
平成 13 年第７回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第７回）

(開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 4 月 18  日(水) 17:30～19:10 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 森 喜朗 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 麻生 太郎 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 宮澤 喜一 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

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 谷津 義男 農林水産大臣 

同 扇 千景 国土交通大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)景気判断の変更等について 

(2)社会資本整備について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料) 

資料 1 第６回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 日本経済の現状 

資料 3 扇臨時議員提出資料 

資料 4 谷津臨時議員提出資料 

資料 5 奥田議員・吉川議員提出資料 

資料 6 社会資本関係参考資料 
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（本文） 

○議事の紹介

（麻生議員） それでは、ただいまから第７回経済財政諮問会議を開催させていただ

きます。本日はお忙しい中にもかかわらず御参集をいただきまして誠にありがと

うございました。 

（報道関係者退室） 

（麻生議員） 本日は19時までの予定となっておりますが、景気判断などの変更につ

いて報告を、社会資本の整備につきまして、御議論いただきたいと存じます。 

社会資本の整備につきましては、扇国土交通大臣と谷津農林水産大臣に臨時議

員として、この会議に御参加をいただいております。扇臨時議員、谷津臨時議員、

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

なお、前回の諮問会議の議事録につきましては、従来どおりの扱いとさせてい

ただきたいと存じます。 

また、諮問会議議事録に対して、本年４月に施行された情報公開法に基づく開

示要求がなされております。請求対象となった議事録について、それぞれ法の不

開示事由に該当する箇所が多々見受けられることなどから、本会議の運営規則な

どの規定に基づき、４年後公表することとして、不開示とする方向で事務局で検

討中であるということを御報告申し上げます。 

○景気判断の変更等について

（麻生議員） それでは、まず先般の月例経済報告におきます景気判断の変更などに

つきまして、岩田政策統括官より説明させます。岩田政策統括官。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、お手元の資料の２「日本経済の現状」をごら

んいただきたいと思います。４月13日に月例経済報告等関係閣僚会議がございま

して、そこで判断を改めました。 

その資料２の１ページ目を開いていただきますと、「景気は弱含んでいる」と

いう表現にいたしてございます。これは前月が景気の改善に足踏みが見られると

いう判断でございましたが、それを更に一段と厳しい見方をいたしまして、「弱

含んでいる」という表現にいたしております。 

続いて、下方修正をした理由を２ページ目以下、図を使って御説明いたします。 

この２ページ目には、３月の時点で行われました日本銀行の企業短期経済観測

調査で業況判断、企業が景気の現状をどういうふうに見ているかという判断と鉱

工業生産の動き、あるいは経常利益、実績見込みの数字が書いてございます。こ

れをごらんいただきますと、業況判断、太い実線で書いてございますが、今回の

３月調査によりますと、かなり大幅な悪化を示しております。その悪化幅、ごら

んいただきますと、過去の景気後退局面に見られるような、かなり大幅な悪化を

示している。しかも、その悪化を示した主な業種というのが、これまで日本の景

気回復を支えてきましたＩＴ関連業種、特に電気機械等が中心になって大幅な悪

化を示しているということでございます。 
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生産も同様でありまして、１－３月期に入りましてから、かなり急速に減少し

ていることが見て取れます。 

更に、経常利益をごらんいただきますと、昨年の10－12月期には、前月比31.9％

という高い伸びを示しました。バブルの時期を上回ったのですが、今回の調査に

よりますと、2000年度の下期、つまり３月に終わるわけですが、その下期の数字

がマイナス１％という数字が出ておりまして、相当急速に企業収益の伸びが鈍化

しているということが見て取れます。 

３ページでございますが、鉱工業生産のどこのセクターが伸びが高かったかと

いうことを日米比較で示してございます。特にＩＴ関連が日本もアメリカも共通

して伸びが高かったのでありますが、特にアメリカの場合には、96年と比べると

７倍近い伸びを示しております。日本の場合は1.6倍とか1.7倍とかであります。

その度合い、ＩＴ革命の深さと広がりが日本とアメリカでは相当違う。しかも、

日本の場合には昨年の夏くらいから、それが腰折れしてしまって減少に転じてい

るということでございます。アメリカの場合は、その増加率が鈍化した程度のと

ころだということがごらんいただけます。 

ただ、アメリカの場合も、ＩＴ関連以外の生産、点線で書いてございますが、

特に製造業、オールド・エコノミーとも言われておりますが、自動車関連で生産

が在庫調整が行われるということが起こっております。 

このＩＴ関連の生産はまだ高水準でアメリカは推移しておりますが、先行きは

どうかと言いますと、４ページ目にアメリカの情報関連投資と企業収益の動きが

書いてございます。情報関連投資はアメリカの場合、これまで25％くらいの高い

伸びを示してまいりました。ところが、夏以降その伸びがやや鈍化いたしており

まして、現在の時点では恐らく、2001年はこの伸びが１％くらいに鈍化するだろ

うと見込まれております。 

その背景には収益がこれまで高い伸びだったのですが、マイナスになる。この

収益は全産業でございますが、ＩＴだけ取りますと、マイナス２割とかマイナス

３割とか企業によって異なりますが、相当大幅なマイナスになっておりまして、

今後情報関連投資が急速に冷え込む。ですから、これまで製造業でやや在庫調整

等が行われてまいりまして、それがそろそろ終わりつつあるかなという情報もご

ざいますが、情報関連の分野がこれから更に足を引っ張る方向に動いているとい

うふうに言えようかと思います。 

次のページはアメリカのもう１つの問題でありますが、今のところ個人の消費

は思ったよりも強さを示しております。その裏側には貯蓄率が下がり続けている

ということがございまして、１－２月期にはマイナス1.3％という、かなりマイナ

スになっていて、異例の事態が貯蓄率に起こっているということが言えようかと

思います。 

どうして、このような異例なことが可能であるかと言いますと、これまで株価

が上がっていたので、そのキャピタル・ゲインを実現しまして、それで消費する。

あるいは借入れをして消費するということで貯蓄率の方はマイナスにまでなって
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しまった。 

ところが、こういう異例な事態は、株価が今や下がってまいりましたし、今は

やや持ち直しておりますけれども、過去のように実現益では消費できないという

ことがあるといたしますと、この貯蓄率はもう少しプラスの方向に動いていく可

能性がございます。 

そうしますと、個人消費の伸びはその過程ではかなりマイナスになるのではな

いかということが考えられます。 

そういうことで、アメリカの景気につきましては、ＩＴ関連の投資、あるいは

消費の今後の動きがどうなるかというところが、先行き注意して見るべき点では

ないかなと思っております。 

続きまして６ページ、日本の設備投資の動きが書いてございます。これまで設

備投資だけで日本の回復、ほとんど民間需要で引っ張ってきたのであります。10

－12月期はかなり伸びが高まったわけでありますが、先行きを見ると、実質機械

受注の伸びが急速に鈍化しておりまして、それもＩＴ関連で伸びが大幅に鈍化す

る。６割くらいはＩＴ関連である。この図には同様に資本財の出荷が書いてござ

いまして、資本財の出荷は一致系列と言いますか、機械受注が先行きの指標だと

しますと、資本財の出荷の数字は景気の動きと一致した動きを示していて、設備

投資よりもやや先行性がございます。 

それが１－２月の段階ではまだ前年と比べますと、かなりそれは伸びがある。

ただ、やや伸びが鈍化しているということも見て取れようかと思います。 

そういうことで１－３月期は、前年比で見れば増勢を維持すると考えられます

が、４－６月期については、企業収益が大幅に鈍化していくということ、あるい

は受注の伸びが大幅に鈍化しているということを考えますと、４－６月期の設備

投資の伸びは、前期比ではかなり鈍化する可能性もあろうかと思います。 

次のページは消費の動きでございますが、１－３月期を見ますと、家電の特に

リサイクル法対象の４品目が伸びが大きくなっておりまして、薄い実線で書いて

ございます。２割くらい、あるいは３月もこの２割を超えるような大きい伸びに

なっております。 

その一方でパソコンが４割、５割伸びておりましたが、 近の時点ではマイナ

スに転じておりまして、両方合わせてみると、家電全体ではそれほど伸びは大き

くないということが見て取れようかと思います。 

問題点は１－３月期に、消費はある程度持ち直すと思うのですが、４－６月期

には、その反動が出てくる可能性があるということでございます。 

８ページには物価の動きが書いてございまして、消費者物価が実線で書いてご

ざいますが、90年代前半は３％のインフレ率だったものが、半ばには０％になり、

現在の時点では緩やかなデフレと判断いたしております。99年からデフレの状態

になっているというのが姿で、更に 近の時点でもこの下げ幅がむしろ少し拡大

する方向で動いているというところに日本経済の問題があろうかと思います。 

以上まとめますと、 近の指標をみると、弱い基調を示すようなものとして企
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業の収益ですとか、あるいは急速なビジネス・マインドの冷え込みがあり、こう

いったことを考えますと、全体として日本の経済は弱含んでいるということで、

前回の判断を更に下方修正いたしたわけでございます。 

以上、簡単でございますが、御説明といたしたいと思います。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、ただいまの発言に関しまして、

何か御発言ございませんか。 

（速水議員） 大体同じような認識から「調整局面にある」というような表現を使っ

て、４月の金融経済月報を出しております。 

それから、支店長会議をいたしましたけれども、各支店でも大体それと整合的

な見方をしているようでございました。 

金利の方も0.01％、ないし0.02％くらいに短期市場は落ち着いていますし、株

がここへ来て大分上がってまいりましたし、毎日10億株前後くらいの出来高で来

ております。アメリカも少し上がってよくなってきそうだという見方もあるんで

しょうけれども、結構だと思っております。 

それから、長期金利だけが今まで少し低過ぎたのが、1.45％くらいのところま

で上がりました。落ち着いた動きになればいいと思っておりますが、よく注意し

て見ていきたいと思っています。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

○社会資本整備について

（麻生議員） それでは、続きまして、社会資本の整備についての御審議に入ってい

ただきたいと存じます。まずはじめに総理大臣からお願いを申し上げます。 

（森議長） 社会資本は、豊かで安全な国民生活や活力ある経済社会の実現などを図

るため、必要な基盤であります。また、近年の経済社会情勢の変化等に対応する

ためにも、重点的かつ効率的・効果的な整備を行うことが重要であると認識して

おります。今回は、社会資本整備について、景気や財政との関係も踏まえつつ、

今後どのように進めていくべきか等につきまして、議員皆様の活発な御議論をい

ただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

それでは、扇臨時議員から提出のございました資料３につきまして、御説明を

お願い申し上げます。 

（扇臨時議員） 私の方から御報告申し上げたいと思います。国土交通大臣の扇千景

でございます。 

資料３－１、３－２がございますけれども、これは資料として後で見ていただ

いたらおわかりいただけますので、資料の説明はいたしません。社会資本整備の

必要性ということを改めて私の口から申し上げたいと思います。 

それは、今、社会資本整備が、日本が世界のどのくらいにあるかということの

認識をまず持つべきであろうと。それでなければ基本計画はできないと私は思い

ます。そういう意味で、社会資本整備が世界水準のどのくらいにあるのかという
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ことを含めて、日本をリードする総理大臣の下に、私はリーダーシップを持って

いただいて、日本社会資本整備が、今、どの水準にあるかという認識を持つこと

から始まらなければならないし、また、世界水準が社会資本整備をどの程度に持

っていっているかということを把握できなければ、日本の社会資本整備をどこの

水準まで持っていくか。今のままでいいとなれば、果たして世界水準に日本をど

の程度の地位に上げるかということが、私は基本的に大きな論点になろうと思い

ます。 

そういう意味で、私は経済の状況が悪いから社会資本整備はもういいんだよと

いうことには、私はならないと思いますし、では、社会資本整備が世界中で、ど

の程度、どうなっているのかということも含めて、お互いに認識を持つべきであ

ろうと思います。 

そういう意味において私は、社会資本整備は、少なくとも世界水準に行ってい

ない。しかも、先進国の欧米に比べて社会資本水準はいかに日本がまだ低水準に

あるか。発展途上国よりも、むしろ後れている部分があるという認識を我々は持

たなければならないと思います。 

そういう意味において、私は財政逼迫しているにもかかわらずとおっしゃいま

すけれども、私は社会資本整備というものを、日本をどこまで引っ張っていくの

かという事例を少し申し上げたいと思います。 

それは皆さんの資料の中には細かく書いてありますから、これを全部説明して

いると、与えられた時間が10分とか15分ですから、とても全部説明し切れません

けれども、象徴的なものだけを今日は皆さん方に御認識賜りたいと思います。 

そして、皆さん方にお配りしてはおりませんけれども、その中で我々は今、下

水道整備１つ取ってみても、あるいは日本の社会資本整備の中で国際水準に追い

つけないものは、物流でございます。果たして日本の物流というものを考えれば、

世界水準にどの程度ついていけるのかということが言われます。 

それは御存じのとおり、世界の物流コストというものを考えますと、少なくと

も空港、そして港湾、道路、この連携がなければならないんです。そして、国際

空港、国際港湾というものが、少なくとも10分以内にインターチェンジに入れ、

もしくは１時間以内に主要都市に行けるというのが国際空港であり、国際港湾な

んですけれども、今までは縦割りになっていて、港湾、空港、道路、都市、それ

がすべて国際的なレベルの10分以内というものは、日本はまだ残念ながら、空港

は46％、港湾に至っては、国際港湾と言われるものが33％でございます。 

ところが、今言ったインターチェンジに10分以内、主要都市に１時間以内とい

うのは、アメリカの空港では98％できております。港湾では93％。ヨーロッパは

空港が72％、港湾は93％でございます。 

ところが、すべからく日本は縦割りであったということを認識していただくた

めに今日は皆さん方に特別に資料をお持ちいたしました。 

一番下に「国土交通地方懇談会」という大きなもの、これは特別に皆さん方だ

けにお配りをいたしました。特にというのは大変失礼ですけれども、私、今、国
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土交通大臣になって全国を回っております。１ページを開いていただいたら、全

国を回っている理由がおわかりいただけると思います。 

そして、今申しましたように、国際水準に持っていくためには、どこに何をど

うつくるべきかと。日本中に国際空港というものが一体幾つあればいいのか。あ

るいは国際港湾と言われるものが世界水準から言えば日本に幾つあるべきかとい

うことのためには、まず図に示していかなければわからないわけです。それで今

全国回っております。上の北海道から見ていただくとわかりますけれども、これ

は10年後、どの程度今の政策が完成しているかというのを、めくっていただくと

わかるわけでございます。 

一番簡単なのは、資料３-３の４というところを見てください。横長の４という

ところを見ていただくと一番よくわります。これは南関東でございます。そして

セルロイドみたいなものを１枚めくってください。この下が現在の南関東でござ

います。それを上にかぶせていただくと10年後が見えるわけでございます。 

もう１つ、一番 後の10番というところを見てください。これもセルロイドが

入っています。１枚めくってください。これは10年前と現在と10年後がわかりま

す。一番下が10年前でございます。そこへ九州はこれ１枚合わせていただきます

と、現在でございます。もう１枚上に乗せていただきますと、これが2010年の姿

でございます。 

このように、10年前、現在、10年後を重ねていきますと、いかに日本の社会資

本整備を今私が申し上げました世界の物流に伍していけるかという姿をつくる。

これが今までは不足していたわけでございます。御存じのとおり、これを見てい

ただきますと、この地方懇談会に回っております図を見ていただきますと、一番

端に港があって、その港から道路が付いていない。何のためにそこに港をつくっ

たのかということも御存じのとおり、今与党３党で昨年の暮れに無駄な公共工事

と言われながらも見直しをいたしました。そのときに私どもは、名前を出して失

礼ですけれども、どこかの知事さんのように、このダムは無駄よと言ってばっさ

り切るのではなくて、我々は与党３党で爼上に上せた工事の中で全国で事業評価

監視委員会を開いていただきまして、300回の審議をして、９月１日から12月10

日まで掛けて、187の事業の中止をいたしました。 

それは事業認可をするときと逆の手順で皆さん方に審議をしていただいた上で

187の事業を中止をしたんですけれども、新たに国土交通省になってからは、私は

厳命してあります。５年後、10年後、今から、2001年から国土交通省で手がける

公共工事は、二度と中止を受けるような工事には着手しない。そして、着手する

場合には、今皆さんのお手元に配りました地方懇談会のこの地図によって、今、

私が全国を歩いておりますのは、１つの県だけの県益ではなくて、日本国土全体

を考えた広域のブロックによって公共工事の在り方、港なり空港は幾つ必要なの

かという、21世紀にどうするかという日本のグランドデザインが今まで日本には

不足していた。だから、あらゆるところで一眼レフ的な物の考え方をしたために、

国際的な競争力についていけないというのが、今までの日本の社会資本整備であ
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り、公共工事であったと思います。 

そういう意味で私は、改めて21世紀のなるべく早いときに、日本のグランドデ

ザインをつくっていきたいと思っておりますので、そのグランドデサインをつく

る原点が、今お手元に全国の地方懇談会で示している図によって、10年後の日本

はどうあるべきかというのをつくっていくというのが、一番社会資本整備の基本

になろうと思います。 

そういう意味で、私は今、全国を回っておりますけれども、これは国土交通省

になったからできるというのは、港湾、そして鉄道、道路、それらすべてが運輸

省と建設省が一緒になって初めてできるものがグランドデザインでございますの

で、あらゆることで私は日本の社会資本整備、下水道１つとってみても、例を挙

げれば、ある県では、「扇さん、うちは下水道整備はもう地方の分担金の余裕が

ないから要りません」とおっしゃった県もあります。では、果たしてそれでやめ

ていいのかということが私は言えると思いますので、少なくとも私は物流も含め

た、物流コストが高いから日本に物が来ない、そして、日本に観光客１つ取って

みても、日本から世界中に出てお金を使う人は世界３位です。ところが、日本に

来る人は世界中で24位、来る人は世界の24位で、出ていってお金を使うのが３位

くらいという、この３位と24位のギャップをどうしたら埋められるかということ

も、私は今後の社会資本整備の大きな問題になろうと思います。大変失礼ですけ

れども、例を挙げれば一番よくわかると思います。少なくとも、日本の空港とい

うものが、滑走路１本しかなくて、どうして国際という看板が付けられるんでし

ょうか。私はそういう意味では、今後の空港の在り方１つ取ってみても、私は大

変お寒い限りだと思います。 

まして、 近、近隣の諸国を見たらどうなるか、アジアで空港をどんどんつく

っています。しかもそれは、4,000メートル級、例えば、１つ挙げれば、隣の韓国、

仁川空港では、4,000メートル級２本つくって29日にもうオープンしました。とこ

ろが、これが2015年４本になって、１年間に１億人の観光客を入れる国策でござ

います。 

ところが、日本は、成田空港１つ取ってみても、これだけ年数経ったにもかか

わらずまだ１本で国際空港という看板を付けている。ですから、この間も、全部

東京も千葉も集まっていただいて、千葉だ成田だ、あるいは羽田だ東京だ、なん

てけんかしている場合ではない、国際的に考えたらあるものをフルに使うという

のが、私は日本の社会資本整備の基本であろうと思います。 

そういう意味では、私どもも社会資本整備というものの在り方を考えたときに

は、基本的に日本の国土をどうするんだという、グランドデザインがないから、

お互いに県益をけんかして、その県だけの近視眼的な物の見方では、私は日本は

リードしていけない、世界に伍していけないというのが、私の今、国土交通大臣

としての大きな基本的な話でございますので、私は、社会資本整備という大きな

１つの言葉で区切ってしまえば、社会資本整備は財政困難だから切ってしまえば

いいよということではなくて、それよりももっと大きな世界の中で21世紀日本が
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どうやって生きていくのかと、日本の位置をどこまで持っていくのかという基本

的なグランドデザインがなければ、社会資本整備の良い悪いというものは判断で

きないと、私はそう思っていますので、今日は限られた時間の中で、細かい資料

は後でごらんいただければ参考になると思いますけれども、基本的な理念を我々

は21世紀に持つという、そのことでなければ社会資本整備という一言の言葉の中

では、私は太刀打ちできない日本になるという警告だけ発して、終わりたいと思

います。以上です。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

（扇臨時議員） 時間があればまた補足します。 

（麻生議員） 風岡総合政策局長、ほかに補足説明することありますか。 

（風岡国土交通省総合政策局長） 特にございません。 

（麻生議員） ありがとうございました。ほかに御質問がある方は、後で時間を取ら

せていただきますので、先に進めさせていただきます。 

谷津臨時議員から提出のございました資料４につきまして、谷津臨時議員の方

から御説明お願いいたします。 

（谷津臨時議員） 農林水産大臣の谷津です。それでは、私の方からお手元に配付し

てあります資料４－１の「食料・農業・農村と農林水産公共事業」に沿って、農

林水産行政を取り巻く情勢と、今後の所管の公共事業の展開方向について御説明

申し上げます。 

まず、１ページの「21世紀の地球を取り巻く課題」についてでありますけれど

も、21世紀は人口・水・食料・環境問題に、地球規模で取り組む必要があると認

識をしております。具体的に申し上げますと、国連の人口推計によりますと、今

後とも開発途上国を中心に人口は増加の一途をたどりまして、2050年には現在の

約60億人から約90億人に達するものと認めております。 

また、人口の増加や産業活動の進展によりまして、水の需要量が今後とも増加

していくため、2025年には、世界人口の約３分の２が水不足の状況に置かれるも

のと予測をされておるところです。 

一方、世界の食料供給につきましては、砂漠化の進行によりまして、日本の農

地面積全体に相当する約500万ヘクタールの耕地が毎年喪失されておりまして、今

後、供給面においても、おのずと制約を生ずるものと考えておるところです。 

以上のことからすれば、世界の食料需給は、中長期的には逼迫基調に推移する

可能性があります。我々日本人は、飽食の時代を満喫しておりますけれども、現

在でも、全世界で約８億人もの栄養不良人口が存在することを考えますと、この

ことは重く受け止める必要があると考えております。 

また、地球の環境という視点で考えますと、21世紀における経済活動の進展に

伴いまして、地球温暖化が進行しており、現在の経済活動が継続した場合、2100

年には、平均気温が今よりも 大で5.8度上昇しますし、海面水位も 大で88セン

チ上昇するものと見込まれております。 

こうした中で、平成９年の地球温暖化防止京都会議において、二酸化炭素吸収

 9 



平成 13 年第７回 議事録 

源としての森林の役割が認識され、その吸収量の取扱い等について、昨年のＣＯ

Ｐ６で引き続き協議されるなど、地球環境保全に貢献する森林の役割について改

めて国際的に注目されているところでもございます。 

次に、Ⅱの「我が国の食料政策の課題」についてでありますが、我が国の食料

政策は高度成長などによる所得水準の向上や、ライフスタイルの変化に伴いまし

て、畜産物や油脂の消費が拡大してまいりました。このため、輸入依存度の高い

飼料穀物や、油糧原料、具体的には、麦、大豆、トウモロコシなどの需要が増大

することとなったわけであります。２ページをごらんいただきたいと思います。

こうした食生活の変化に伴いまして、食料自給率は年々低下し、現在、カロリー

ベースが40％と、主要先進国では も低い水準にあります。世界の食料自給が逼

迫する可能性がある中で、自給率の低下傾向に歯止めを掛け、その着実な向上を

図っていくことは、食料安全保障の面からも重要であります。 

こうした観点から、平成11年７月には、従来の農業基本法に変わる食料・農業・

農村基本法が制定されるとともに、昨年３月には、同法に基づく基本計画におき

まして、平成22年度までに自給率を45％まで、これはカロリーベースであります

が、引き上げることを目標とすることが閣議決定されたところであります。 

農林水産省といたしましては、今後ともこの目標の実現に向けまして、各般の

施策を強力に推進していく所存でございます。 

次にⅢの「農林水産業・農山漁村が果たす役割」についてでありますけれども、

農林水産業及び農山漁村は、食料の安定供給機能はもとより、良質な水源のかん

養、国土の保全、自然環境の保全、文化の伝承等の多面的な機能を有しておりま

して、都市住民も含めた国民生活及び国民経済に重要な役割を果たしてきている

ところであります。 

例えば、民間シンクタンクなどの試算によりますれば、農業・農村の有するこ

うした食料供給以外の多面的機能を金銭換算をいたしますと、年間６兆円をはる

かに超える価値があるものと評価をされております。 

一方、農山漁村は若年人口の都市への流出等によりまして、過疎化が進行する

とともに、全国平均を大きく上回るペースで高齢化が進むなど、地域の活力低下

が懸念される状況にあります。農山漁村の活性化に向けての政策・施策の実施が

不可欠であるというふうに考えておるところでございます。 

後に、諮問会議における今後の論議の進め方について、私の方から一言申し

上げたいことがございます。 

私は、先ほど、扇先生もおっしゃっておりましたが、３党と言ってもいいんで

すが、実は自民党の政調会長代理であった際に、党において大和総研の的場理事

長を始めとする10人の学識経験者からなる21世紀の公共事業を考える有識者会議

を開催いたしまして、抜本的な見直しと言いましょうか、そういうものをやって

まいりました。そして、７回にわたる濃密な論議を経まして、その提言を昨年11

月に党としてとりまとめたところであります。その中では、公共事業の重点化を

図っていく際には、国民の安全で安心な暮らしを確立するため、人間の安全保障、
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いわゆるヒューマン・セキュリティーといった観点から、人の生命や健康に関わ

る災害対策、良質な環境、水、食料などの確保は引き続き重要とされているとこ

ろであります。 

また、この有識者会議の提言においては、中山間地域を始めとする農山漁村の

過疎化の進行や、地域活力の低下は、地方のみならず、都市機能の健全な発揮に

も支障を来すことになるために、地域の持続的な発展に資する社会資本整備を推

進していくことが重要ということでございます。 

今後、諮問会議の議論を進めていくに当たっては、こうした自民党におけると

りまとめを踏まえまして、ヒューマン・セキュリティーの観点、並びに地域の持

続的な発展を重要分野の１つとして御認識いただきまして、今後、重点配分して

いく分野の１つとして位置づけるべきであるというふうに考えておりますので、

この機会に意見として申し上げさせていただきました。 

私からは以上でありますけれども、引き続きまして川村総括審議官から、農林

水産公共事業の展開方向について説明をさせます。 

（麻生議員） それでは、川村総括審議官。 

（川村農林水産省総括審議官） それでは、こちらから、農林水産公共事業の具体的

な内容につきまして、御説明をさせていただきます。同じ資料の２ページⅣのと

ころでございます。下の方に「農林水産公共事業の展開方向」ということで書い

てございます。そこから始めさせていただきます。 

まず、農業生産基盤の整備でございます。先ほど谷津大臣の御説明にもありま

したとおり、平成22年に自給率45％という目標を掲げておりまして、この達成の

ためには、１のところに書いてございますとおり、自給率の低い麦とか大豆等の

生産振興をいかに図っていくかということが重要でございます。このために３つ

のことをやるということで重点化してございます。 

１つはアのところでございますが、麦とか大豆とかは、土壌の水分が多過ぎま

すと、成育が阻害されるということで、排水をできるだけよくするということで

やっております。これを汎用化水田と言ってございますが、そういうことで形と

して利用可能にするということでございます。 

また、この整備をやることによりまして、担い手への農地集積を高めるという

ことで、生産構造もそういう力強いものに変えていくということを重点にしてお

ります。 

イでございますか、これは畑地でございますけれども、水が重要でございます

ので、水のかんがい施設ということでやっておりまして、野菜とか果実とか、高

収益の生産を可能としたということが２点目でございます。 

３ページ、ウでございますけれども、「農業水利施設の計画的な整備・更新」

でございます。 

ごらんのとおり、農業生産には水が非常に重要でございまして、主要な農業生

産地域というのは、基幹的な水利施設を中核として形成されておるわけでござい

ます。現在22兆円のストックになってございますが、現在、これが計画的な整備
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なり更新というものが非常に課題になっております。今は新規の整備が３割で、

むしろこういう更新なりというものが７割というウェートになってございます。 

続きまして、同じく農業・農村整備の柱の１つでございます「農山漁村の整備」

について申し上げます。 

非常に都市に比べまして、農山漁村の生活環境というのは、非常に整備水準と

して、下に汚水処理を例示に挙げておりますが、かなり低いわけでございます。

このために特に農村の汚水処理でございます集落排水施設といったものを中心に

整備を推進しているところでございます。 

これにつきましては、関係の国土交通省でありますとか、環境省とも十分に役

割分担、連携を取りながら進めておるところでございます。 

また、時代の要請によりまして、先ほどの生産基盤から次第に生産環境整備の

方にシフトもしております。 

次に「林野公共」でございます。 

１のところにもございますとおり、20年前に比べますと、材価が２分の１から

３分の１といったことで非常に低迷をしておりまして、従来は林業活動を通じま

して、森林の維持・培養を図るということが基本的な考え方でございましたけれ

ども、そういうことが難しくなっておりまして、公益的機能の発揮に支障が生じ

ているということでございます。 

昨年、抜本的な見直しをしまして、これまでの木材生産を主体とした政策から、

森林の多様な機能、例えば温暖化防止のためのＣＯ２の吸収等いろいろな機能を

持っておりますが、こういうものを十分発揮させるような政策へ転換するという

ことで再構築をしたところでございます。 

具体的には、例のところに書いてございますとおり、健全な森林をつくるため

の間伐の促進でありますとか、公的な関与を強めまして、森林整備を実施してい

くということを重点にやっているところでございます。 

後に、水産の関係でございます。 

本格的な200海里時代が到来をいたしまして、従来は1,000万トンを超えており

ました漁獲量も、今は大幅に減りまして、自給率も下に書いてあるとおり55％と

いうことで、著しく低下をしてございます。水産政策につきましても、抜本的な

見直しをしまして、これまでの漁業政策からより徹底した資源管理、またつくり

育てる漁業というものに転換をする。 

また、国民のニーズに応えまして、品質なり衛生管理というニーズが高まって

おりますので、そういうものも十分踏まえまして、生産から流通まで一貫した効

果的、効率的な水産基盤を整備するということで取り組んでおるところでござい

まして、林業基本法にならいまして、今回、水産基本法も今国会に提出させてい

ただいているところでございます。 

そういった考え方を受けまして、公共事業につきましても、従来の漁港整備、

漁場整備はばらばらにやっておったわけでございますが、これを一体的に整備を

するということで予算の方もそういう仕組みに組み替えたところでございます。 
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後の「参考」のところに、公共事業見直しの事業が書いてございます。これ

は谷津大臣が政調会長代理をされておったときに取り組まれたことでございます

が、見直しをしっかりやりまして、削減効果も上げております。 

今後ともニーズを踏まえまして、厳正に事業評価を行いまして、効果的、効率

的な事業実施等を図っていくということで努力をしてまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

次に奥田議員及び吉川議員から提出のありました資料５につきまして、 初に

奥田議員の方から御発言をお願い申し上げます。 

（奥田議員） 先ほどございましたように、資料は５－１と５－２の参考資料でござ

います。今回の社会資本整備につきましては、吉川議員を中心に民間議員の間で、

さまざまな議論を行いました。その結果はお手元の論点メモにまとめております。

それが資料の５－１でございます。このメモに沿ってお話をさせていただきまし

て、その後、吉川議員からも説明をいただきます。 

社会資本整備は本日が第１回目の検討でございますが、論点が比較的明確であ

ること、また、他のテーマ、例えば国と地方の在り方、こういうこととの関連も

深いために、論点整理にとどまらずに、方向性の提案にも踏み込んだ内容となっ

ております。 

資料に沿って御説明をいたします。まず第１に「社会資本整備の基本的な考え

方」でございますが、現状の認識を踏まえてお話しをしたいと思います。 

社会資本は資本メカニズムが円滑に機能するように「市場の失敗」を是正して

社会の安定を実現するために必要な「資本」と、このように定義されることから、

本来、ストック形成を通じて「真に豊かで安心感のある国民生活」の実現を目的

としているということは当然であります。しかしながら、昨今、我が国の社会資

本整備には「ムダが多い」、「高コストである」、「止める仕組みがない」、「本

来の投資目的よりも、公共投資そのものが生み出す需要創出効果を過度に重視し

ている」。このような批判が多いということも事実であります。 

こうした批判の一方で我が国の社会資本ストックは欧米に比べて歴史が浅く、

未だに整備の遅れている分野があり、経済力に見合った真の豊かさが実感されて

いない、こういう指摘がございます。 

更に、社会資本整備、とりわけ公共事業は、景気の下支えの役割を果たしてき

たとはいえ、現下の厳しい財政状況や、また我が国の公共投資の規模が欧米等に

比べまして、国民経済に占める割合が高いということ等を勘案いたしますと、投

資規模の在り方についても見直しが必要であると考えます。 

従いまして、政府は、税制・規制改革等の施策と十分連携を取りながら、今こ

そ、明確なビジョンに基づきまして社会資本整備を行うべきであると考えます。

このために、重点分野とそれ以外の分野の区別を明確にして、重点分野に予算を

わかりやすい形でシフトして、これを国民に示すということが重要であると思い

ます。そして、こうした重点化を図ることによりまして、社会資本の整備は民間
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の消費、投資を誘発することができると、このように思います。 

今後は真に必要な分野に投資を行いまして、無駄を排するために、事業の優先

度を検証・評価するとともに、コスト縮減や類似事業の統合化など事業全体の合

理化・効率化が必要であると考えます。 

また、社会資本整備の重点化・効率化を実現するためには、省庁横断的に企画・

立案を行いまして、コストと効果の観点から事業の優先度を判断すべきでありま

す。そして企画や判断は情報公開を基本に進めるべきであると考えます。 

こうしたことから、長期的な整備の計画につきましても、その役割の見直しを

常に行うとともに、総合化を進めるべきでありまして、経済や財政の政策全体と

社会資本整備が常に整合的に行われるようになるための仕組みが必要であると思

います。 

以上が基本的な考え方でございますが、とにかく社会資本の整備は、その在り

方を早急に根本から見直す必要があると思います。 

そして、こうした考えを実行につなげるためには、強力な政治のリーダーシッ

プが必要であると考えます。この点については特にお願いしたいところでござい

ます。 

続きまして、この基本的な考え方を踏まえまして、２の「社会資本整備をより

重点的・効率的に進めるための仕組み・運用の検討」ということについて御説明

したいと思います。 

初めに「基本目標・計画」ということでございますが、まず、計画の全体目標

といたしましては、従来ともすれば「国土の均衡ある発展」と、こういう名の下

に「全国画一的な投資」が行われてきたということがございます。今後はこれを

「地域ごとの個性と責任に基づく発展に資するような投資」に変えていく必要が

ある。このように考えます。 

今後の社会資本整備の基本目標・計画は、今までの整備の考え方、予算配分・

実績、事業スキームにこだわらず、分野の異なる計画についても相互に調整を図

りつつ、必要十分な内容及び事業規模に絞り込むべきであります。 

また、社会資本整備の本来の目的が、生活基盤、経済基盤、国土保全の面で国

民生活の豊かさ・安心感に寄与するところにあることから、整備に当たりまして

は、国民へのサービス水準が明確に示されるべきであると考えます。こうした視

点から、投資額だけではなくより具体的でわかりやすい基本目標・計画を設定し

て、情報公開をすることが必要であると考えます。 

次に整備の「主体」ということでございますが、一番大切なことは、国と地方

の役割を見直すことだと思います。国は便益が国全体に及ぶようなプロジェクト

や、すべての国民の提供されるべきナショナル・ミニマムに関わる社会資本整備

のみを行うということが、今後の方向であると考えます。他方、住民のニーズや

便益が地域に限定される事業につきましては、財源調達も含めて、単独又は複数

の地方自治体に整備を任せるべきであると考えております。 

また、官民の役割分担につきましても、民間でも建設や運営が可能な事業につ
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きましては、民間に任せることや、あるいは民間の参画を積極的に検討すべきで

あると思います。 

続きまして「規模・財源」の話に移りたいと存じます。 

先ほどの基本的考えと重複いたしますが、国、地方ともに公共投資は、国民経

済に占める比率が国際的に高いということや、現下の厳しい財政状況、こういう

ことを考慮に入れて、その水準を見直すべきだろうと思います。 

また、財源につきましては、財政負担に十分配慮しつつ、一般財源、特定財源

及び財政投融資などの借入金、それぞれ本来の目的に照らして、その妥当性を常

に検討し、また受益と負担の関係をより明確にするということが必要であります。

続きまして「事業評価」についてお話をしたいと思います。 

民間企業の経営者という立場で言わせていただければ、特にこの部分には大き

な問題があると思っております。重要なことは、社会資本の整備に携わる行政が

納税者の求めるサービス提供者としての意識をどれだけ持てるかということであ

ります。そのためには常にコスト効果を検証して、速やかに事業の判断や執行が

可能になるためのマネージメントの仕組み、評価、チェックの仕組みをつくると

いうことであると思います。 

事業評価につきましては、事前評価、再評価、事後評価を実施するタイミング、

並びに費用対効果が低い事業を止める明確なルールづくり、また第三者による評

価内容のチェックと資料・データ公開というものが重要であると思います。 

また、単に建設段階のみだけでなく、ライフサイクル全体においても事業の費

用や効果を分析・評価する必要があると考えております。 

「事業間の分担・調整」でありますが、総合的視点に立って事業内容や重要性

等から互いに分担や調整を図りまして、効率的な投資を実施すべきであると思い

ます。 

「事業実施手続」でございますが、住民参加型の手法を活用した事業内容の重

点化を実施して、事業が認定された後は、関連する手続の迅速化を図るべきであ

ります。時間を実質的なコストと意識しまして、住民の理解を図りつつ、予算を

重点配分して事業を集中的かつ迅速に実施する等の事業管理・執行が必要である

と考えております。 

３の「重点的に推進すべき分野」について説明をさせていただきます。 

まず、重要なことは、先ほどの２の考え方を踏まえまして、公共投資の適正な

水準の中で、真に必要とされる社会資本を重点的に整備をしていくことでありま

す。具体的には、以下の分野を重点的に推進すべきであると考えます。 

第１番目は「都市の再生」ということであります。経済社会活動の中心として

の都市の機能を高めるように、都市を再生し、21世紀にふさわしい都市構造を生

み出していくということが必要であると考えます。 

２つ目は「バリアフリー社会の構築」ということであります。高齢者、障害者

等だれもが社会に積極的に参画し、さまざまな経済社会活動を活発に行っていけ

る。このように公共施設等のバリアフリー化を推進するということでございます。
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３つ目は「循環型経済社会の構築」ということであります。厳しい環境制約下

で持続的な発展を可能とする循環型経済社会の構築に向けて、環境負荷の低減等

を図る社会資本整備や積極的に環境を創造する取り組みを推進すべきであると思

います。 

また、これは重点分野というより方法論でありますが、公共分野におけるＩＴ

基盤システムを構築することも、社会資本整備の効率化やコスト縮減、民間への

波及効果、こういう点で非常に重要であります。 

ここで参考資料をご覧いただきたいと思いますが、お手元の資料の５－２の「参

考６」をご覧いただきたいと思います。これは都市の再生に関して、環状道路の

整備の必要性ということであります。環状道路を整備して、効率的なネットワー

クが形成されれば、慢性的な渋滞混雑が緩和されて、大きな経済効果が期待でき

ます。また、物流などの高コスト構造の変革にも寄与すると考えられます。特に

東京圏においては、圏央道並びに首都高速の中央環状線など、これから10年内に

整備をすれば、年間約２兆円の経済効果が期待できるというような試算もござい

ます。 

しかし、東京圏はロンドンやパリ、こういった欧州の大都市と比べまして、多

くの人口を有するにもかかわらず、環状道路の整備が大変遅れておりまして、世

界第２位の経済大国に相ふさわしい整備水準とは決して思われません。したがっ

て、10年という長期ではなく、可及的速やかに１日も早く整備する必要があると

考えます。 

同じく「資料５－２」の「参考８」をご覧いただきたいと思います。循環型経

済社会の構築に関して、新資源産業が必要ということであります。 

今世紀は、循環型経済社会の構築が不可欠でありまして、特に日本は資源小国

であるために、新資源を生み出すリサイクル・ビジネスが持続的に発展していか

なければならないと思います。この基盤整備を官民が一致強力をして、効率的に

進める必要がございます。資料の「新資源産業センター」は、そのモデルプロジ

ェクトとして、経団連が提案したものであります。 

また、次ページの「参考９」では自然環境の保全を目指した事例として「多自

然型川づくり」ということを挙げております。 

時間の関係で、その他の参考資料につきましては、説明を省略させていただき

ます。いずれにしても、重点分野の中で具体的でわかりやすい目標計画が必要で

あると考えます。 

以上、社会資本の整備につきまして、論点メモを御説明させていただきました。 

（麻生議員） 吉川議員から。 

（吉川議員） 私の方から「資料５－２」の図表にも言及しながら、簡単に補足説明

をさせていただきます。 

まず第１に、社会資本は我々の「資料５－１」の冒頭にも述べましたように、

ハードだけではなく、ソフトも含めて広く理解される必要があります。ハードは、

国際的に見た場合、かなり高い水準でこれを整備してまいりました。我々の「資
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料５－２」の「参考１」に一般政府ベースのＩｇの対ＧＤＰ比で見た国際比較が

あります。日本では、おおむね６％。これに対して他の先進国では、平均２～３％

であります。これは日本の国土の特殊性ということがしばしば指摘されるわけで

ありますが、しかし、それにしても高いという事実はございます。しかし、これ

はいずれにしてもハードであります。 

こうしたことを踏まえた上で、次に景気と社会資本整備について述べさせてい

ただきます。先ほど岩田政策統括官からも御説明がありましたが、日本経済の現

状からして、14年度予算編成において、政府の支出、ないし歳出の総額を削減す

ることは賢明でないと考えております。しかしながら、このことは、特定の支出

項目を削減することを排除するものではありません。景気は、あくまでもマクロ

の話であって、予算、とりわけ裁量の余地の大きい社会資本整備の中身について

は、これを大胆に見直さなければならないと考えております。一般論として言え

ば、当然個別の支出項目のカットというものはあり得るべきものだというふうに

考えてます。 

中身の見直しという点について、現状は大きな問題を抱えていると思います。

お手元の「資料５－２」の「参考２」というのを見ていただきますと、これは高

度成長期、昭和35年度から平成12年度までの一般公共事業関係費の事業別シェア

の推移であります。 

一見して明らかなように、昭和35年度から昭和55年度くらいまでは、かなり内

容の見直しが行われてきたわけであります。つまり棒グラフがかなり大きく動い

ております。 

しかしながら、過去15年、つまり昭和60年度以降を見ますと、このシェアの固

定化ということが明らかであります。我が国の公共事業あるいは社会資本整備は、

やはり問題を抱えているというふうに私は考えております。 

景気との対応で言いますと、金融政策は既に日本銀行がかなり大胆な政策を取

っているわけでありまして、さらなる政策の余地というのは限られてきておりま

す。また、財政状況等が非常に厳しいわけですから、総額での、いわゆる大盤振

舞いというのも難しいという状況にございます。 

そうした中で、この会議で私は再三意見を述べさせていただいてきたわけであ

りますが、政府にできる数少ない政策として、予算、とりわけ社会資本整備の中

身を大胆に見直し、適切な規制改革とも相まって、民間の消費、投資をクラウデ

ィング・インする、つまり誘い出すということが非常に重要だと考えております。 

次に適切な社会資本整備あるいは公共投資を行うために、重要な原則について

述べさせていただきます。公共投資の議論をするときには、必ずそれが「社会的

に役立っている、喜んでくれる人がいる」という説明がなされます。しかし、私

はこの基準は十分でないと考えてます。これは公共投資は意味があるということ

の必要条件、前提条件ではあるけれども、公共投資、あるいは社会資本整備が効

率的に配分されているということの十分条件にはなりません。正しい基準は他の

目的、他の支出と比べて、より役に立っているかということです。あくまでも比
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較の視点が必要であります。この点を是非とも政治家の先生方、リーダーの方々

に理解していただければと思います。 

次に、社会資本整備では、国と地方の問題が非常に大きいわけでありますが、

お手元の「資料５－２」の「参考５」というのを見ていただきますと、一覧表が

ございます。これは、1965年と95年について、左側の２本が男子、右側の２本が

女子の都道府県別平均寿命を示したものであります。これを一瞥していただきま

すと明らかなように、1965年には、都道府県別平均寿命で見るかぎり、明らかに

進んだ都市、遅れた地方という姿が浮かび上がってまいります。 

これに対して1995年を見ていただきますと、少なくとも平均寿命で見る限り、

逆転現象が生じております。例えば、東京は1965年ですと男女ともに１番であっ

たわけでありますが、例えば女子、右側の２本を見ていただきますと、女子につ

いて言いますと、1995年の順位は35位という形になっております。 

要するに高度成長期が始まる前は、例えば乳児死亡率、平均寿命の背後には乳

児死亡率という問題があるわけですが、先ほども申し上げましたとおり、進んだ

都市、遅れた地方という姿がはっきりと存在したわけであります。しかし、高度

成長を経て、そうした問題の是正というのは、基本的に達成されたというふうに

考えるべきである。勿論、この図によって都市と比べて地方に問題がないという

ことを一概に主張するものではないわけで、地方には地方特有の問題が現在でも

ある。しかし、逆に言えば、都市には都市の特有の問題が現在生じているわけで

あります。そうしたことはあるにせよ、一律に進んだ都市、遅れた地方といった

見方は、もはや当てはまらないと考えた方が適切ではないかということでありま

す。 

後に、やや各論的なことになりますが、公共投資を巡っては、高コストの是

正、その執行上の効率化ということが指摘されているわけであります。それとの

関連で言えば、いわゆる「官公需法」という法律、あるいはその運用についても

再検討する必要があるのではないかという問題提起をさせていただきたい。 

私からは以上であります。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは各議員の方から、それぞれ御発表

をいただきましたけれども、社会資本の整備につきまして、御自由に御議論をい

ただきたいと存じます。 

（扇臨時議員） 今、いろいろお話をいただきました。さっき奥田議員からのお話が

ございましたけれども、私は今、奥田議員からお話になった中で、かなりの部分、

私どもは政府として、森総理に私はわがままを言いましたけれども、総理の御決

断で各閣僚に全部協力しろということで、公共工事の入札と契約に関する適正化

法を昨年の臨時国会で通していただきました。しかも、これは戦後始めての法案

です。ドイツもフランスもイタリーまで公共工事の基本法があるにもかかわらず、

日本にはなかったと、しかも公共工事の丸投げ談合、ばらまき、無駄使い、あら

ゆることを言われながらそういう法案がなかったということが、私は少なくとも、

これは森総理が決断されて私が申し上げたことを聞いてくださったお陰で、私は、
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これは戦後初めて、あらゆる無駄使いと言われたものが、この法案によってかな

り丸投げ談合ができなくなるんです。 

そして、これは４月１日から施行されましたけれども、私は、今この先ほどお

見せしました地方懇談会は、全国にこの法案の徹底をするために全国を回ってい

るというのが現状です。それによって私はかなり今まで、奥田議員から指摘にな

りましたこと、情報公開をしろ、あるいは事業評価をしろという、この何ページ

かにわたって今御報告があったことは、すべてこの法案が成立したことによって

私は達成されると。この法律にいかに地方の市町村までが徹底できるかというこ

とによって、私は奥田委員からお話になりました、事前評価、事業評価、事後評

価、これはすべてこの法案によって、今後は適正に対象にできるものと思ってお

りますから、この法案をつくったことによって、今までの公共工事に対する評価

というものは、かなり違うと思います。 

そして、この法案の中には、電子入札まで書いてあります。そうしますと、も

う否が応にも適正が目に見えるわけですから、透明性があります。ですから今、

指摘されたこの奥田議員から、おっしゃいました事業評価の５ページとか、ある

いは、事業実施手続が事業認定された後は、関連することは早くしろとか、そう

いうことは、すべて私は、この法案ができたことによって、今までの公共工事と

21世紀の公共工事は違うということだけは、確実に私は認識していただきたいと

思いますし、また都市の再生ということを７ページでおっしゃいました。けれど

も私は、この都市の再生については、国土交通省としては、東京都と、そして御

存じのとおり、昨年大深度地下法という法律を通しました。41ｍ以下の地下空間

を利用しようということで、外国でこれだけ大深度地下をつくったものが、いか

に町が変わるかということについても、これも東京都と一緒になって国の政策の

中に大深度地下法を通すことによって、かなりの公共工事というものが今、 後

に吉川議員がおっしゃいましたハードとソフトの面、今度はソフトを重要視した

21世紀の国土づくりというものを目標にして、今、やっております。 

そして、公共工事の今度は緊縮財政の中でとおっしゃいましたけれども、私は

今まで使った公共工事の目標の視点を変えるというのが、今度の新しい皆さん方

の御提案によって、是非示していただきたい。それは例を挙げます。御存じのと

おり今、関空が問題になっております。今、関空を開港しますときには、関西の

財界人が何としても我々は協力しますからということで、関空を24時間という看

板で第三セクターで開きました。けれども第２期工事になると関西の財界は地盤

沈下して、財政がおかしくなってきたから、何とか、これを助けてくださいとい

う。私は国際空港という看板を挙げながらも、第三セクターをつくって財界の景

気が上がったり下がったりと同じように空港が上がったりしていたんじゃ、まさ

に私は国際という看板じゃなくなっちゃう。こういうことこそ、国が国民の税金

を使って日本の窓口をきっちり国が責任を持ってつくるというのが、私はこれが

公共工事の基本的な姿勢であろうと思います。それが、一部のことによって第三

セクターをつくって、とにかくオープンしました、けれどもそのうち維持するの
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がおかしくなって、第２期工事はと言ったら、財界はお金がありませんから困っ

たことです。こういうことでは、公共工事の公共たる意味がなくなる。 

ですから、少なくとも21世紀の公共工事の見直しは必要ではありますけれども、

財源が今までと同じなのはいけないという、今、吉川議員がおっしゃった、世界

に比べて３倍じゃないかと、日本は６％、欧米諸国は２％だと。３倍の公共工事

をしていることは無駄だとおっしゃいますけれども、私は投資しているところが

間違っていると思っています。ですから、こういう全国の地図をお見せしたのは、

そういう意味でございます。 

例えば、私はこの間も北海道へ行って、北海道には高速道路がそれほどありま

せん。では、北海道は高速道路をつくってほしいとおっしゃるんです。でも、私

は言ったんです。今の普通の道路でも、雪が降ったら閉鎖しているんです。では、

高速道路を３倍の値段が掛かっても全部地下にしなさいと。なぜかというと、高

速道路をつくっても閉鎖したんじゃ意味がない。ですから１年間に幾ら使ってい

るんですかと言ったら、高速道路がなくて普通の道路でもひと冬に雪かきに100 

億円使っているというんです。だったら、高速道路は地下にすれば雪も降らない

し、間違えないじゃないですかと。３倍の費用が掛かっても北海道は、道は地下

にしてあげましょう。高速道路の橋げたつくって、北海道のあの景観を緑の柱と

あの防音壁で崩してはならない。それがさっき吉川議員がおっしゃった21世紀の

ソフトだと思います。環境を加味した公共工事をするべきだと、そういうことが

私は骨太の日本の政策であるべきだと思っていますので、是非そういう意味では

東京の新たな大深度地下法をつくって、今、日本橋を回帰しようと思っています。

上の高速道路は、全部日本橋の下に潜らせます。そして、日本橋を上に上げます。 

ですから、今、吉川議員がおっしゃった川の回帰によって、両側150メートルは

温度が３度下がると、これでヒートアイランド現象も解消できるという一つの方

策ですから、都市の在り方も公共工事のお金の持っていく視点を変える。無駄を

無くすためには。ですから、この地図で、果たしてこれだけの港が必要なのか、

道路がどことつながってないのか、あるいは九州なら九州を集中的に鉄道も道路

もつくれば経済効果が上がるとか、それが広域な範囲で知事さん同士で話し合い

をしなければ、今の県単位の県益だけの公約になるということを申し上げている

んで、その公共工事の費用というものの視点を変える。どこにどう持っていくべ

きかというのは、広域の知事さん同士、市長さん同士で話し合うべきだというた

めにこれをやっているんで、是非その辺は政府として森内閣で公共工事の入札と

契約に関する適正化法を通したということと、あるいは新しい視点で森内閣でや

られたということだけは、是非御認識賜って、今、奥田議員がおっしゃったかな

りの部分はこの法案によって、新たな21世紀を迎えているということだけ御認識

賜りたいと思います。 

（片山議員） 奥田議員と吉川議員の御提言で、私は公共事業の問題点等は大体網羅

されていると思います。ただ、どういう優先順位で見直すべきかということです

が、私も公共事業の重点化と効率化は不可欠だと思います。適正化法をつくった
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から、相当進むという今、扇大臣のお話ですけれども、進むと思いますけれども、

それだけでは私はなお不十分なので、これから実行する政策評価や情報公開とつ

なげなければいけないと考えます。とにかく、もっと重点化や効率化をしないと、

今ですら、現在の公共事業の工事なら６割か７割の金でできるという議論が民間

の皆さんにはありますから。それからもっと重点化しなければいけません。それ

が今は工期が10年とか10何年とむちゃくちゃ長い現状を改めて３年なり５年なり

に集中投資をすべきなので、そのことが１つです。 

もう１つは、中身を変えるのは、是非変えていただかなければならない。例え

ば、私どもの方のＩＴ関係だとか、環境だとか、こういうものは公共事業にちゃ

んと位置づけて、補助率も上げて、既存のものは申し訳ないけれども量を圧縮し

て、補助率を下げて、そういうことを思い切ってやるのが一種の構造改革です。

量を減らさなくても、中身を入れ替える、質を変えるということが。是非それを

私は平成14年度にはやっていただきたいと思います。 

国際空港なんかは日本が一番遅れていますから、この整備もしっかりやっても

らうということが２つ目です。 

さらに、先般、民間資金で公共事業を行うＰＦＩ法というのができました。と

ころが、余りこれが活用されていないと思います。だから、どこに問題があるの

か検証して、もっと民間資金を公共事業に活用する、そこの工夫が１つ要ると思

います。 

それから、地方の単独事業が公共事業より多い。平均このところ13、14兆円の

事業をやっています。公共事業は、このところ当初は９兆4,000億円ですね。補正

や何かありますけれども。そこで、国の直轄事業に地方が負担金を出しています。

私は、建設はともかく維持管理にまで負担金というのはおかしいと思います。だ

から、国道は全部国でやるならやる。その代わり地方道は、例えば県道や市町村

道まで補助金出しているのはやめるとか、もっとわかりやすいことをやったらい

いと思います。国が責任持つのは全部国費でやり、都道府県道や市町村道は全部

地方費でやればいいのです。ただ、一遍にいきませんから、何箇年かで計画的に

やったらいい、そこの事業の責任と負担がつながっていない点が問題です。そこ

のところ、はっきり考えていただくのと、地方単独事業をどう位置づけていくか、

大きなことは国でやるけれども、その他の事業は全部地方に任せるなら任せる、

こういうことが重要です。それ以外に、道路の特定財源の扱いの問題があります。

あれは今、国の財源ですが、税制全般と絡めて、特定財源のあり方、使い方につ

いて見直す必要があるのではなかろうかと思っております。また、地方単独事業

は、国の５か年計画にほとんど組み入れられています。そこで今迄は国の公共事

業は財政上なかなか増やせないものだから、地方単独事業だけ増やしていった事

情があります。 

特に、例の公共投資基本計画、アメリカに言われてつくりましたね。あのとき

から、公共事業と単独事業が逆転しました。以降多いときは、単独事業は公共事

業の倍となった。私はそれも本当はおかしいと思います。今は13、14兆か15兆円
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ぐらいですから、公共事業は大体10兆円位です。だから、この辺の関係も是非整

理する必要があると思うので、何かまとまらぬ問題点の提起だけいたしましたけ

れども、よろしくお願いします。 

（麻生議員） 平沼議員どうぞ。 

（平沼議員） 今までの議論の中で、問題点は全部出ていたと思います。やはり、こ

れから社会資本を整備していくに当たって、重点的、戦略的に私はやっていかな

ければならないと思います。その際、３つの視点が大事だと思っておりまして、

１つは国民全体の観点から、必要性が高い分野への戦略的投資、これはもう御指

摘の中に入っていましたけれども、それが非常に必要だと思います。 

また、これも話に出ていましたけれども、地域の選択と負担に基づく地域社会

資本整備と国の関与を見直して、そこに整合性を持たせるという視点も、お話に

あったように必要なことだと思います。 

やはりやるからには、片山大臣からも御指摘がありましたけれども、効率的な

事業の実施と、そのためのしっかりとした制度設計、こういうことを基本として

私はやる必要があると思います。具体的には、ここからいろいろ展開するわけで

すけれども、この３つの視点でしっかりと公共事業を見直して、そして効率的に

やっていくということが必要だと思います。 

（麻生議員） どうぞ。 

（谷津臨時議員） 先ほどもちょっと申し上げましたが、抜本的な公共事業の見直し

を、座長としてやらせてもらいました。今、総務大臣がおっしゃいましたけれど

も、確かに期間とか何かやたらめったら長くて、そういうことから 初に始めた

ときの状況と変わってきているという様子が幾つも見られたことも事実なんです。

そういった面では、きちっとこの期間の中で、やれるようにしなければならない。

それで、重点的にやらなければだめだということは賛成です。同じ考えです。 

そういう中から、今後の公共事業投資においても、国土の均衡ある発展という

視点は、これは絶対に必要だというふうに思っているんです。この辺のところは、

ひとつ見ております。特に、私どもは農業、林業、水産業をやっているわけであ

りますけれども、そういう中で山におきまして水と言いますか、水源かん養と言

いますか、これはかなり民間でも投資している面があるんです。例えば、保水力

を持たせないといけないんですが、そういう面ですと、私も感じているのは、杉

を多く植えているというのは、保水力は実は低下してしまうんです。ですから、

もっと保水力のある木を植えなきゃならぬということを考えますと、そういう中

から例えば東京の水道の水源というのも生まれてくるわけでありますから、この

辺のところはしっかりと見ていかなければならぬ点があると思うんです。 

毎秒１トン当たりの水というのは、大体20万人の人口を養うだけの水道として

あるわけですけれども、水田でいきますとたった300ヘクタールだけなんです。そ

ういう中で、農業が持っているかん養機能と言いましょうか、そういうものは非

常に大きなものがありますから、こういった面、今後その辺のところを公共事業

の中でうまく有効活用できるような方向に持っていかなければならぬと思います。
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先ほど申し上げましたとおり、自給率を45％に持っていく、これは世界的な食

料が逼迫することは目に見えてもうわかっているわけでありますから、2025年ご

ろというふうにＦＡＯ辺りが言っていますが、もっと早いという感じを 近受け

ているわけでありまして、それに対して日本が、私は45％と言わず50、60の自給

率を上げなかったら、食料を買うということ自体ができなくなってくるのが間も

なく起こると思います。 

それには、先ほども申し上げました農地の汎用化等を図って、作物がつくれる

ように早くしておかなきゃいかぬというふうに思うわけでありまして、そういっ

た面で今いろいろと対応を考えなきゃならぬというふうに考えております。 

それから、単に直接的な受益地域の大小を論ずるのではなくして、国の責任と

言いましょうか、行うべき分野を明確に位置づける必要があるというふうに思う

んです。そういった面で役割分担の在り方については、やはりもっと議論を進め

てもらいたいなというふうに思いますし、国の責任で行うべき分野については、

補助金の有効活用と地方交付税による財政力の地域間の格差の是正が必要じゃな

いかなと、総務大臣、私は思うんですけれども、その辺のところもしっかり踏ま

えてこの公共事業というのを見ていかなければならぬというふうに思っています。

（麻生議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 私は直接的にこの公共投資の問題を担当したわけじゃありませんけれ

ども、率直に国民の側から、この社会資本、公共投資の問題をどうとらえている

かということを申し述べたいというように思います。これは、政治的な側面と経

済的な側面、両方あるんだろうと思います。 

政治不信の非常に大きな部分というものが、社会資本、公共投資のありように

ついての基本的なバックグラウンド、これは政治と予算との関係、あるいは省庁

別の行政の問題、執行の問題も含めてかなり不信感が持たれているということは

明らかでありまして、この面に政策的なプライオリティーづけをして、いかに変

わったかということを、きちんと21世紀型に変更させていくということは、これ

は、私は与党に、あるいは自民党政権にとっても非常に肝要なことであり、ここ

に対して基本的に覚悟を決めていただかなければならないのではないかという気

がいたします。 

第２番目のポイントは、これは経済的な部分にも対応するわけですが、今、不

信の原因、これは受益者と負担者との大きな乖離が存在する。これが都市と地方

という観点の中におけますものもございますし、各産業との関係においても非常

にバランスを失しているということが、一方では大きな社会資本を地方では求め、

一方では小さな政府を求めていくという矛盾を引き起こすと同時に、社会的資本

の都市部と地方部における、言わば希少性に大きな隔離を生じさせているという

ところが、日本の生産性あるいは構造改革にとって障害になっているという部分

が、これが明らかにあるわけでありまして、この辺についての総論の一致を各論

にどのように結び付けていくかということは、これは政治的な決断をしていただ

かなければならないテーマだろうと思います。 
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扇大臣のお話の中にございました、関空の問題を１つ取りましても、この問題

はやはりあるわけでありまして、空港特会の中での問題として考えるのか、それ

を超えた問題として考えるのかという問題。道路特別会計を固有のものとして考

えるのか、全体の中でこれを考えるのかという問題。更には、マクロ的な公共投

資の比率を、中長期的にどのように水準設定をし、その中において個別の社会資

本整備を、ペイ・アズ・ユー・ゴー的な形で、つまりキャップをかぶせた上で中

をどのように精査をしていくのかどうかという問題。こういうことは、やはり今

の省庁体制と計画の問題、これを併せて議論をいたしませんと、具体にはなかな

かこの改革が進んでいかないというのが現実だろうと思います。例えば、この公

共投資の計画、極めて多くの独立した計画が存在をしております。この部分のと

ころを総合調整というふうなことは、全く行われておらずに、これをそこの部分

のところにほかから議論をするということが、アンタッチャブルな状況になって

いる状況の中で、景気との関係も中でそれは伸ばしたり縮ましたりというような

調整だけでしか、これまでやってこなかったということが、吉川議員が御指摘の

とおり、公共投資の硬直的な配分につながって、そのことが費用の負担と便益の

隔離を生んで、しかも構造的に大きな問題を生み出してきたというのは、これは

明らかだろうと思います。 

扇大臣が、先ほどおっしゃった、例えば国際的なキャパシティーを持った、あ

るいはクォリティーを持った港を整備していく、これを10分でアクセスできると、

これはそのとおりだろうと思いますが、そこに付加価値を生み出している地方経

済があるのかどうか、それを活用している、言わば民間側の源泉になるべき部門

があるのかどうかということは、コストとベネフィットの対応関係からすると、

極めて重要なポイントでありまして、この点について各国とも共通に悩んできた

という 近の動きがございます。ニュー・パブリック・マネージメントでありま

すとか、コスト・ベネフィット分析でありますとか、あるいは現金主義から発生

主義への公会計の見直しの問題でありますとか、更には契約ベースにおける、フ

ィスカルオネスティーというような言葉遣いまでやり、執行上 もチープでバリ

ューフォーマネーを確保しているかどうかということを、情報公開によって担保

しているかどうかというようなことまで進んでいるわけでありまして、御努力に

よりまして今般、先ほど御説明いただきました、かなりの前進はあったという具

合に私も見ておりますけれども、今後ともその基本的な部分について精査をし、

公共投資に対して、何となく国民が胡散くささを感じている部分というものを、

どのように払拭をしていくかということが、これが量的にも質的にも我々が社会

資本整備において、考えていかなければならない大きな問題でございます。 

この辺のところにつきましては、政治的なリーダーシップを果敢に発揮してい

ただきまして、新しい時代にふさわしい社会資本整備のスタートの時点というも

のを、この平成14年度予算からスタートさせていくという、是非そういう国民に

対するパブリック・アピールをしていただくということが、非常に重要ではない

かと思います。 
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この点が、景気調整に対する正当性を担保する上でも、非常に重要な点だとい

うことを申し上げて、私この辺のところを奥田議員及び吉川議員のサポートをさ

せていただきたいという具合に思っております。 

（麻生議員） ありがとうございました。どうぞ。 

（奥田議員） 私は、これを作文しておりまして、本当に感じたんですが、どうも何

か私どもの提案が都市部重点に移っているなと、農漁村と言いますか、地方と言

いますか、そういう方向に重点を置かれていないとか、あるいはそこら辺りが薄

いなという感じがしたんですが、これは政治の関係でもあると思いますけれども、

どちらに重点を置いていくかということ、都市部かあるいは地方か、このバラン

ス比というのは非常に大事だと思うんです。だから、そこらは正直申しますが、

私はどうも都市部に増え過ぎておるなという感じはしておるんです。 

だから、やはり地方もやらなきゃいけないのは当然のことですけれども、そこ

らだけはちょっと。 

（片山議員） 大都市圏の皆さんは、大都市圏から多くの税金を取って、それが地方

に公共事業という形でほとんど廻っている、我々は大したことはやってもらって

いないと言いますが、しかし、大都市圏は公共事業を補う民間投資がかなりある

と思います。便益から言ったら、私はやはり地方の方が低いと思います。そうい

う意味で、ある程度やむを得ないけれども、公共事業の決まり方に何となく胡散

臭さがありますね。本間先生がちょっと言われたように。そこで、私はやはり都

市も今度都市再生という大きいテーマを緊急経済対策で採上げるので、ああいう

ものを大きくアピールしたらいいと思います。都市再生でいろんな施策をやる、

また勘と経験と政治的な力関係ではなくて、科学的な手法で政策評価をして採択

する、情報公開もする、こういうことをしっかり謳ったら、私は国民の皆さんは

かなり安心されるのではないだろうかと思います。公共事業は中身を果敢に変え

ていかなければいけない、国土交通省や農林水産省の中でできるだけ変えていく。

そして、ＩＴだとか環境だとか、何度も言いますけれども、そういうものを公共

事業にしていく。今していないですよ、割に固定的だから、中でちょろちょろ変

わるだけみたいです。 

（麻生議員） 扇先生。 

（扇臨時議員） 谷津農林水産大臣に言葉を返すようで悪いんですけれども、均衡あ

る国土の発展というのは、もう20世紀で終わりにしていただきたい、私はそうあ

るべきだと思います。それは、余りにもその土地その都市の特色がなくなったの

が日本なんです、はっきり言って。ですから、均衡ある国土の発展、どこ切って

も同じ建物で、どこの駅止まっても駅の特徴もない、日本中どこへ行っても同じ

だというのは、もう私は20世紀でおしまい。21世紀からは、個性ある都市づくり

をしていただきたいと思いますし、私はそこへ行ったら駅に下りた途端に、これ

は岡山へ来たんだな、これは広島へ来たんだなというのがわかるくらい個性を持

った都市づくりをしなければ、私はわざわざ旅行する意味もないと思いますし、

それが今まで均衡ある国土の発展ということで、すべからく金太郎アメみたいな
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都市づくりをしてきたことが、東京砂漠と言われる言葉と同じように、味も素気

もない都市ばっかりつくってきたというのが、それは20世紀はやむを得なかった

と思うんです。ですから、さっきおっしゃったハードの世界は20世紀、21世紀は

ソフトの時代というのが私の言った基本なんですけれども、それもこれもさっき

奥田議員がおっしゃように、どこに何を都市に重点を置き過ぎたとおっしゃいま

すけれども、私はどこに集中的に物を投資するかということによって、世界に日

本は伍していけないと。東京が国際都市と言われて、どの条件が当てはまってい

ますか。国際都市の条件というのは、空港、港湾、そして交通、情報化、あらゆ

る条件が整ってなければ国際都市とは言えないんです。では、東京は国際都市で

すか、ノーです。空港も国際空港から延々とかかる、料金は高い、そして道路に

30キロとスピード制限が書いてありますが、東京は30キロで走れますか、平均18

キロです。30キロに走れるようになっただけで、東京は１年間に４兆9,000億円の

効果があると言われていても出せないんです。それは交通網の整備ができてない

から、国際都市と言えないんです。 

だから、奥田議員が都市に重点を置き過ぎたかなとおっしゃいますけれども、

さっき私が申しました、全国のグランドデザインがないんです。国際都市が幾つ

必要なのか。田舎は田舎で、例えば東京 23 区内はマンハッタンのように、あるい

はパリのように集中的に規制緩和をして、高さ制限も外して、そして週末は地方

に行くとか、そういう基本的な設計ができていないから全部が中途半端に終わっ

ていると思いますので、私は是非この度の皆さん方の提案の中で、社会資本整備

の中に国際都市の在り方、地方の在り方というのをきちんと今後は分けて、地方

のよさ、東京が住みにくければ週末は地方に行くというような、アクセスもでき

るような、そういう日本人の生活レベルというものを基本的に考えていくという

ことを、是非、示唆していただければありがたいと思います。 

（麻生議員） ありがとうございました。森議長。 

（森議長） こういう会議に出席するのは、私は今日が 後になるだろうと思います

ので、あとの皆さんは続けていただけることになると思うんですが、今の扇さん

の意見と違うかもしれませんが、国土の均衡ある発展と言われてきたのは、同じ

ような町づくりをすることじゃなかったんだと思います。さっき奥田さんが言わ

れたように東京に物が集中する。便利になればなるほど東京に集中するんです。

学者の言い分だが、道路を２倍にすると、車は４倍になるというんです。だから、

便利になればなるほどここへ集中するから、よけいバランスが取れなくなってく

るわけです。だから、それをできるだけ一極に集中しないようにしようというの

が、これまでの政策だけれども、一極集中ということが結果的には首都機能の移

転という問題につながってきて、これは良いのか悪いのかという議論がまた出て

きているわけです。 

それから、国土の均衡ある発展の中にも１つあるのが、さっきから扇大臣が何

度もおっしゃったけれども、例えば港のことをおっしゃるが、私の郷里の石川県

を中心に考えてみますと、舞鶴があって敦賀があって、そして福井港があって金
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沢港があって伏木港があって富山港があってと、ずっと港です。全て必要があっ

たんだろうかと言えば、各県が競争するからなんです。知事がどうしても必要と

言うので、それで結局言いにくいけれども、船があまり来ないような港もあるわ

けです。さらに新産都市みたいなのも加えたわけです。これは国土の均衡ある発

展の政策をとり違えたのです。みんなにいい顔しているんです。 

それから、国際空港とおっしゃるけれども、国際空港というのは法律用語には

ないんです。法律上は、空港は一種、二種と三種とそれから共用飛行場なんです。

１度でもいいから世界に、ほかの国にそこから飛び立ったら国際空港だと思って

いるわけです。そうじゃないんです。国際空港という名前はないんです。これも

石川県のことを言って恐縮だが、小松空港というのは防衛庁の共用飛行場です。

ここからちゃんと定期便はソウルに週２回あります。しかし国際空港とは言いま

せん。しかし、みんなが国際空港が必要と言い、空港の充実とやっているから、

調整ができた空港にならないんです。大変福井県には申し訳ないが、福井空港を

整備するよりも、小松空港から福井までの道路を整備すれば30分で行ってしまう

んです。今だって40、50分あれば行けるんです。 

だから、全体的なバランスを考えた政策をやらないでおいて、各県の知事が競

争しているからこんなことになったんだということを、これはもう先生方十分お

わかりだと思いますが、是非議論していただき、これからのまとめのときにその

ことを十分頭に置いていただければと思います。 

都市の問題もおっしゃったけれども、100億円を東京都に使ったって、圏央道な

んて何10年経っても進みません。この100億円を失礼ですけれども群馬県へやれば、

かなりのものができる。税金を納めた人と受益を受ける人との不満というのは、

そこにあるんで、東京の人たちのお金というのは、そのお金が全部土地代に化け

てしまっているんだということを、案外都民は知らない。そして、金ばっかり我々

が出していて、それを青森県やら北海道に持って行くということになると、政治

不満というのが出て、そこを野党が公共事業３割減らせとか、見直しをしろとい

うことになってしまって、それが東京都や大阪、大都市の国民の心を揺すぶって、

結局選挙にもその結果が表れてくるということだと思います。 

これは言うと、扇さん怒るかもしれませんが、やはり縦割りと言われるように、

旧建設省の中だって縦割りがあるんでしょう。さっき片山さんが言われたけれど

も、新しいＩＴとかそういうものを公共事業にすればいいんだろうけれども、さ

あそうなると河川から１円も出しません、道路からも出しません、公園からも出

しません、こうなりますから、港湾なんていうのはいつも除け者になっているん

です。今度、その運輸省と建設省が一緒になったんで、さあどうするかというこ

とが、これは大臣の腕の示しどころだろうと思いますが、私が言うとまたいろい

ろ言いにくいことだけれども、整備新幹線なんて道路財源のわずか２％も費やせ

ば、そんなのはとっくにできて、今ごろは効率よくできて、むしろ国に税金納め

ているはずでしょう。あの長野新幹線だって黒字になって随分納めているんです

からね。それをやらないでおって、今のような予算の付け方をしているから赤字
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と言われて批判されるんです。 

関西空港だってそうです。それは扇さんのおっしゃるとおり、空港というもの

は公共事業と言ってきちっとやれば、こんなものわけなくできるんです。それが

かわいそうに第三セクターでやらせて、経済界に金出せって、それはかわいそう

な話なんです。しかし、早くしたいからそうせざるを得なかったんです。そして、

また名古屋にもそれをやらせようとしているわけで、先々もう見えているわけで

す。この間の谷津さんが苦労したように、私も随分あっちからもこっちからもや

られたけれども、とにかく特定財源を見直すことはなかなか難しい。そして、審

議会をつくろうということで亀井君が苦労して審議会をつくったけれども、結局、

なかなかうまく動かない。 

だから、こういう問題について、なかなか政治関係ではできないので、先生方

に是非ひとつ、大体総論的な議論はわかりましたから、具体的にこうするんだと

いうことを示していただいて、14年度の予算でやらないと、本当に経済財政の改

革にはならないだろうというふうに思いますので、是非ひとつお願いしたいと思

います。 

（麻生議員） ありがとうございました。ちょっともう時間なんで、大体議長の言っ

ておられることで、私は大体できていると思いますが、これは是非民間の議員の

方々にお願いをしておきたいと思うんですが、そもそも大蔵省の予算編成権がこ

の経済財政諮問会議に移ってきて、予算編成権の大綱はここへ移ったという意味

は、これはえらいことですよ。このことの実態がよくわかっていない人というの

は、今でも外にも一杯いらっしゃるし、国会議員の中でも一杯いらっしゃるのは、

不思議なぐらいだと思っていますが、私はその点だけは是非御理解いただいて、

今、言われた予算の配分も、国土交通省の中やら農林水産省の中で、そうだろう

なと思っている志なり、よく見えている役人でもいっぱいいるんです。しかし、

その後ろにいろいろ国会議員がくっついたりするから、なかなか発言を抑えられ

ているというのも事実。私どもは抑えさせている方の立場にいたからよくわかり

ます。だけど、これで決まればしようがないです。これは経済財政諮問会議で決

まったんだから、これしかないんですよって言って、大深度とかそういった話に

ついてはやりますと、その分だけグリーンになるんだからいいじゃないですかと、

これで決まってしまったんだからと言って、ばさっと割り振られたら、それは決

まったらあときっちりやっていくのは、日本の役人というのは極めてレベル高い

ですから、そこのところはきっちりやるんです。だから、 初に変更するところ

が難しいんで、この経済財政諮問会議に民間の方々、経営者の方々と学者の方々

それぞれ２人に入っていただいている意味はこれでして、そういった意味ではこ

の経済財政諮問会議の、この平成14年度にとって 大のあれなんで、この予算編

成権に当たっては、是非その点だけは、ちょっと何ともなくほかの審議会と一緒

とは全然考えを変えておかれていただかないといかぬところだと思います。是非、

御理解いただいておきたいと思っております。 

後になりましたけれども、いかがわしいというものは、これはもう誠にうま
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い表現でして、何となくちょっと公共事業というと、だれかがこれやっているん

じゃないかというイメージになったところが、やはり日本の 大の問題なんです。

株につきましても、私は今、株価をわんわんやって、国会議員とか大臣は株は

やってはダメなのに、株価の責任を持てなんていうのは大体それはもうどう考え

たっておかしいですよ。でもこの話は、そういったようなものになっておるとい

う状況ですので、この点につきましては、公共工事の在り方とかいろいろ大問題

ですので、是非この８月に出ます概算要求までにはこの点もひっくるめまして、

御理解いただければということで、今どうも民間の方々に押し付けているようで

大変恐縮ですけれども、どうも我々はいろんなことがいっぱい入ってくる立場に

いますので、なかなか発言をしにくいんですが、この選ばれている片山先生にし

ても平沼先生にしても、結構思ったことをすぱっと言う人だけが、どういうわけ

かここに選ばれて、ここに入っているというんで、みんな言っておられますけれ

ども、国会議員のレベルはこれぐらいみんな高いなんて、そこだけは余り期待し

ないでください。そこまで期待されると、ちょっとそれは難しいので、是非その

点も御理解いただいて、よろしくお願いをいたします。 

それでは、時間になりましたのでこれで終わらせていただきます。日銀総裁。 

（速水議員） その他の問題ですが、緊急経済対策については、非常に総合的で、し

かも構造改革を支援する方向をはっきりさせられた意味で、高く評価させていた

だいております。中央銀行の我々としても３月19日にかなり思い切った金融緩和

措置を講じておりますから、これがより役に立つためには、是非この経済対策を

次の内閣に引き継いでいただいて、多少株が上がったりしても、先延ばししない

ように、この機会に是非実現していただくようにお願いしたいと思います。その

点は、どなたが総理になられても、あの緊急経済対策をあれで終わりにしないよ

うにひとつ、それだけを是非お願いいたしたいと思います。 

（麻生議員） ４分の１は責任があると思いつつ伺いましたけれども、それでは御議

論が尽きないとは存じますけれども、社会資本の整備につきましては、本日の議

論を踏まえまして、担当の有識者の議員の方々を中心に検討を更に深めていただ

きまして、関係機関等との連帯を図りながら、骨太の方針作成に向けて審議をし

ていただくことにさせていただきたいと存じます。 

後に、総理大臣より一言ごあいさつをいただきます。よろしくお願い申し上

げます。 

（森議長） ありがとうございました。経済財政諮問会議、今、麻生さんからお話が

ありましたように、本当に注目いたしております。今日は牛尾さんがお休みでご

ざいますけれども、是非４人の議員の皆さんの大変大きな御決断と言いましょう

か、そうしたことが皆さんから期待を受けているということも、私からも申し上

げたいと思います。 

これで１月からスタートして７回の会合になりましたが、今、申し上げました

ように、政策決定を政治が責任を持ってリードして、国民に明確なメッセージを

伝え、的確な施策運営を通じて、国民の期待に応えることになるというように考
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えております。 

この諮問会議は、その実現のために も重要な役割を担うものとして生まれた

わけでありまして、私も議長としてこの会議が、日本の経済財政政策の舵取りと

いう大きな責務を担い、具体的な政策を主導するとの責任感を持って、真に実質

的かつ包括的な検討を行い、成果を上げることができるように努めてまいりまし

た。 

議員の皆様の御熱心な御議論は、要所要所において的確な政策運営の実現に大

変役立ち、特に有識者議員の方々には、現場感覚や経済に関する深い洞察力に基

づき、的確な景気判断や政策形成に役立つ知恵を出していただきまして、改めて

感謝申し上げる次第でございます。 

この会議の当面の重要課題は、短期的な経済財政運営とともに、財政を含め我

が国の経済社会全体の構造改革に向けた諸課題について検討を更に進め、来年度

の予算を始め、今後の経済財政に資するため、社会保障、社会資本整備、国と地

方の関係、経済活性化などに関する骨太の方針を、６月を目途に策定することで

あります。 

20世紀の終わりには、一時期我が国の社会全体が将来に対する不安の中で自信

を喪失したようにも見られました。しかし、21世紀はこうした状況からいち早く

脱却し、国民一人ひとりが夢と希望を持って生きることのできる希望の世紀に転

換しなければなりません。 

経済財政諮問会議において、我が国の将来像につき、国民に見えやすい形で検

討が進むことは、政策決定の透明性を向上させ、国民に対するアカウンタビリテ

ィーの確保につながるものであります。また、諮問会議における整合性と説得力

を持った検討は、国民が将来に対して漠然と持っている不安感を払拭するもので

あるとともに、我が国経済の持つ無限の潜在能力を現実のものとするためにも、

不可欠であると確信をいたしております。21世紀を希望にあふれた100年にするた

めにも、引き続き精力的な審議をお願い申し上げる次第です。 

なお、昨晩遅く、牛尾議員からお電話がございまして、どうしても所用でアメ

リカに行きますので、くれぐれも皆さんにおわびを申し上げてほしいということ

と、特に今日の公共事業の問題は非常に大事な問題でありますが、奥田議員、吉

川議員には大変御苦労をいただきましたよということを、牛尾議員からも連絡が

ございました。改めてお礼を申し上げるとともに、御紹介を申し上げておきたい

と思います。 

今日はありがとうございました。今度とも引き続きよろしくお願い申し上げま

す。 

（麻生議員） 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。本日

の議論につきましては、毎回申し上げますが、３日後の議事要旨の公表までの間、

自らの発言を除きまして、他の方の発言につきましては対外的に明らかにされる

ことのないよう、よろしくお願いを申し上げます。 

また、総理の御配慮から、あちらの小食堂において、軽食などが準備されてお
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りまので、時間の許される方は是非お立ち寄りいただければと思います。以上で

す。 

（森議長） それから、お二方の重要な御提言、両閣僚ありがとうございました。 

（麻生議員） 終わらせていただきます。ありがとうございました。 

（以上） 
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