整備といった投資も不可欠です。このような投資を進め

ておりますが、上海港、釜山港は、更にその上を目指して投資を続行している状

況にあります。参考資料の３ページ「各国の社会資本の整備状況③」では、先ほ

どと同じように等寸で比較しており、横浜港の大きさを見れば、ロングビーチ港、

ロッテルダム港、シンガポール港、そして上海港とこれほど違いがあるというこ

とがおわかりいただけると思います。 

また、東アジア諸国が急速に成長する中で、大都市圏を中心とする貿易構造が

変化し、各地域ブロックから直接交流が増大しております。これは提出資料の２

ページの右側を見ていただきたいと思います。右上の「各ブロックの総生産額に

対する輸出割合」に折れ線グラフがありますが、一番下の北海道を除いて、すべ

てのブロックは平成７～12年の間に直線的に右上に上がっているということが見

て取れると思います。また「日本海沿岸諸港の外貿コンテナ貨物量」の図に見ら

れるように、各ブロックの生産物が輸出される比率は、大都市圏に限らず全国的

に上昇しており、中でも日本海側諸港の外貿コンテナ貨物量が急増し、平成７～

17年の年平均伸び率は全国の３倍となっています。この右側に、小さく色分けし

てありますけれども、一番下が秋田から始まりまして、酒田、新潟とずっと下関

まで書いてあります。新潟は白い線ですが、非常に大きく伸びていることがよく

おわかりいただけると思います。そのほかも、ほぼ３倍程度に伸びております。

このように、東アジア諸国の経済発展に対応したインフラを再構築し、シームレ

スなアジアを実現していくことは、地域の自立・活性化にもつながるものと考え

ています。特に地域間格差の拡大が懸念される中では、空港や港湾と連携を図り

つつ、産業集積に不可欠な道路ネットワークの早期共用を進めるといった施策が、

地域の自立・活性化のための条件整備として急務と考えています。 

    具体例の１つとして取り上げたのは、東海地方の事例であります。２ページの

下の真ん中の図、東海環状自動車道、特に東部道路やセントレアラインの供用で、

中部国際空港、名古屋港と直結した岐阜県内の内陸部では、工業団地の造成が進

みました。平成２年当時は４か所にすぎなかったが、東海環状自動車道東部の道

路供用後の平成16年には、一挙に17か所に拡大いたしました。図の中の緑色の小

さい丸が振られているのが、工業団地の分布でございます。右側に中部国際空港

が扱う貨物量の割合はあるが、産業機能が急速に集積した結果、中部地域で取り
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扱われた輸出入貨物のうち、名古屋空港で13％しか扱っていなかった貨物は、１

年後の平成17年９月には40％に増えております。反面、成田に持ち込んでいた68％

が１年間で48％に減っております。このように、地域が直接海外と交流するとい

う状況が見て取れると思います。一方、未開通の東海環状道西部地区には、全く

工業団地が展開していないことがわかります。１つだけあるのは、名神高速に沿

っているからでございます。したがって、道路整備は必要だということを申し上

げたいわけであります。 

    第２点目は、安全・安心の確保のための施策です。３ページをごらんください。

我が国は、平野部に人口、産業が集中しており、一旦自然災害が起こった場合、

面積当たりの被害額は他国と比較しても著しく大きくなっていることがわかりま

す。左側に日本、アメリカなどと書いてありますが、同じ面積当たりの損害額の

比較でございます。加えて近年、気象変動の影響によって集中豪雨の傾向が強ま

っており、甚大な災害を発生させています。平成２年９月に発生した東海豪雨で

は、１時間に93ミリという記録的な集中豪雨に見舞われ、6,700億円の被害が生じ

ました。しかしながら、もし716億円の投資がなされていたとするならば、このう

ち5,500億円相当の損害を軽減することができたということが推定されるわけで

あり、大きな被害を軽減する上では、事前の予防投資が何よりも必要で、今、公

共事業が必要だということでございます。 

  第３点目は、適切な維持管理・更新の実施です。これまでに整備、蓄積された

社会資本ストックについては、老朽化が急速に進行しています。老朽化に対応す

るためには、社会資本の維持管理・更新投資が不可欠であるが、仮に国は３％、

地方は５％という削減傾向が継続した場合、今から15年後の平成34年には、新規

投資は勿論、必要な維持管理・更新すらできません。それは、右上の棒グラフの

平成34年度のところを見ていただきますと、必要な維持管理、更新だけで埋まっ

てしまい、新たな投資ができなくなるということが見て取れると思います。下の

円グラフでございますが、建設後、50年以上経過する橋梁の割合は、現在は６％

にすぎませんが、20年後の平成38年には、47％にまで急速に増加してしまいます。

ライフサイクルコストの縮減を念頭に置いた、計画的かつ適切な維持管理・更新

が課題であることがわかります。 

  以上のような公共投資の課題への対応を考えれば、公共事業関係予算の削減は

限界に来ていると言わざるを得ません。勿論プライマリーバランスを約束どおり

プラスにするという点では、これは国家目的なので従いますけれども、この中で

そういう状況があるということを御理解いただきたいわけであります。 

    一方で成長力強化を目指す欧米各国はどうかと言うと、戦略的に公共投資を増

加させています。アメリカでは、双子の赤字で財政的に苦しんでいたレーガン政

権下で道路投資を増加に転換させて以来、累次の道路整備法に基づき、92年～97

年には1,553億ドル、2004～2009年には2,864億ドルまで増加させております。現

在のブッシュ大統領が「我が国の経済は、世界で最も効率的で信頼できる交通シ

ステムを持つことにかかっている」と演説しているとおりであります。３ページ
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左側下のグラフで、一番底のところでレーガン大統領が決断をされまして、その

後、急速に折れ線グラフが右上がりになっています。 

    私は過日、『荒廃するアメリカ』の著者であり、しかもそのレーガン大統領を後

押しして、道路投資額増大の決断をなさしめたと言われるパット・チョート博士

と対談をいたしました。博士は、「良い道路にはお金がかかるが悪い道路にはもっ

とお金がかかる」、「補修や改修を行わないことは『負の投資』をしているのと同

じだ」とおっしゃっていました。継続した道路投資の必要性を指摘しておられた

わけでございます。また、ニューヨーク市では、市民から提起された道路の設置

の瑕疵に基づく損害賠償請求訴訟を、常時１万4,000件程度抱えたという話も当時

聞いております。同じことを繰り返してはならないと思います。 

  アメリカと同様イギリスにおいても、公共投資を増加させています。これは右

下です。例えばゴードン・ブラウン財務相は、2006年度の予算演説の中で、「公共

部門投資額は1997年度予算のわずか50億ポンドから、2006年度予算は５倍の260億

ポンドに増やした。こうした投資により、経済の活力を保つことができる。」と、 

経済成長には公共投資が必要であることを明確にしております。 

  このほか、フランスや中国・韓国も投資を増加させています。詳細は参考資料

の７～９ページをごらんいただければ明らかになっております。 

    以上が私の説明でございます。 

    昨年11月10日に御指摘をいただいた対応状況につきましては、お配りした４ペ

ージを見ていただきたいと思います。 

    「地方公共団体の入札契約制度改革の推進」につきましては、菅議員から御報

告いただけると思いますが、我々、国土交通省もいろいろと地方における総合評

価方式、これは技術的に大変難しいのだが、その普及拡大のために、導入しやす

いより簡易な総合評価方式の活用、多様な発注方式の活用、発注者支援の推進を

いたしております。そのようなことから、適切な入札参加条件等の設定の推進も

いたしてまいりました。 

    「政府全体の取組」といたしましては、公共工事等の入札契約の改善、一般競

争方式の拡大等を行いましたが、国土交通省におきましては、一般競争方式の対

象範囲を２億円以上から、平成20年度には6,000万円以上まで拡大をいたします。

これによって金額ベースでは９割に相当いたします。しかしながら、あと１割の

6,000万円未満の工事、これは件数では50％以上を占めるわけだが、これに一般競

争方式を採用するならば、大変な行政経費が増えてしまうので、そこら辺はよく

考えていただきたいと思います。 

    そのほか、多様な発注方式も採用し、ペナルティーの強化や、再就職の見直し

等も行ってまいりました。 

    「国土交通省直轄の入札談合防止への取組」につきましては、全職員に対して、

こういうことをやれば人生を誤るということで、「契約上解雇される」、「退職金は

ない」、「年金も減額される」、「民事でも刑事でも訴追される」ということまで申

し上げて、家族を巻き込む不幸なことはやらないでほしいという形で、法令遵守
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の精神を申し上げているわけでございます。 

  ５ページの「III．事業評価のより一層の厳格な実施に向けて」には、今までや

ってきたことが書かれてあります。御指摘のありましたＰＤＣＡサイクルは、ず

っと取り入れております。そこで申し上げたいことは、事業評価は行政再評価法

が平成14年に施行されているが、それに先駆けて、国土交通省では事業評価を開

始いたしまして、これに基づいて、平成10年から平成18年までで368事業、約７兆

円を中止いたしております。諸外国と比較しても、標準的な評価手法を採用して

いると私どもは信じております。より厳格な評価に向けた取組をいたしたいと思

います。 

    また「政府全体の取組状況」については、ここに書かれたとおりで、平成19年

度までに15％の総合コスト縮減を目標として行っておりますが、平成17年度まで

に既に9.9％の縮減を達成いたしております。「今後の取組の方向性」としては、

新たな工夫の余地が尐なくなってきたことから、近年その伸びが鈍化はしてきて

おりますけれども、平成20年度以降も新たな計画を策定してまいりたい。 

  特にライフサイクルコスト縮減が大きな課題であると思います。５ページの一

番右側の下端にあるとおり、従来の施設維持管理を行っていたのでは、補修のと

ころで命数が尽きてしまいますが、新たに赤い線の補修を重ねることによりまし

て、ライフサイクルは著しく伸びることが可能であります。したがいまして、新

規投資だけではなく、補修を適時適切に行っていくことが延命化に役立ち、ひい

ては、こういうものの削減に大きく裨益すると考えております。 

  そういうことでございます。長くなりましたけれども、御報告を終わります。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

    では、菅大臣から資料が出ています。 

（菅議員） 「公共投資・地方公共団体の入札契約制度改革について」という資料を

出させていただいています。１ページをお開きいただきたいと思います。図に見

られますように、補助事業が6.2兆円、単独事業7.7兆円、国直轄事業が4.2兆円。

公共投資の分野においても、地方にできるものは地方に委ねて責任を持ってもら

う。国が担うべき分は国にしっかりと責任を持ってもらうという分かりやすいシ

ステムにしていくことが基本であると思っています。 

  そうした意味合いにおいて、民間議員の提案にあるように、公共投資に関する

国と地方の役割・責任を重層構造ではなくて、単純明確な構造とし、補助事業に

ついては、地域のニーズにきめ細かく対応するため、地方単独事業とするとの原

則に私は賛成であります。こうした方向の下に、これからもしっかりと取り組ん

でいきたいと思います。 

  ２ページ目をおめくりいただきたいと思います。「地方公共団体の入札契約制度

改革について」。基本は、競争性、透明性、客観性を確保し、価格と品質が総合的

に優れた調達を実現していくことが必要であると思っています。国土交通大臣と

連携を取りながら、この入札契約制度をつくっているところであります。 

  特に総務省としては、総合評価方式の導入・拡充を図るため、地方自治法施行
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令等の改正を行うなど、国土交通省が作成をしたマニュアルの活用により、総合

評価方式の普及・拡大を図ることといたしております。また、すべての地方公共

団体で一般競争入札を導入するよう、国土交通省とともに要請をしているところ

であります。さらに、談合など不正行為を行った者に対するペナルティーを強化

するために、地方自治法施行令の改正を行うこととします。市町村職員は、専門

知識を持っている人が非常に尐ないので、こうした知識を向上するための研修を

強化する必要があるのではないかと思っております。ダンピング排除の徹底ある

いは入札契約関係情報の公表の推進など、入札契約適正化の取組みの徹底を国土

交通省とともに地方自治体に要請しています。 

    今後とも国土交通省と連携を取りながら、地方公共団体における入札談合の再

発防止、根絶に向けて取り組んでいきたいと思います。 

    以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

    では、甘利議員から資料が出ています。 

（甘利議員）  説明をさせていただきます。 

    限られた財源の下でありますから、公共投資は重点化が大切であります。公共

投資によってインフラが整備された後に、インフラが地域の住民や産業に有効活

用され、地域経済の自立的、持続的な発展につながるものでなければならないと

思います。このため産業とインフラ、観光とインフラといったさまざまな政策と

のシナジー効果が発揮されることが重要である。 

  産業政策の観点から見ると、インフラが国際競争力の強化、あるいは生産性の

向上に寄与するのかどうかという視点が重要になる。そうした観点からインフラ

を整備すべきかどうかも大事な視点であるということです。 

  具体的には、まず図の左の上にありますけれども「港湾・空港・道路の一体的

整備」の視点が重要であります。例えば九州の自動車産業の例にありますように、

港湾、東九州自動車道及び周辺のアクセス道路を一体的に整備することにより、

自動車産業の物流効果を大幅に向上させるとともに、九州への産業集積を促進す

る効果が期待できる。 

  また、我が国産業の「アジア戦略を見据えたインフラ整備」の視点も重要であ

り、例えば北関東自動車道の整備や広島空港の拡充によりまして、建設機械産業

や高級部材産業は輸送時間を大幅に短縮し、アジアへ迅速に製品を供給できる効

果が期待できるわけです。 

  公共投資のＰＤＣＡにおいては、こうした効果がきちんと検証されるべきだと

思っております。 

    以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

    それでは、民間議員からよろしくお願いします。 

（八代議員）  それでは、「公共投資について」という民間議員ペーパーを御説明させ

ていただきます。 
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    冬柴臨時議員からもいろいろ御説明がございましたが、やはり21世紀の日本に

ふさわしい新たな社会資本整備の考え方を明確化する必要があるのではないか。

これは人口の減尐、厳しい財政状況、地方分権の必要性、環境制約の強まりなど、

日本が直面しているそういった構造変化の中で、やはり過去とは違った社会資本

の整備の哲学、ルールが必要ではないかということであります。同時に公共事業

の実施プロセスに対しては、依然として国民の不信感がありまして、それを払拭

するような改革が必要であります。 

  「社会資本整備・公共投資の新たな原則」としては、以下のような７つの原則

を考える必要があるのではないか。 

  第１は、過去に作られた様々な計画や目標について、その後の経済社会の変化

に合わせて見直す。まだまだ古い計画が生きている場合もあるのではないかとい

うことであります。 

  第２は、新規の公共投資よりも既存資本の維持・長寿命化に重点を置く。これ

は冬柴臨時議員のおっしゃったとおりと思います。ただし、人口減尐に加え、人

口の地域間移動や産業構造の大きな変化が見込まれることから、新規投資が必要

な部分もあるが、逆にそうでない部分もあるわけですから、やはり数十年先まで

資源を固定化するような新規投資よりも、既存資本の維持・長寿命化を優先する

ことが大事ではないかと思われます。 

    第３は、コンパクト・シティの考え方を重視し、社会資本の効率的な利用を促

進する。これも将来の人口分布の変化を見据えた形で、社会資本の設計を行う必

要があろうということです。 

  第４は、公共投資に関する計画については、金額や事業量は盛り込まず、アウ

トカム目標を原則とする。これも厳しい財政状況の中で効率的な事業運営をする

ためには、これまで進めてきた改革を継続する必要がある。なお、「道路特定財源

の見直しに関する具体策（昨年12月閣議決定）」に基づき、平成19年中に策定され

る「今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画」については、諮問会議

でも検討をすべきではないかと考えます。 

  第５は、真に必要な公共投資への選別を強化するために、すべての事業評価に

ついて第３者機関が監視を行うなど、評価の厳格化を徹底する。これは冬柴臨時

議員がおっしゃいましたように、事前の評価は極めて重要でありまして、現在の

第３者機関は再評価と事後評価のみを行っておりますが、採択時を含めすべての

評価について第３者機関で厳しく監視することが大事ではないかと思われます。 

  第６は、実績が事前の想定を著しく下回るような公共投資の事例等について、

諮問会議においても審議を行い、その後の分野別の予算などに反映するべきであ

ると考えます。 

  第７は、公共投資に関する国と地方の役割・責任を、重層構造ではなく単純明

快な構造にする。補助事業については、地域のニーズにきめ細かく対応するため

に、地方単独事業への転換を進めるということが重要ではないかと考えます。 

    「歳出改革の継続」については、歳出改革はスタートしたばかりであり、歳出
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全般につきまして、平成19年度予算に続き、平成20年度予算も最大限の努力が必

要ではないかということでございます。 

  確かに、今、諸外国の公共投資が増えているというのは、冬柴臨時議員がおっ

しゃった通りでありますが、ＧＤＰ比で見ますと、アメリカが2.5％、イギリスが

1.9％ で、日本よりかなり低い水準であるので、まだまだ歳出改革を継続する余

地は大きいのではないか。特に公共投資につきましては、第１に、過去の入札談

合事件等があり、公正取引委員会の調査によりますと、これは必ずしも公共事業

だけではありませんが、不当利得が２割程度あったこと。第２に、国・地方を通

じた一般競争入札の拡大により、落札価格が低下すると見られること。第３に、

官民の建設工事は、性能の違い等があり単純に比較することはできないが、公共

工事のコスト削減余地は、決して小さくはないと見られること。今後、冬柴臨時

議員と菅議員の方でも努力をしていただけるとのことですので、更に大幅にコス

トを引き下げる余地があるのではないか、ということ。 

  やはりこういうコストの縮減への取組や、地域のニーズに応じたきめ細かな対

応を行うことによって、平成20年度予算においても、名目対前年度比マイナス３％

の削減を行うべきである。その後、平成23年度までの３年間についても、同様の

改革努力を継続すべきであると考えます。 

  なお、コストの縮減については、現行計画を確実に実行するとともに、平成20

年度以降も新たなコスト縮減計画を策定し、努力を継続するべきであるが、同時

にＰＦＩと民間の知見を一層活用し、また資金を効率的に活用する余地が大きい

のではないかと考えております。 

    以上でございます。 

（大田議員）  「入札談合の根絶に向けて」もお願いします。 

（八代議員）  次に別紙の「入札談合の根絶に向けて」についてもちょっとお時間を

いただきたいと思います。一般競争入札の適用範囲の大幅な拡大についてであり

ますが、国交省所管の工事につきましても、平成19年度中に１億円以上、平成20

年度中に6,000万円以上の工事を一般競争入札の対象にする方針であることは、今、

冬柴臨時議員の御説明にあったわけですけれども、これは地方においても努力し

ていただいておりますので、できるだけ早期に、例えば３年以内にすべての工事

を対象とするべきではないかと考えます。地方についても同様でございます。 

  それから、罰則の強化につきましても、不正行為を行った場合の罰則について

は、不正行為が後を絶たない現状にかんがみますと、まだまだ弱い面があるので

はないか。その意味では、資格停止期間の延長など、更に十分な抑止力を持つよ

うに強化すべきではないか。情報開示の拡大も、入札価格及び落札内容に関する

情報をより詳細かつわかりやすいようにするべき。 

    それから、競争入札におきましては、総合評価方式とする場合には、できる限

り客観的な評価が行われるように、評価者の判断によって異なり得るような技術

評価点については、発注者が事後的に評価根拠をわかりやすく公表する必要があ

ります。 
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  資料は、この前に説明したものと同じですので、これで省略させていただきま

す。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、自由な御議論をお願いします。 

  では、冬柴大臣、どうぞ。 

（冬柴臨時議員）  平成20年度予算においても名目対前年度比３％の削減を行うべき

であるという、私にとってはショックな話がありました。また、その後、平成23

年度までの３年間についても同様の改革を継続すべきであると書かれてあります。 

  その根拠として３つ挙げられている。１番目に入札談合事件で不当利得額が２

割程度あるとおっしゃっていますけれども、立法経過から分かるように公正取引

委員会の課徴金は、不当利得の実額を10％と示しているわけではなく、懲罰金を

含んでいるものであります。したがって、２割程度とすることは不適当。図表１

は、八代議員がおっしゃいましたように、公共事業以外のものがたくさん含まれ

ており、それは非常に高率でありまして、そういうものを平均値で取られている

のは、私は不適当だと思います。 

  ２番目に一般競争入札の拡大でありますが、これにより落札価格が低下すると

見込まれるとおっしゃっています。提出されている資料でも88％ぐらいまで下げ

られていますが、我々の予定価格の85％を切った途端に品質が非常に悪くなって

います。その下請企業の財務内容も非常に悪くなっています。これは私どもの提

出資料の中にも、きちんと出してあります。したがいまして、85％を切っていい

のかどうかということは、もっと考えなければ大変なことになると私は思います。 

  ３番目に官民の建築工事費の比較があるが、これをもって公共事業全部に敶衍

することは適当ではないと思います。なぜなら、公共事業費のうち、建築工事費

は10％で、残りの90％は土木工事費なのです。したがいまして、10％を全体に敶

衍することは適当ではない上に、例えば住宅については余り変わらないが、事務

所とかは、例えば公共事業の場合は耐震強度等を建築基準の1.5倍でつくることに

なっております。これは、やはり災害のときに避難したりする必要があるからで

ある。小さなものでも全部バリアフリー化を図っています。したがって、その内

容が違います。非常に大きな部分を占める「その他」の部分でも、公共事業は美

術館とか図書館なのです。一方、民間には、ボーリング場とか、そういったもの

が入っておりまして、全然違うのです。そういう意味で、これだけで官民格差が

あるということは、どうかなと思います。 

  先日も申し上げましたが、「骨太の方針2006」の中でも削減は３％～１％となっ

ており、閣議決定もされている。私はその当時は国土交通大臣ではありませんけ

れども、今と同じことを公明党幹事長として申し上げた。「これ以上公共事業を削

ると大変なことが起こる」と。ですから、今までデフレだったからいいけれども、

今後、正常な経済政策が推移すると、資材費も、労務費も上がります。したがっ

て、必要な事業量を確保できなくなります。ですから、これは３％で固定するの

はやめてほしいということで当初３％だったのですが３％～１％となった。しか

し、１％でいってもプライマリーバランスは2010年で達成できるような計算にな
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っています。したがって、我々は固執はしませんけれども、こういうことを今の

段階で書き込むのは、余りにも影響が大きいと思います。 

  日本の社会資本整備をどんどん削っていきますけれども、このまま平成23年ま

でいきますと、6.2兆になります。そこまでいっていいのかということを考えてほ

しい。そうしますと、日本の社会資本整備が、道路も特に首都圏環状道路とか、

港湾、空港いずれも未整備になる。甘利議員もおっしゃっていただきましたよう

に、国際競争力を強化するためにもこれらの整備は今後も必要です。安全・安心

のためにも、非常に心配なのです。都心の密集市街地も、このまま放って置いた

ら、大震災で火災になったら全部丸焼けになります。私どもは、そういうことで、

これはアウトカム目標をきちんと決めて社会資本整備していかなければいけない。 

  地方における道路整備も、現在、不十分です。したがって、地方の方は毎日上

京して来られますが、訴えられるのは、みんなそのことをおっしゃるわけです。

それをみんな受け取るわけにはいかないけれども、本当にそういう実情を考えた

ときに、これはいけない。 

ここからは私の政治家としての判断ですけれども、一番私が申し上げたいのは、

平成20年も公共事業費を３％削りますということを、この段階で書いた場合に、

だれが一番ショックを受けるかということを考えていただきたいと思います。社

会資本は未整備で、整備を待ちわびている地方が、最も強く反発します。私は、

政治家として、来年度も３％を削ることを書くことには、反対したい。したいと

いうよりも反対でございます。明確に申し上げます。 

それから先ほど、6,000万円以下も含めて３年以内にすべての工事を一般競争入

札する、という話があったが、これについては、参考資料18ページに出してある

ように、非常に多大な費用がかかる。ここで指名競争入札は右側で、10日間で指

名通知から開札まで至ることができて、非常に単純なのです。ところが、今やっ

ている一般競争入札の場合は、入札公告から始まりまして、落札者の決定までに

は、約58日間かかってしまうのです。その間の手続は、これを見ていただいたら

わかりますけれども、ヒアリングをしたり、開札のときには技術提案の評価をす

るための専門家も要るわけです。これは、6,000万円以下となりますと、ものすご

い数になる。それに中央だけではなく、地方もみんなこれでやれと言っても、行

政経費が莫大なものになってしまう。今でも徹夜して、みんなしのいでいるわけ

ですけれども、事実上、私は先生の御提案だけれども、6,000万円ぐらいが限度で

はないのかと思っていますので、一言付け加えます。 

（大田議員）  では、丹羽議員。 

（丹羽議員）  今、いろいろ大臣からお話がありましたけれども、私は基本的に安倍

内閣において改革を断固とした決意でやるということを、やはり国民にも納得を

していただいているわけであり、費用の縮減というのは限界がないのです。限界

があると思っても、なかなかない。それはトヨタ自動車もそうであり、民間の企

業は乾いたタオルを絞るんだというぐらいの努力をして、合理化、効率化を進め

てきている。ただいま費用の縮減も限界に来ているのではないかとのお話があり
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ましたけれども、できないような理屈は幾らでもあると思うのです。私は、４つ

ぐらい申し上げたいと思います。 

１つ目は、公共投資の縮減についても、選択と集中でメリハリを付けるという

ことで、一律にこれをすべてカットするという話ではないことです。 

  ２つ目は、談合や指名入札は、まだまだ民間から見ていると、非常にコスト的

に甘いわけでありまして、皆さんが入札に群がるわけでありますから、もう尐し

一般入札は費用と効果のバランスを考えてレベルを決めて、これは地方によって

も違いますし、国によっても金額を一律に幾らとは決められないので、それを考

えてやっていく必要があるだろう。 

  ３つ目は、国際的にどうかということでありますけれども、対ＧＤＰ比で見る

と、日本はまだまだ3.7％とか高いレベルにあります。例えばアメリカは2.5％、

イギリスは1.9％、ドイツは1.3％でありまして、必ずしも日本の公共投資がＧＤ

Ｐ比として非常に低いということではなく、まだまだ高いレベルにあることであ

ります。 

    ４つ目は、資材のアップについて。確かに、原材料、特に鉄は上がっておりま

すけれども、人件費、機械類はあまり上がっていない。あるいはコアの物価の上

昇率は直近でマイナス0.3％であります。したがいまして、資材環境のアップでそ

ういうことができないということではないと思います。 

    また、日本海沿岸諸港の外貿のコンテナ貨物量が急速に増えているとか、東海

地方の話も出ましたけれども、これは必ずしも他で公共投資をやっていないから

日本海沿岸諸港の外貿のコンテナ貨物量が急速に増えているということではない。

そのほかの、例えば内航の経費が非常に高いとか、あるいは東海地方においては、

トヨタのグループの輸出が猛烈に増えているということである。いろいろなデー

タを、すべて公共投資削減ができないという方向でお話をされる傾向が議論には

あるわけですけれども、もう尐し客観的に考えた場合に、まだまだ限界に来てい

るわけではなく、一律に闇雲にカットするわけでもありません。 

  したがいまして、その辺も考えて平成20年もやはり改革は継続すべきである。

つまりマイナス３％を断固とした覚悟でやって、そこで知恵を出して、乾いたタ

オルを絞ってもまだ水が出るという民間の今までの努力と同じ努力をまだまだ継

続をすべきではないかと思います。 

（大田議員）  では、伊藤議員。 

（伊藤議員）  民間議員ペーパーの原則６で「実績が事前の想定を下回る公共投資の

事例等について」とありますが、そういった事例がこれまであまりにも多かった

ことを確認する必要があると思います。個別名は挙げませんけれども、道路ある

いは空港について楽観的な利用量を提示してつくったけれども、使われていない

という例がある。この点を尐し思い起こしていただきたい。 

  次に、欧米との比較で、これは八代議員も丹羽議員も発言した点でありますが、

例えば教育支出というのは、平均よりもずっと低いわけですから、そういった面

から考えても、公共投資だけが十分低くなったということにはならないのではな
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いかと思います。 

  それから、中部国際空港が非常によい例として挙げられているけれども、中部

国際空港が成功した１つの理由は、計画段階から民間が携わったためで、これで

コストを随分削減したのです。したがって、こういった民間を巻き込んだ公共投

資の計画は非常に重要であり、そこでコスト削減がまだできる、そういう例とし

て中部地方を使っていただきたいと思います。 

（大田議員）  では、尾身大臣。 

（尾身議員）  公共投資については、真に必要な社会資本の整備について、私どもは

否定するものではございませんが、全体の歳出改革の中で、重点化、効率化をし

っかりと進めていただきたいと思います。それが第１点目です。 

  ２点目はそれとの関連で、例えば港湾、空港の24時間化、あるいはソフトのサ

ービスを充実するということで、同じ規模の社会資本であっても使い方をしっか

り変えていけば、もっとずっと効率よく使えるはずなので、そういう制度という

か慣習、風習などの改革を是非お願いをして、モノがしっかりしているだけでは

なくて、使い方、空港、港湾の24時間化というものが、現実に日本ではスムーズ

に行われていないのでありますから、ワンストップ・サービスの問題も含めて、

是非しっかりと対応していただきたいと思います。 

    ３点目は、例えばの話でありますけれども、一人の人が反対しているために滑

走路ができないというような現実がある。これについては、ある意味で言うと、

本当の意味の民为为義の原則に反すると思っておりまして、そういう事例が日本

の場合は非常にあり、個人の権利と公共の利益とのバランス感覚が、実は世界的

な基準から見てものすごく壊れていますので、そこは大きな判断をしていただき

たい。そのことによってコストアップしているものもかなりあると思います。そ

このところは是非よく介入をして、尐なくとも99人の人間が納得できるようなや

り方で公共事業を進めていただきたいと思います。 

    もう一つ、地方を回っていて、例えば沖縄でいろいろな施設をつくる時に、沖

縄の人に仕事をやらせてくれと、全部中央の大会社が仕事を取ってしまうのは困

る、おかしいではないかという話がある。また、仕事を取った上で、俗語で言う

とピンハネをして、下に回すというようなやり方もあるかもしれない。やはり地

方での仕事は、その地方でやらせてくれという要望が非常に強いわけであります。

だから入札談合等についてはきちんと排除をしながら、これからの日本全体の公

共事業のやり方については、そういう点についても、配慮をしていかなければい

けない。そこが、やはり温みのある政治なのではないかと思いますので、その辺

も一般競争入札という言葉がいいのかどうかはちょっと別として、やはり地方の

事業は地方でやれるような、何かそういう枠組みも現実対応として、是非考えて

いただきたいと思います。 

（大田議員）  では、最後に冬柴大臣にと思いますが、八代議員、簡単にお願いしま

す。 

（八代議員）  今、尾身議員が言われたことは全くそのとおりです。例えば、先ほど、
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入札に関して、6,000万円以下は絶対行政コストの方が高いと言われたが、その根

拠は何か。6,000万円以下は指名入札で最初からやるとなれば、逆に言えば、そこ

がまた利権の巣になってしまう。何が行政コストかは、手間だけではなくて、ト

ータルな結果も踏まえて考える必要があるのではないかということであります。 

  おっしゃったように資材費は上がっておりますが、同時に機械費や労務費はま

だ下がっております。尐なくとも平成20年度において３％削減がここで絶対にで

きない根拠にはならないのではないかと思います。 

  その意味でも、是非これまでの努力を継続していく必要があるのではないかと

いうことです。 

（大田議員）  冬柴大臣、どうぞ。 

（冬柴臨時議員）  私はできないと言っているわけではないのです。今の時点で明ら

かにすべきではないということを言っているわけです。そのことは去年の骨太方

針に書かれているように予算編成時点において、各年度で判断をすることになっ

ているわけでありまして、ここで議論して、そして３％をここに書き込むことは、

私は反対です。前の閣議決定と違います。 

    それから、３人の先生方から社会資本整備に係る投資水準の国際比較について

お話がありました。平成17年度の最新データで、確かにフランスは3.2％。アメリ

カが2.5％。ドイツが1.3％。イギリスが1.9％です。しかしながら、分母が違うの

です。外国はＧＤＰがすごく大きくなっているのです。日本は平成７年の493兆

3,000億円から平成17年の10年間で502兆5,000億円と横ばいです。ところが、アメ

リカは平成７年を同じ年でずっと比較しておりますが、7兆3,000億ドルから12兆

2,000億に、イギリスは7,197億ポンドが、１兆2,245億ポンドに、フランスは１兆

1,950億ユーロが１兆7,100億ユーロに成長しています。このようにＧＤＰが伸び

ているため、比率は小さくても金額は大変大きくなっているわけです。そのこと

を言っているわけでして、先ほどのグラフでも、これは正確に示しているわけで

ありまして、イギリスは右肩上がりにぐっと上がって、50億ポンドが260億ポンド

まで膨れているわけです。日本の場合は、率が高いとおっしゃるけれどもＧＤＰ

が横ばいですから、金額はどんどん減っているわけです。アメリカもすごく伸び

ている。ですから、今、３人の民間議員がおっしゃったことに対して申し上げれ

ば、比率ではなく、金額が伸びているということを申し上げたいと思います。 

  尾身議員から言われましたことは、そのとおりなのです。空港や港湾の24時間

化、これは総理もいつもおっしゃっていることで、我々も努力しているけれども、

物理的にできない部分もあります。できないと言ってしまえばそれまでですけれ

ども、努力いたします。削減についても努力いたします。 

  それから、地方は沖縄だけではなく私の地元でも、なぜ大きな工事になったら

ゼネコンが出てきて全部取ってしまうのだと。おかしいと。自分のところの工事

は自分のところでやれるようにしてほしい、という話がたくさんあって、私は当

然だと思います。 

  したがって、総合評価の中で、地域における稗益度、そこに本社を置いて何人
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雇用しているのか、あるいは地域で災害があったときに、どんなことを稗益した

か、ということも評価できるようにしたらどうかという検討をしていただいてい

るところでございます。それは当然のことだろうと思います。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

  それでは、一言でお願いします。 

（丹羽議員）  絶対額で比較するとなると、インフレ率はどうであったか、金利はど

うであったかというような、いろいろなファクターを計算しなければいけないと

思うのです。だから単純に絶対額で比較するのかということになるけれども、こ

れまで我々はＧＤＰ比何％ということで計算してきているわけですから、その指

標で今回もお考えいただくのがいいのではないかと思います。 

（大田議員）  一言でお願いします。 

（八代議員）  国民の負担との関係であれば、公共投資の絶対額ではなく、ＧＤＰ比

で見なければいけない。絶対額だけで議論すれば、とんでもない額になってしま

うわけです。ＧＤＰが横ばいであれば、公共投資も当然ながら横ばいであるとい

うのが、ＧＤＰ比一定ということの意味なわけです。 

（大田議員）  よろしいでしょうか。今日は、公共投資について、入札契約制度をも

っと厳格化する、事業評価を厳格化する。そして、重点化、効率化を図るという

点では、皆さんの合意があったと思います。この点については、「骨太2007」に向

けて更に調整していきたいと思います。 

  民間議員が提案された７原則についても、いろいろ反対意見も一部ありました

ので、更に調整をさせていただきたいと思います。 

  予算につきましては、歳出改革を強力に推進するという考え方はそのとおりで

すので、これもついても引き続き検討していきたいと思います。 

  それでは、総理からお願いします。 

（安倍議長）  真に必要な社会資本整備、真に必要なというのはなかなか難しいので

すが、しかし、成長力を更に向上させていく。また国際競争力を更に向上させて

いかなければいけない。安全・安心という観点も、勿論大切だろうと思います。 

  そういう中で、メリハリを付けていくことも大変重要だろうと思います。基本

的には、「骨太2006」をしっかりと引き継いでいくということではないかと思いま

す。さらに安倍内閣においては、歳出改革を引き続き行っていくという意思も示

す必要があると思いますので、更に冬柴大臣の御努力をよろしくお願いしたいと

思います。 

（冬柴臨時議員）  全く異論ありません。できることは何でもやります。 

（安倍議長）  歳出削減努力をよろしくお願いします。 

（冬柴臨時議員）  はい。やります。 

（大田議員）  どうもありがとうございました。 

 

（冬柴臨時議員 退室） 
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（大田議員）  それでは、次の議題に移ります。「政府の資産・債務改革について」、

これは専門調査会をつくって議論してまいりました。まず、会長の八代議員から

御報告をいただきます。次いで有識者議員のペーパーについて御説明をいただき

ます。 

    尐し時間が押しておりますので、簡潔に２つ併せて５分ぐらいでお願いできれ

ばと思います。 

   

○ 政府の資産・債務改革について 

（八代議員）  それでは、資産債務改革の実行等に関する専門調査会について、報告

をさせていただきます。お手元に１枚紙がございますので、ごらんいただきたい

と思います。 

    この専門調査会は、昨年11月に経済財政諮問会議の下で資産債務等専門調査会

を改組する形で設置されており、現在まで７回調査審議を行っております。その

結果、国の資産債務改革に関する論点につきまして、財務省等の関係省庁や民間

有識者からのヒアリング等を行いまして、これらの議論も踏まえ、３月27日の経

済財政諮問会議において、尾身議員から「国の資産・債務改革に関する『工程表』

について」が提出されたところであります。 

  このように、今、実施の段階に入ってきておりますので、５月中に専門調査会

の下に２つのワーキンググループ、実物と金融に関するものを設置して、具体的

な問題についての検討を進めたいと思っております。また、同専門調査会におい

ては、並行して国だけではなく、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等

の資産債務改革や特別会計改革についての議論を掘り下げていく予定でございま

す。 

    続きまして、それに基づきます民間議員ペーパー「資産債務改革の加速につい

て」を御説明させていただきます。 

    「資産債務改革の意義」について。資産面から、国、自治体、関係法人の非効

率な業務を明確にし、効率化する。政府が抱える資産・債務の両面のリスクを両

建てで小さくする。 

    資産の有効活用により、地域経済を活性化させ、成長力を強化する。関連する

公会計改革や特別会計改革を並行して進める。この４つの原則を掲げるべきであ

ります。 

    「１．資産・債務改革」の「（１）国の資産・債務改革」について、売却や有効

利用により国有資産が最大限に活用されること、しかもその過程が透明であるこ

とが重要である。そのために、先ほど御報告しましたようなワーキンググループ

を設置する。それによって金融資産と実物資産のそれぞれについて処分方針を具

体化する。実物資産については、民間提案を生かす仕組みを具体化する。財務省

等の取組状況や問題点を検討し、必要な指摘や提案を行うべきであると考えます。 

そのうちの金融資産につきましては、財政融資残高を縮減していくことが非常

に大事である。これは国の持っている金融資産の最大のシェアを占めているから
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であります。このため、融資先である政府金融機関、独立行政法人等の業務の抜

本的合理化を進め、新規融資を絞り込む。あわせて、既存資産の売却や証券化を

加速する。証券化につきましても、民間の知見を踏まえて、コストを適正に評価

するとともに、その最小化等を図りつつ、証券化の規模も現在よりも更に拡大す

べきではないかということであります。 

    次のページでございます。実物資産については、現在も国有財産の売却・有効

活用が進められておりますけれども、類型毎の処分方針を策定するとともに、民

間提案を活かす仕組みを具体化すべきではないか。 

    「（２）独立行政法人、国立大学法人等の資産債務改革」について。独立行政法

人についても今の改革と整合性をとり、保有資産をゼロ・ベースで見直す。単に

昔から持っているからということではなくて、ゼロ・ベースで見直すことによっ

て、国に準じた目標と類型毎の処分方針を策定すべきである。国立大学法人につ

いても、今進められています、大学改革を促す方向で、目標を定めて改革を行う

べきである。そのときには、民間の知見を活用しつつ、最も有効な処分を行うた

めに、独立行政法人や国立大学法人の資産処分の方針を策定する担当組織の設置

を検討すべきである。なお、司法、立法においても、資産債務改革が必要である。

これは決して行政だけにとどまるものではないということであります。 

    「（３）自治体の資産債務改革」について。同じく自治体の資産債務改革も急務

であるわけで、自治体、公社、３セクについては、国に比べて遅れている公会計

改革を加速する。これは今努力されておりますけれども、更に進めていただきた

いということであります。そのためにも、自治体も国に準じた資産債務改革の目

標を設定すべきであって、諮問会議で検討を行う必要がある。自治体、公社、３

セクの資産処分や民営化等を最も有効に行うためには、民間の知見や人材を活用

する体制を構築する必要があり、諮問会議でも検討を行う。 

    「２．特別会計改革」について。今国会で成立した「特別会計に関する法律」

に沿って、特別会計の統廃合、財政健全化への寄与等の改革を確実に実行する。

特別会計が国民から見てわかりやすく、かつ効率的なものになるよう、以下の点

を中心に諮問会議でも審議し、改革を加速する。特別会計の更なる統廃合に向け

た検討が必要になってくる。特別会計の実質的な歳出の更なる縮減を図るという

ことでございます。 

    以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

    菅大臣から資料が提出されております。 

（菅議員）  「地方公共団体の資産・債務改革について」。 

「基本方針2006」に基づきまして、全地方公共団体に対し、公会計の整備と資

産・債務改革の具体的施策等の策定を現在、要請中であります。 

公会計につきましては、国の作成基準に準拠し、都道府県、人口３万人以上の

都市は３年以内に整備すること等を要請しております。資産・債務改革の具体的

な施策等については、国の工程表も参考にしつつ、全団体が３年以内に策定する
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よう要請中であります。そして、このことについて総務省としてはフォローアッ

プをすることとしている。 

    また、第三セクターの改革も積極的に進めていきたいと思っております。現在、

平成13年度から平成17年度の間に、民営化が15事業から114事業になりました。民

営化や廃止・統合等の積極的な推進を要請中である。更にこの第三セクター等に

対する透明化にも積極的に取り組んでいきたいと思っております。 

    以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。この資産・債務改革は、３月末に尾身大臣か

ら工程表をお出しいただいて、そのとき時間がありましたので、その継続の議論

になります。御自由に御議論いただきたいと思います。 

    尾身大臣、どうぞ。 

（尾身議員）  資産・債務改革は、今お話しのとおり、３月27日の工程表に沿って、

私は所管大臣として具体的な手続をどんどん進めている。したがって、その工程

表に基づいてやるということを諮問会議で決めていただいたわけでありますから、

工程表に基づいてやるというのが基本。現にもう資産・債務改革が工程表に基づ

いて動いている。私はそれを責任持って進めているわけでありますから、随時、

経済財政諮問会議に報告する必要は勿論あると思いますが、前に決めたものを、

まだ全部の段取りをしているときに、その工程を加速させるのはものすごく変だ

と思うのです。しかもその工程は、そういう手順で、そういうスピードでやりま

しょうということを決めてあるわけですから、まだ始まったばかりという段階で

あるので、報告は随時いたしますが、それを見守っていただくというのが、当面

の正しいやり方だと思います。 

（大田議員）  この点、八代議員、どうぞ。 

（八代議員）  尾身議員の言われた点は理解できるが、昨年、閣議決定されました「基

本方針2006」では、改組されました有識者会議が、資産・債務改革の実施状況に

ついて、公正・中立な立場からチェック、フォローするということが書いてある。 

    ですから、チェック、フォローの一環として、これまでにも資産処分方針など、

民間提案を活かす仕組みの具体化を進めてきたわけで、あくまで加速と申しまし

たのは、その余地がある場合に是非やっていただきたいということである。工程

表ができたから、それをそのままそっくりやるのだということではなくて、まだ

まだ工程表の中には改良の余地がありますので、あくまでも財務省と協力した上

で進めていきたいと考えております。 

（大田議員）  どうぞ。 

（尾身議員）  具体的に、工程表に基づいて進めているわけですから、そこのところ

は御理解いただかないといけないと思うのです。 

（八代議員）  ただ、工程表に沿って進めていても、処分方針等について、まだまだ

明確な基準が入ってない面もある。別にどこの土地をどう売るということは、当

然財務省の方にお任せするわけですが、例えば３年間使われていない資産等を優

先的に対処していくというような、もう尐し明確な方針はまだ伺ってないので、
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そういうものをもっときちっとお願いしたい。それは実際に作業を進める過程に

おいて、またいろいろな問題や新たな方針が出てくるかと思われますが、ともか

く工程表をきちっとやっていただくということは、当然ながらよろしくお願いし

たいと思っております。 

（大田議員）  塩崎議員、どうぞ。 

（塩崎議員）  何故この国の資産・債務改革をするのかと言うと、最終的には国民負

担増にならないようにということだと思うのです。したがって、不要資産を売却

するといったことは、尾身議員の下でずっとやっていただいているということで、

今、工程表の話が大分出ておりましたが、前回も申し上げましたけれども、国民

負担増につながらないようにするためには、持っている資産の利回りを上げると

いう発想も当然あると思うのです。国は資産も債務も両方持っているわけですか

ら、これをどう管理して、なおかつ収益を上げていくかということを考えていか

なければいけない。何も収益を上げないで、ただ放置しているのは当然意味がな

いわけです。 

    したがって、このワーキンググループをつくっていただくわけなので、その中

で処分とありますが、処分には当然運用による資産管理も入ると思うのですが、

そういう理解でいいのかどうか。 

    田村政務官などは、香港、シンガポールなどに行かれたそうだが、例えばシン

ガポールは随分資産運用を上手に、金融も実物もやっており、東京にも汐留など

に実物資産への投資をしていますけれども、かなりの利回りで回っているのです。 

    特別会計の話がありますけれども、例えば外為特別会計などの利回りは十分高

いのか。中国が今度外貨資産の運用を図る投資運用機関のようなものをつくると

聞いていますが、手放すだけではなくて、持ったままで収益を上げていくという

ことを通じて、国民負担増を回避する、逆に還元できるというような発想もやっ

ていただきたいと思います。 

  尾身議員の下でも、例えば霞が関の建て直しなど、いろいろなことを考えてい

る中に、国自身が収益を上げていくという発想も入っていると聞いておりますが、

是非そういった面も含めて御検討いただくとありがたいと思います。 

（大田議員）  どうぞ。 

（矢代議員） 塩崎議員が言われたことは民間議員ペーパーの2枚目にある。単に倍却

するだけではなくて、有効活用、フル・オープン化と言っておりますが、これも

非常に大事であって、そういう基本方針を類型化することによって策定する必要

がある。そのときには、当然ながら民間提案をうまく生かす仕組みが大事である。

これは特区でも同様でありますけれども、活発な民間提案を可能にするような情

報公開の徹底など、企画と売却の２段階方式、つまりどうやって売れば国にとっ

て一番利益が上がるかということも実は提案していただく可能性がある。そうい

う民間提案を最大限に活かすという形で、財務省と協力して専門調査会でも考え

ていきたいと思っております。 

（大田議員） どうぞ。 
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（塩崎議員）  １つ言い忘れましたけれども、国立大学法人も書いているのですが、

例えば国立大学法人の資産運用に関するルールは文科省が設けているらしく、極

めてコンサバティブな運用しかできないようになっているのです。ハーバードな

どがどういう資産運用をしているかは、もう皆さん御案内のとおりでありますけ

れども、これから国立大学法人などが自らがやりたいことをやるためには、そう

いった面で工夫ができるようにルールを緩めていく必要がある。勿論安全でなけ

ればならないけれども、一方で利回りも上げていかなければいけないというとこ

ろが、どうも完全に抜け落ちているのが、今のルールのようでありますので、そ

れも含めて、資産運用という面で、利回りを確実に上げていくことも考えておい

た方が、いろいろな選択肢が増えるのではないかと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

  それでは、一言でお願いします。 

（丹羽議員）  尾身議員がおっしゃりました加速という意味は、加速するぐらいのつ

もりでちょうど工程表どおりいくのだというふうにとらえていただいたらどうか

と思っています。 

（尾身議員）  それは、私も責任を持って工程表のとおりやるわけですから、信用し

てもらわなければ困る。我々は先ほどの民間議員の意見も聞きまして、しっかり

やるつもりでいます。 

    それから、外貨をもっと有効活用すべきという御意見が塩崎議員からありまし

たけれども、外貨準備を利率、利回りの高い回し方をしたら、必ずリスクテイク

が必要です。だから、リスクテイクをしてもいいという方針を、国として決めて

もらえればできるのです。ただ、外貨準備の事柄の性格上、リスクテイクするの

は極めて慎重でなければならないという考え方がありますから、個人の資産なら

別ですけれども、そう簡単に国の外貨準備をリスクテイクするような運用の仕方

をすることがいいかどうかについては、これは考え方の問題です。いろいろ御議

論いただくのはいいと思います。しかし資産が減る可能性があるのなら、そうい

う減る可能性があってもいいから利回りをよくしろという御意見もあろうかと思

いますが、責任者としてはその辺はもう尐し検討させていただかないと、外貨準

備についてはなかなか難しいところもあるというふうに感じておりますが、せっ

かくの御意見であり、外国のいろんな実情もありますから、よく勉強はさせてい

ただきたいと思います。 

（大田議員） 一言でお願いします。 

（伊藤議員） 官房長官が言われたシンガポールのＧＩＣ（政府投資公社）の例や、

あるいは今、中国、韓国がまねしてやろうとしているのは、外貨準備に入るかど

うか微妙なところなのです。外貨準備というのは、勿論リクイディティーがあっ

て、何かのときにはすぐに使えるようにということで外為法で規定されています

から、外為法を改正しない限りはできない。 

 ただ、そこから発生している利子収入というものが非常に膨大な額に上ってい

て、今の外為法だと、利子収入があればそれに見合う債務を出さなければいけな



 
平成 19年第 11回 議事録 

 

 24 

い。利子収入があればあるほど債務を抱えていくという、会計というものは両建

てですから非常に矛盾したシステムになっていて、尐なくとも入ってくる利子収

入だけは何か別建ての基金をつくってそちらに回すことは可能だと思うのです。 

 ただ、それは外貨準備とは呼ばないかもしれない。恐らく外為法の改正が必要

になる。だから、そういう意思決定ができればシンガポールのＧＩＣのようなも

のはできると思います。 

（塩崎議員） 一般会計に入っているのではないのですか。 

（伊藤議員） 一般会計に入るのは、一旦、債務を増やし円転した上で、円の一部を

一般会計に納めています。ただ、それは変な話であり、将来の為替リスクを、金

利裁定が働いていたら本当は準備金で全部積み立てなければいけない分を、剰余

金として一般会計に入れているのです。 

（塩崎議員） いずれにしても、尾身議員がおっしゃったように、諸外国の利回りの

実態や、ポートフォリオの中身、リスクのプロファイルを見て、お考えになった

らいいのではないですか。 

（大田議員） それでは、専門調査会ではワーキンググループをおつくりになるとい

うことですので、今日の議論を踏まえて更に検討を進めていただいて、また諮問

会議に御報告いただきたいと思います。 

 独立行政法人改革につきましては、明日の諮問会議で議論することになってお

ります。それから、自治体の資産債務改革は、今、菅議員が精力的に取り組んで

いただいていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の議題です。今日は長いので、お疲れと思いますが、もうすぐ

終わりますので、もうちょっとよろしくお願いします。 

 

○ マクロ経済運営について 

（高橋内閣府政策統括官） それでは「マクロ経済状況について」というペーパーを

ごらんいただきたいと思います。まず、景気の現状でございますけれども、全体

として堅調な回復が続いております。当面のポイントは、企業部門の好調さが賃

金の上昇を通じて家計部門に波及していくかどうかというところだと思います。 

１ページ目。そういう意味で注目されます消費でございますけれども、左側を

ごらんいただきたいと思います。消費総合指数で昨年の夏場の落ち込みから、年

末以降、持ち直しの動きが続いております。そういう意味ではいいニュースでご

ざいます。ただし、小売販売額については、足下で暖冬要因がはげ落ちたことも

あって、ちょっと動きが鈍くなっているという心配がございます。 

右側の定期給与をごらんいただきますと、足下で、やはり賃金が弱含みで推移

している。この点も注意が必要ではないかと思います。もっとも、右下でござい

ますけれども、春闘の賃上げ率は、若干ではございますけれども前年よりも上昇

しております。したがいまして、４月以降の賃金の伸びに期待したいところでご

ざいます。 

２ページ目。物価関連指標について。まず左側、消費者物価について、コアと
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コアコアでお示ししてございます。コアはいわゆる生鮮食品を除いたものでござ

いますけれども、足下では原油価格の下落もあって、再びマイナスになっており

ます。一方、コアコアは石油製品、その他特殊要因を除いたものでございますけ

れども、携帯電話の通話料の引下げなどの影響から、こちらもマイナスが続いて

おります。コア、コアコア、いずれにつきましてもゼロ近傍ではございますけれ

ども、若干のマイナスが続いているという状況でございます。 

右側をごらんいただきたいと思います。ＧＤＰギャップとＧＤＰデフレーター

について申し上げます。まず、上のＧＤＰギャップでございますけれども、実際

の成長率と潜在成長率の差を示したものでございまして、ギャップがプラスにな

っていけば、モノの需給がだんだん引き締まってきている、需要超過ということ

でございまして、将来的には物価が上がっていくことにつながっていくのだろう

と思います。足下でごらんいただきますと、推計誤差を含めて見る必要がありま

すが、改善傾向が続いているところでございます。 

しかしながら、右下のＧＤＰデフレーターの方をごらんいただきます。消費者

物価が消費者にとっての物価であるのに対し、ＧＤＰデフレーターは経済全体に

とっての物価でございますが、改善は続いていますけれども、依然としてまだマ

イナスという状況でございます。 

３ページ目。景気の先行きを見る上でのリスク要因でございますけれども、従

来から原油価格を指摘しておりますが、新たに足下についてはアメリカ経済につ

いても注意が必要ではないかと思います。 

アメリカ経済につきましては、従来から消費が堅調、住宅市場では調整が続い

ていると言われております。実際、右上をご覧いただきますと、消費については、

実質個人消費支出の折れ線グラフをご覧いただきますと、堅調な増加を示してご

ざいます。一方で、右下でございますけれども、住宅建設の先行指標である住宅

着工をご覧いただくと、足下でまだ底打ちしたかどうかは確認できないという状

況でございます。こうした構造は変わっておりません。 

しかしながら、左側のＧＤＰ成長率の動きについて、昨年の第Ⅳ四半期、今年

の第Ⅰ四半期をご覧いただきますと、従来と構図が変わっております。为なポイ

ントは白抜きの部分でございまして、設備投資でございます。これが去年の第Ⅲ

四半期までは堅調でございましたが、第Ⅳ四半期にマイナスに転じて、今年の第

Ⅰ四半期も弱い状況でございます。こうした企業部門の動向に、これから注意が

必要ではないかと思います。 

いずれにしましても、アメリカはソフトランディングできるというメインのシ

ナリオに変わりはございませんけれども、尐し新たな心配要素が出てきたと御理

解いただければと思います。 

私からは以上でございます。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 それでは、日銀から武藤副総裁、よろしくお願いします。 

（武藤日本銀行副総裁） 日本銀行では、毎年４月と10月に経済物価の先行きに関す
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る見方を経済・物価情勢の展望、いわゆる「展望レポート」として公表しており

ます。本日は４月27日に公表いたしました「展望レポート」について御説明した

いと思います。 

 １ページ。「2007年度～2008年度の経済・物価見通し」について。まず実体経済

につきましては、生産・所得・支出の好循環メカニズムが維持されるもとで、息

の長い拡大を続けると予想しております。物価をめぐる環境について見ますと、

設備・雇用といった資源の稼働率は今後も更に高まっていくと見られる状況のも

とで、生鮮食品を除く消費者物価は、前年比でみて、目先は０％近傍で推移する

可能性が高いものの、より長い目で見るとプラス幅が次第に拡大すると見ており

ます。 

 「参考」にあります、政策委員の大勢見通し、実質ＧＤＰと消費者物価指数に

つきまして触れておきたいと思います。中央値で実質ＧＤＰは、2007年度は+2.1、

2008年度も+2.1ということで、日本銀行としては潜在成長率は１％台半ばから後

半と見ておりますけれども、それを幾分上回る成長が続くということであります。

生鮮食品を除く消費者物価指数は、一番右端でございまして、2007年度は＋0.1、

2008年度は＋0.5ということでございます。 

 以上が言わばメインのシナリオでございますけれども、あくまでもこれは予想

でございますので、上振れ・下振れの要因があることは念頭に置かなければなり

ません。一番下にありますとおり、経済活動では、御説明のありました海外経済

の動向やＩＴ関連財の需給動向、さらには金融環境などに関する楽観的な想定に

基づく金融・経済活動の振幅の拡大。物価面については、需給ギャップに対する

物価の感応度の不確実性、原油価格をはじめとする国際商品市況の動向でござい

ます。 

 ２ページ。日本銀行におきましては経済・物価情勢を２つの「柱」によって点

検いたしまして、それに基づいて政策運営の考え方を整理するという形で考えて

おります。 

 第１の柱につきましては、先行き2008年度までの経済・物価情勢について最も

蓋然性が高いと判断される見通しについて点検をした結果、我が国経済は、物価

安定のもとでの持続的な成長を実現していく可能性が高いという判断でございま

す。 

 第２の柱は、より長期的視点から、確率は高くなくても発生した場合に生ずる

コストを意識して重視すべきリスクの点検でございます。これを行った結果、経

済・物価情勢の改善が展望できるということを申し上げましたが、その状況のも

とで金融政策面からの刺激効果が一段と強まる可能性があります。中長期的にみ

ますと、経済・物価の振幅が大きくなったり、非効率な資源配分につながるリス

クがあります。一方、経済情勢の改善が足踏みするような局面がみられたり、経

済情勢の改善にもかかわらず物価が上昇しない状況が続く可能性もあります。た

だし、この点につきましては、企業部門の体力や金融システムの頑健性は高まっ

ておりますので、物価下落と景気悪化の悪循環が生ずるリスクは更に小さくなっ
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ていると考えております。 

「先行きの金融政策の運営方針」につきましては、「中長期的な物価安定の理解」

に照らして、日本経済が物価安定のもとでの持続的な成長軌道を辿る蓋然性が高

いことを確認し、リスク要因を点検しながら、経済・物価情勢の改善の度合いに

応じたペースで、徐々に金利水準の調整を行うことになると考えられる。この点

は、これまでの基本的な考え方と変わっていないと言えると思います。 

３ページ。最後に「中長期的な物価安定の理解」について点検をいたしました

結果についてお話を申し上げます。「中長期的な物価安定の理解」と申しますのは、

昨年３月に初めて公表したわけでございますが、原則としてほぼ１年ごとに点検

することになっておりました。ほぼ１年経ちましたので、今回点検したというこ

とであります。 

結論を申し上げますと、（３）をごらんいただきたいと思いますが、「中長期的

な物価安定の理解」は消費者物価指数の前年比で０～２％程度の範囲内にあり、

委員毎の中心値は、大勢として、概ね１％前後で分散している。これは昨年３月

のものと全く同じでございます。 

日本銀行といたしましては、今後とも、この「中長期的な物価安定の理解」を

念頭に置いた上で、経済物価情勢を丹念に点検し、物価安定のもとで持続的成長

を実現するよう、適切な金融政策運営に努めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 残された時間が５分ぐらいしかございませんので、簡潔に討論したいと思いま

す。 

 伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） この「中長期的な物価安定の理解」については、１月29日の経済財政

諮問会議で私から幾つかコメントをさせていただいたことがあります。 

特に、バイアスと「のりしろ」を含めて下限をどう考えるかという点でありま

して、私が申し上げたのは、やはり下限というのは小幅であってもプラスである

べきではないか。これが恐らく、世界で受け入れられている常識だと思うという

ことを申し上げました。バイアスについては、昨年の基準改定で下方修正があっ

た。昨年基準改定したばかりだから、今は小さいだろうということも成り立つか

もしれないけれども、これからだんだん大きくなっていくはずである。「のりしろ」

については、体力が増しているということですが、尐なくとも下方に修正するこ

とについては、硬直性のある価格もあるわけで、必ずしもデフレが継続するとい

うことが好ましい状況ではないのではないか。そうだとすれば、やはり「のりし

ろ」という概念は必要ではないかと考えています。 

 それから、「中長期的な物価安定の理解」の発表の仕方でありますが、例えばイ

ングランド銀行では、金融政策委員会全体が議論をした上で、一つの共通の見通

しを示すことをしています。勿論、不確実性を考えたファン・チャートというも

のを公表しているけれども、それを作成する過程で、会議を重ねて、前提を議論
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した上で、機関としての数字を出している。そういった中央銀行もある中で、日

本銀行が個人の見解を集約せずに分散した数字をそのまま出していることについ

て、これが市場に対して透明性の面でむしろ混乱要因にならないかということを

お尋ねしたいと思います。 

 次に資産価格について、大都市圏で地価が上昇しているということを書かれて

いるパラグラフの中で、先行きの採算に関する楽観的な想定に基づいて積極化す

る場合、リスクがあるのではないかという書きぶりがあるが、現在の資産価格の

動向について、日銀が危険水域に達しつつあるというような判断をお持ちなのか

お尋ねしたいと思います。 

（大田議員） それでは、八代議員、簡潔にお願いします。そして、武藤副総裁の順

でお願いします。 

（八代議員） 労働市場について追加的に質問させていただきます。４月の日銀の「展

望レポート」では、需給ギャップに対する物価の不確実性ということの御指摘が

ありますが、より具体的には、やはり感応度が低下しているのではないか。 

現に、労働市場は労働需給が徐々に改善しているにもかかわらず、賃金上昇に

は至っておらず、これは、例えば非正社員比率の上昇などの構成変化の影響もあ

るのではないだろうか。仮に需給ギャップに対する賃金の感応度も低下している

とすれば、今後、2008年度にかけて労働需給の逼迫から賃金が上がり、それによ

って物価の上昇圧力が高まるという日銀の前提というものは果たして妥当かどう

か。こういう労働市場の問題についてお聞きしたいと思っております。 

（大田議員） それでは、副総裁お願いいたします。 

（武藤日本銀行副総裁） まず、第１点の０～２％という理解に対して下限０％とい

うのはいかがかという御指摘でございます。バイアスがあるという御指摘がござ

いました。消費者物価指数の計測誤差の問題でございますけれども、統計作成当

局が統計の改善に努めているということもありまして、バイアスはあることはあ

りますけれども、大きくないというのが私どもの判断であります。 

 「のりしろ」につきましては、確かに物価下落と景気悪化の悪循環が生じるリ

スクに備えた「のりしろ」という議論があるのはよく承知しております。先ほど

も触れましたように、企業部門の体力、あるいは金融システムの頑健性が高まっ

ているということでありますので、その悪循環が生ずるリスクは更に小さくなっ

ているのではないかということでございます。 

 もう一つ、これはお触れになりませんでしたけれども、我々が「中長期的な物

価安定の理解」を考えるに当たりましては、国民の物価感というものが非常に重

要であると思っています。余り詳しくはお話ししませんけれども、为要国と比較

いたしまして、我が国の過去20年、あるいは10年の消費者物価の上昇率は非常に

低い状態にありまして、例えば過去20年ぐらいを取りますと、コアＣＰＩは0.6％

程度でございます。諸外国では３％、４％近いようなところもありまして、比較

的国民は物価は安定しているということを条件に経済活動をしている。そういう

意識にも留意する必要があると思います。 
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 「中長期的な物価安定の理解」の点検結果としてお示しいたしました０～２％

は、いろいろ議論があるとは思いますけれども、私どもとしては、この数字が低

過ぎるとは考えておりません。勿論、この「中長期的な物価安定の理解」、物価安

定をどう考えるかは、経済構造の変化に応じて徐々に変化し得る性格のものであ

りますので、そういう認識のもとで、これを１年ぐらい経ったら点検していくと

いう作業は必要である。そういう考え方に基づいて、今回点検を行ったというこ

とであります。 

 それから、この「中長期的な物価安定の理解」を政策委員会として一つの考え

として、イングランド銀行のように共通の見通しを出せないのかという御指摘で

ございます。まず、結論を申し上げますと、イングランド銀行は御承知のとおり、

インフレーションターゲッティングを採用しておりますが、私どもは採用してお

りません。「中長期的な物価安定の理解」は、インフレーションターゲットではな

く、一部に参照値と言われるような仕組みもあるのでございますけれども、それ

でもない、日本独特のものでございます。先ほど触れましたが、「中長期的な物価

安定の理解」と「２つの『柱』による点検」と、その上で当面の金融政策運営の

考え方を公表する。この３つの枠組みの中で対話を行っていくという考え方であ

ります。 

 日本経済が構造変化の過程にありますこと、それから、日本銀行政策委員会が

合議制であることも頭に入れておかなければならないわけでありまして、私ども

としては、そういう中で現時点で最もふさわしいものを採用したと思っておりま

す。この枠組みが出されましてから、２回の政策変更が行われました。その過程

で、この枠組みに対する理解は尐しずつ深まってきていると考えております。日

本銀行として金融政策の透明性を高める、先ほどの御質問の趣旨もそういうこと

だと思いますが、その点は全く同感でございまして、その考え方に立って市場と

の対話を図っていく。そういう中で、この枠組みは有効に機能しているのではな

いかと考えております。 

地価の上昇が危険水域であるかどうかにつきましては、日本全国で見ますと、

御承知のとおり、まだ下げ止まった、ないしは多尐ピックアップを始めるかとい

うような状況でございます。一部の大都市、東京等の一部に、非常に価値の高い

土地についてかなりの値上がりがあるのは事実でございますけれども、いわゆる

バブルが起こるというような状況であるとは全く認識しておりません。そういう

リスクがあることは頭に置かなければいけないということであって、それが現実

のものになっているという認識は持っておりません。 

それから、八代議員から労働市場の問題について、このメカニズムについて日

本銀行としてどのように考えるかというお話がございました。需給ギャップはど

うもプラス方向にあるというのは、政府、日本銀行ともほぼ一致した見方である

わけであります。 

労働について、確かに所定内給与は余り上がっておりません。しかし、これに

はいろいろな事情があり、余り詳しく申し上げませんけれども、団塊の世代の退
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職による単価の引下げなど、いろいろな事情があります。ただ、雇用者数は増え

ておりますし、所定内給与以外の臨時給与、アルバイト、派遣といったようなも

のは間違いなく上昇しております。それから、一部に夏のボーナスも上昇すると

いうような話もありますし、定昇も議論されているという報道もあります。した

がって、雇用所得全体は、尐しずつでありますけれども増えている。これは間違

いのないところであろうと思います。 

そういう中で、まず生産年齢人口は頭打ちでございますから、その中で尐しず

つ経済が回復する中で人手不足感が出てきている。短観では明らかに人手不足と

いう状態でございます。そういう状況が続けば、これはいずれ、何時ということ

を申し上げるのはなかなか難しいわけでございますけれども、中長期的に考えれ

ば、賃金の上昇、その結果、雇用所得が増え消費が増えるという循環が始まる可

能性があるのではないかと考えております。 

物価につきましては、確かにフィリップス・カーブが寝てしまっているような

状況の中で、なかなか経済が回復しても物価が反応しない。このリスクがあるの

かもしれません。しかし、もし、そういう事実があるとすれば、一旦上がるとな

かなか下がりにくいという問題もあるわけでございますので、この点は両様の立

場からよくよく考えていかなければならないと考えております。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 マクロ経済政策につきましては、政府、日銀ともに「透明性と説明責任を徹底

する」ということで、引き続き議論を続けたいと思います。 

 今日は長時間にわたりまして、御議論ありがとうございました。これで「経済

財政諮問会議」を終わります。 

 

（以 上） 


