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経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第８回）

(開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 5 月 18  日(金) 17:30～19:44 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 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 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 石原 伸晃 規制改革担当大臣 

同 坂口 力 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)基本方針策定に向けた当面の進め方について 

(2)国と地方の関係について 

(3)経済の活性化について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料) 

資料 1 第７回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 基本方針策定に向けた当面の進め方（案） 

資料 3 「新世紀維新のための経済財政政策」（検討すべき論点） 

資料 4 経済財政諮問会議における議論の概要 

資料 5 片山議員提出資料 

資料 6 牛尾議員・本間議員提出資料 

資料 7 国と地方のあり方参考資料 
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資料 8 雇用拡大専門調査会緊急報告 

資料 9 坂口臨時議員提出資料 

資料 10 塩川議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員）  それでは、ただいまから第８回の「経済財政諮問会議」を開催します。 

本日は、御承知のように、小泉内閣発足後初めての会合ということになります

ので、各人の紹介をまず 初にさせていただきます。 

まず、小泉純一郎議長。 

後ほどいらっしゃると思いますが、福田康夫議員。 

片山虎之助議員。 

塩川正十郎議員。 

平沼赴夫議員。 

速水優議員。 

牛尾治朗議員。 

奥田碩議員。 

本間正明議員。 

吉川洋議員です。 

それと、この会議では臨時議員をお呼びできることになっておりますけれども、

本日は基本方針策定に向けた当面の進め方、更には経済の活性化という議題がご

ざいますので、石原規制改革担当大臣にも御出席いただいております。 

また、経済の活性化を議論する関係で、後ほど坂口厚生労働大臣も参加するこ

とになっております。 

後になりますけれども、進行は私、竹中平蔵の方でやらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

それでは、初めに総理から、ごあいさつをお願いしたいと思います。 

（小泉議長） お忙しいところを今日はありがとうございます。 

ただいま、竹中大臣がお話しされましたように、この経済財政諮問会議、小泉

内閣発足後、第１回の会合であります。これは小泉内閣が発足しまして、所信表

明演説で申し上げたとおり、あの所信表明に盛り込んだ考え方、大方針、これを

肉付けしていただくための も重要な会議と言っても過言ではないと思います。 

もとより、現下の 大課題は経済の再生であります。そのために、「構造改革

なくして景気回復なし」、これからの日本の発展というのは聖域なき構造改革、

これを断行して、いかに自信と希望を持って新たな目標に向って進むことができ

る社会を築くかにあると思います。 

いろいろ大方針は出しましたが、今後、６月を目途に骨太の方針を皆さんのお

力によって、また、知恵によって出していかなければならない。私の所信表明に
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出ました方針をいかに肉付けてしていただくかという大事な会議だと思います。 

むしろこの会議の皆さんの提言によって、また、この会議で出された方針をい

かに実現に向けてこの内閣が進むことができるか。これが今後の日本経済の発展

に大きく影響してくると思いますので、大変重要なものだと私も認識しておりま

す。どうかよろしく皆さんの御協力をお願い申し上げまして、ごあいさつに代え

させていただきます。 

よろしくお願いします。 

（報道関係者退室） 

○基本方針策定に向けた当面の進め方について

（竹中議員） それでは、プレスが退場しましたところで改めまして、本日はよろし

くお願いいたします。 

今、総理の話にもありましたように、骨太の方針をとりまとめるまで、特に経

済財政諮問会議、特に今日は重要な会議であると認識しています。先ほど平沼大

臣と私は、成田にＯＣＥＤから帰ってきたばかりでありますが、国会で総理がこ

の経済財政諮問会議の役割と、改革に向けての骨太方針の役割を強調されました。

実は海外でも全くそれがそのとおり伝わっていて、あと１月ちょっとで骨太の方

針をまとめなければいけないんですが、ある意味で世界が一体どういうメニュー

を出してくるのかということを本当に熱く見守っているというふうに思います。 

実は、総理も初めての御出席でありますし、私も初めての出席でありますので、

今日の会議の進め方でありますけれども、大きく２つに分けて進めたいと思って

おります。 

１つは、前半は、ある意味で改革をどのように進めるかという意味で、全くの

ブレーンストーミングを忌憚なくさせていただくということであります。 

経済財政諮問会議はこれまで７回開かれておりますが、財政にいかに切り込む

かということが非常に重要な役割でありますので、そういった点から詰めた議論

をされてきました。これは勿論、大変重要なことであります。 

同時に、それに付け加えて、小泉内閣の下で１つ大きく役割になると思うのは、

まさに改革とは何かというメッセージの部分だと思います。今までの財政を中心

とした非常に詳細な議論を踏まえながら、更にメッセージの部分を強化していく

というのがあと１か月に課された非常に大きな、これは突貫作業でやらなければ

いけないわけでございますので、前半にまずそのお話しを私の方から、これは私

の個人的な視点としての問題提起をさせていただきたいと思います。 

後半はこれまで議論を積み重ねてきました幾つかの問題があります。国と地方

の役割、経済活性化、それぞれの今までなさってきた議論を民間の議員からの御

報告を中心に、少し詰めた議論をしたいと考えております。 

事務的な連絡事項になりますけれども、前回の諮問会議の議事録につきまして

は、従前どおり行うと。４年後に公表するということの意味でありますけれども、

要旨だけ公表して、詳細は４年後に公表して、従前どおりの扱いとさせていただ
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くということであります。 

それでは、前半のブレーンストーミングの部分を忌憚なく活発に是非やってい

ただきたいと思います。 

お手元の資料で私が用意させていただいた資料の３というのがあります。資料

２に関しましては、全体の進め方で皆さんに御報告しなければいけないことがあ

るんですが、これは後でやらせていただきまして、資料３にあります「新世紀維

新のための経済財政政策（検討すべき論点）」という１枚の紙を見ていただきた

いと思います。 

繰り返し言いますが、これは私が個人的に用意したものでありますので、有識

者の議員の総意とかいうものでは全くありません。恐らく１か月少し後くらいに

こういうものについて国民にメッセージを出さなければいけないのではないだろ

うか。どういう項目を議論しなければいけないかということを少し整理させてい

ただきました。 

まず「はじめに：新世紀維新が目指すもの」。総理の言葉によれば自助、自律

の経済であり、我々の潜在力を発揮するとともに、それを高めるというメッセー

ジをまず書いた上で、日本経済の再生シナリオと政策対応という当面のシナリオ

の部分が大変重要になってくるのではないかと思います。予算委員会等々でも不

良債権の処理の過程で一体どういう問題が生じてくるんだと。勿論、失業が何人

出るとか、そういう問題はわからないわけでありますけれども、しかし、それで

も日本経済の中期的な姿を見せなければいけない。その中で成長力はどうなって

いくのか。同時に、財政の中期展望の話がここでは避けられないのではないかと

思います。 

細かい数字を出すという意味ではありません。これは今マクロモデルを中心と

した作業を一方で進めておりますけれども、これがあと１か月で間に合うという

意味ではないんですけれども、当然30兆という目標、その後にいわゆるプライマ

リー・バランスに向けた、その中に何らかのシナリオを出さなければいけない。

この部分が 初に来るのではないかと思います。 

その後に、構造改革の道筋はどのようなものであるかということでありますけ

れども、これは大きく４つあるのかなと思います。 

第１は、活力ある21世紀型日本経済の創造、グローバリゼーション、ＩＴ革命

で世界の経済はすさまじく90年代以降変わっている。総理のお言葉によると、か

つてはよかったものが今ではうまく有効に機能しなくなっているわけで、改めて

さまざまなメニューを挙げなければいけないんだろうと思います。 

基本的には潜在成長力を高める。日本の経済がもっと自律的に活発になる政策

でありますけれども、例えば今日は石原大臣お見えですけれども、規制改革の話

というのはまさにこの中心になる。今までも行政改革は言われてきたけれども、

今回の規制改革はどこが違うんだというはっきりとした方針を出さなければいけ

ない。 

更には、税制の在り方。人々、企業にインセンティブを与えるような税制の在
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り方というものがやはり活力を取り戻すという意味では避けて通れない課題にな

るのではないかと私は個人的には思っております。この点については是非御議論

をください。 

それとの関連で競争政策の新しいやり方、ＯＥＣＤの会議でも、実は競争促進

政策は世界的な課題であるという指摘がありました。日本として競争政策をどう

するのか。所信表明では公正取引委員会の機能の強化というのが明示的にうたわ

れた。これは画期的なことであったと思いますけれども、その中身をどのように

するのか。更には司法の改革等々も、経済にふさわしい法律の在り方等々も議論

しなければいけないのでないかと思います。 

新しい成長分野の育成と科学技術の振興ということに関しては、ＩＴの話があ

りますけれども、ＩＴ革命を更に促進する新しい枠組みとしてどのようなものが

考えられるのか。これはあえて言えばＮＴＴ問題を含めて、この分野での競争政

策の画期的な推進が必要だろうと思いますし、更には業を起こす人たちに対する

インセンティブ、税の仕組みや金融の仕組みについても、当然議論されなければ

いけないのだと思います。 

循環型社会の形成、これも総理の所信表明では非常に強調されたことでありま

すけれども、これも市場メカニズムを活かしながら、しかし、サステーナブルな、

持続可能な発展を生み出すような日本型のメカニズムをどのようにしていくのか

という具体的な姿が必要になってくると思います。 

第１番目が、今申し上げたような自律的な活力ある経済をつくる仕組みである

のに対して、第２は、競争社会であるからこそ、雇用とセーフティーネットが重

要であるという問題になってくるのではないかと思います。 

これに関しては、雇用の流動化というのが避けられなくなっていて、非常に多

様な働き方を認めるというのが重要な方向ですけれども、そのためには例えば労

働に関する基本的な法規の枠組みが今のままでよいのかという避けては通れない

問題がそこにあるのだと思います。 

多様な労働を認める仕組み、それをどのようにつくっていくか、重要なテーマ

だと思われます。 

更に信頼に足る社会保障制度。社会保障については、勿論、今までも改革は行

われているわけですけれど、先般から話題になっている、未納者がこれだけ出て

くる、やはり年金そのものの仕組みがサステーナブル、持続可能ではないと多く

の人が思っている。医療の問題等々についても、全く同じ問題が存在するのだと

思います。 

資産活用政策。日本人は既に資産を持っているわけであります。普通のサラリ

ーマン、3,000万、4,000万くらいの資産を持っている。普通の国なら3,000 万、

4,000万の資産を持っていたら一生安心して暮らしていけるはずなのに、日本はそ

うなっていない。その仕組みを一体どこに求めるかということではないかと思い

ます。 

結局のところ、雇用の 大のテーマは、私は教育投資を中心とした人的資源大
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国をいかにつくるかということになろうかと思います。 

人々が高い能力を持っていることこそが、ある意味で 大のセーフティネット

とも言えるわけで、これまでの労働政策の枠組みを超えた新たな仕組みをいかに

つくれるかということではないかと思います。 

第３番目が、そういった仕組みを変えるに当たって、新しい役割分担というの

が出てくるのではないだろうか。これは官と民の役割分担、総理が長年主張して

おられる郵政の民営化というのはまさに官民の役割分担の典型だと思います。政

府系の機関についても大きな改革が必要だということを、石原大臣は今手掛けて

いらっしゃるわけですけれども、その方向性、ブルー・プリントが必要だと思い

ます。 

官と民の役割分担で必要になってくるのは、官の中での国と地方の役割分担で

はないかと思います。これについては、地方交付税を中心とした税の仕組みその

もの。地方の課税権とか、そういったところに踏み込む必要があるのではないか

と思います。 

それとの関連で、社会資本整備というのが財政のウェートから考えると非常に

重要な問題になってきているということは間違いありません。実はそれとの関連

で先般から議論されている道路特会に代表されるような特定財源の話が出てくる。

これについても、国民の目に見える改革の方向を出されなければいけないのでは

ないかと思います。 

同じように今度は都市と地方の関係も出てまいります。都市も大事、地方も大

切であります。特に都市というのが21世紀型の価値を生み出す場所であるという

ことを踏まえた改革。同時に、非常に安定的な地方の生活をどのように保障して

いくのかということも問われなければいけない。更に都市開発との関連で言うな

らば、これは１つの例でありますけれども、市街化区域、調整区域の線引きの問

題なども実は意外と身近な問題として国民には重要な問題になっているのかもし

れません。 

第４番目、むしろ改革を進める政策プロセス、そのものの改革の話でありまし

て、民意をいかに政策決定に反映せるか。これも総理の主張しておられる首相公

選制というのは、まさにこの中の１つの重要なテーマとして入ってくるのではな

いかと思います。 

こういった改革の筋道を受けて、６月の骨太の方針の中で 後に必要になって

くるのは、14年度予算編成に向けての１つの明快な方針だと思います。それが概

算要求に反映されるような仕組みをつくっていかなければいけない。繰り返して

言いますが、これまで経済財政諮問会議では、財政に焦点を当てて、非常に緻密

な議論を積み重ねてきております。国民に対するメッセージの部分と、財政に対

する非常に鋭い切り込みの部分が表裏一体となったような骨太の方針をつくって

いく必要があるのではないか。 

以上が私なりの問題意識でありますので、以下、是非皆様方にいろんな議論を

していただきたいと思います。 
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議論に入ります前に、実は財務大臣、塩川議員の方から補足的な御説明がある

というふうにお伺いしております。お願いいたします。 

（塩川議員） 僣越ですが、 初に私から。まず 初にこの会議に要望しておきたい

ことをちょっと申し上げたいと思うんです。 

今回、骨太の方針、これは予算編成に反映しなければならないものでございま

すので、できるだけ会議の前に事前に今後の検討、とりまとめに当たる事項につ

いて、事前に相談をしておいていただきたいというか、資料を提出していただき

たいと思っております。でないと、その日になりましてから、資料とか内容のこ

とを提出されましても、なかなか検討する時間がないものでございますので、十

分勉強して議論させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

したいと思っております。 

先ほど先生からお話がございました検討すべき論点の中で、私からもう１つお

願いいたしたいことは、この政策は将来ビジョンに結び付くような非常に大きい

構想に基づく検討になると思っております。 

同時に、私たちが経済財政諮問会議に期待しておりますのは、毎年、予算を編

成するに当たって、政府の重点をどこに置いて予算を編成するかということは、

その骨格を政府が決めていただく会議にもなっておると思っております。 

ですから、中長期展望におけるビジョン作成と同時に、当面する経済情勢ある

いは財政に対する指針となるようなものも出していただきたいと思っております。

その意味において、この検討項目の中に是非ひとつ、14年度予算編成に向けて、

４番目に書いてございますが、こういうところには、国債発行額を30兆円にする

んだとか、あるいは予算の編成について、シェアにこだわることなく、あるいは

シーリングにこだわることなく重点配分と言いましょうか、必要なところには十

分な予算を付けていくんだ。そして、削るものがあれば削るんだという趣旨、こ

ういうことを明確に出していただきたいと思っております。 

もう１つは、例えば国と地方との問題等がございますが、役割分担する前に、

これは総務大臣の関係で私から申すのも口幅ったいのでございますが、この問題

を具体的なものとして出していただかないと、過去におきまして、地方分権推進

委員会など、諸井さんの委員会がございましたね。７年間検討されましたけれど

も、具体的な方針が出なかったということもございますので、是非ひとつ出して

いただきたい。 

それに対しまして、私の方では総務省と相談しながら解決していきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

もう１つ、付け加えて申し上げたいと思うんですけれども、構造改革というの

は、財政の問題について申しますならば、プライマリー・バランスを取るという

ことが中長期展望において是非必要なことでございますが、これに対する判断の

基準、いつからプライマリー・バランスの実施に入っていくかというプランの状

況等をお示し願いたいなと思ったりしております。 

更に、財政の収入の面についてでありますけれども、例えば特定財源というの
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も、財務省が言っているんじゃないんです。経済財政諮問会議の方で、その使途

等について厳しく検討しろという御下命があって我々も一生懸命やっているんだ

と。やはり政府が取り組んでおるんだという姿勢を出していただくために、財源

全体の在り方について道筋を付けていただきたい。その際、増税なき財政の健全

化ということがテーマでございますから、そういう趣旨を是非こういうところに

出していただきたい。 

でございますから、14年度予算編成の前に、先生にちょっとお願いしたいのは、

14年度予算編成に当たっての留意というか、諮問会議としての方針を明記してお

いていただければ結構かと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） そういう問題意識は私も持っておりますので、大変ありがとうござい

ます。 

総務大臣申し訳ありません。石原大臣の方から御発言があると思いますので、

その後、総務大臣にお願い申し上げます。 

（石原臨時議員） 私は今日は規制改革の観点から出席をさせていただいていると思

うんでございますけれども、規制改革、これまでは規制緩和という形で２回にわ

たりまして、項目を推挙し、実施してきて、かなりの部分で国民の目の前に、こ

れが変わったなという姿を打ち出してくることができました。 

そして、この規制緩和という言葉が規制改革に変わりましたのは、これからの

21世紀のこの国のかたちというものを議論していく上で、システム全体の在り方

というものを明示しなければならないということで、平成11年に言葉が変わった

と承知をしております。 

これから先日立ち上げました総合規制改革会議で取り挙げるテーマも、これま

でのようなどちらかというと経済事案に近いものから、非常に社会的な、竹中先

生の中に出ております労働と雇用とか、あるいは医療と福祉とか、より抵抗が強

いけれども、避けては通れないテーマが出てくると思います。経済財政諮問会議

においても、この国の在り方、社会システムの持つ意味ということも是非御言及

いただいて、この規制改革、もう一方で担当させていただいております行政改革

というものも、広い意味で総理が主張されております「民間にできることは民間

に委ねる。地方に任せることは地方に任せる」ということにつながりますし、実

はまた総論部分で来ておりますけれども、この夏以降各論に入りますと、特殊法

人改革、あるいは公益法人改革等でかなりの抵抗が予想される。 

また、この１月６日に橋本行革のハードの部分として、省庁の再編が行われま

したけれども、ここで働く公務員の方々の制度改革というものは、実は戦後一回

大きな改革がなされただけで、そのままずっとここまで来ているという大きな改

革でございまして、今日も委員会でかなり私も質問をされました。 

こんなことも念頭に置いていただきまして、この経済財政諮問会議でここの部

分も御援護をいただきますように、何と言っても橋本大臣と比べて非力でござい

ますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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（片山議員） 今、財務大臣から地方分権推進委員会の話がありましたので、あの委

員会は平成７年法律ができまして、衆参で地方分権推進の決議が出て、それに基

づいて法律ができまして、それを根拠にできた委員会なんです。これは国会承認

事項でもありまして、あの委員会があったから、地方分権推進一括法、去年の４

月から施行されましたが、この法律もできたんです。機関委任事務の廃止だとか、

国の関与の縮小だとか、今の補助金の見直しによる統合化だとか、私は大変効用

があったと思います。 

本来、去年の６月に終わるものを、地方六団体の強い要望もあって１年延長し

たんです。もう１年延長しましたから、再延長もいかがかなということで、総理

と相談して、新しいものを、地方分権は21世紀にやらなきゃいけません。そうい

う意味で新しい組織を立ち上げたらどうかということなんで、その点、塩川大臣、

いささか誤解があるんじゃなかろうかと心配しております。 

そこで、地方分権も事務権限の移譲はやりましたけれども、これは一段階です。

これからもっと地方でやれることはやってもらう仕組みにしていかなければいけ

ませんし、税財源は息の長い話ですけれども、国と地方の基本的な関係を見直し

ながら、税財源配分というのも考えていかなければいけませんので、その辺の御

理解を賜りたいと思います。 

（塩川議員） それを私はよく知っておるんですけれども、一番根本は、方針は出た

けれども、なかなか改革が進んでいかないのは、根本は地方公共団体の行政能力

の問題で、ここに手をつけないで、推進委員会で決められたことがなかなか実施

されないと、そこが非常にまどろっこしい。だから、これをどうして推進するか

ということ等は、今度の経済財政諮問会議の中で触れておいていきたい。それを

実施していくのは、金の面と、それから行政の問題もございますけれども、金の

面に掛かってきて、その問題は地方交付税の在り方に重大に影響してきますので、

是非お願いしたいと思います。 

（片山議員） 途中であれだったものですから続きです。 

国と地方の関係については、今日私の時間をいただいておりますので、これは

説明いたしますが、その前に竹中先生のペーパーの国と地方の役割分担というの

はいかにも平板です。このペーパーは国民に対するメッセージなら、将来の在り

方やビジョンを、表現上も表さなければいけないと思うので、私の方から言うと、

ここは地方の自立と地方行財政の構造改革としていきたいんです。そういう意味

で、官民の役割も同じなんです。これは規制改革３か年計画の話が出ましたが、

あれは私どもの方で３月中につくったんです。あとは石原さんの方にお渡しした

んで、あの計画をやるということが大切なんです。計画はできたんです。それを

断行することが必要なんで、それも官民の役割だけじゃいけませんよ。 

（竹中議員） 済みません。これはメニューでも何でもなくて、議論すべき事項です

ので。 

（片山議員） 表現のことを言っているんです。表現がメッセージの中身を規定しま

すからね。形式が内容を規定するんですから。 
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（竹中議員） これは繰り返しますが、目次に当たるものを次回私の方であれするこ

とになっておりますので、片山大臣の御意向はまさに反映させていただきます。 

（片山議員） 国と地方の関係は後で私、自分の時間のときに言わせていただきます。 

（竹中議員） あとで片山大臣、それと民間議員の方からも非常に強い議論がありま

すので。 

（平沼議員） 竹中大臣がお出しいただいた方向で検討を進めるということに対して

私は賛成です。小泉新内閣というのは、改革断行内閣という形で、それが国民の

期待を集めているところでありまして、非常に高い支持率があるわけであります。

したがって、明確な具体的なメッセージを出していくということは、私は大切

だと思っておりますので、こういう形で、これは１つのたたき台ですけれども、

議員の皆様方から更にこれを肉付けをして出していただくということは非常に私

はいいことだと思っています。 

そういう観点で聖域なき構造改革、こういうことも総理は言っておられます。

そこで、今までも随分やってきたわけでありますけれども、昨年の12月にとりま

とめた行動基本計画という中で、260項目列挙をいたしまして、そのうちの100は

年内にやろうという形で進めてまいりました。既に皆様方、各省庁の御協力をい

ただいて、そのうち80は手がつきまして、今、非常に力強く進行中でございます。

完了したものも法整備も含めてあるわけでございます。 

しかし、それだけでは足らないという形で、この３の「構造改革の道筋」すべ

てに関することでございますけれども、私どもとしては、特に１と２に関しまし

て、それぞれの御協力をいただきながら、この25日に産業構造改革、そして雇用

の対策本部というのが立ち上がります。それを含めまして、この経済財政諮問会

議で皆様方の御協力をいただいて、さらなる拡大と、そして、もっとやるべきこ

とがあるという形で我々今とりまとめておりますので、これはいろいろそれぞれ

御協力いただかなければならない問題をたくさん含んでおりますので、私どもと

しては、今そういう形で作業を進めておりますので、そういう観点からも是非皆

様方の御協力をいただきたい。そういう形で、これをしっかりやるということが、

この経済財政諮問会議の使命だと思っておりますので、よろしくお願いいたした

いと思っております。 

（牛尾議員） 今日は従来よりも、より本質的なことを議論することは大変にすばら

しいと思います。小泉内閣によって、世論の支持率が80％、90％になっている

大の理由は、小泉総理の持つ改革の方向性の明確さと、メッセージの出し方のわ

かりやすさ、端的さだと思うんです。 

そういう意味で、経済財政諮問会議もこれから特に６月に期待されている国と

地方や、経済活性化や社会福祉の問題を含めて、今、塩川大臣のおっしゃったよ

うな方向でつくる場合に、規制のある表現に変えたい。 

方向は、より具体的な道しるべをつくって、総理の示された方向よりも、もう

少し具体的な現実的な方向を示そう。 終的な落着はそういうものを見た上で、

行政や内閣府の専門委員会が更につぶして、 終的には行政のすることだと。 
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総理に特に申し上げたいのは、新聞が、非常にわかりやすいけれども、具体的

ではないじゃないかというのは当たり前だと。具体的なことは行政がするんであ

りまして、方向をわかりやすくすることがトップに立つ者の 大の使命で、それ

が非常に大事なんです。 

そういうことで、官邸、内閣府のプロジェクト・チームや、国会のプロジェク

ト・チームや行政が具体性の肉付けをつくる 大の役割がある。 

したがって、既に総理がおっしゃったように、14年度の問題でも30兆円という

１つの具体的な目標が出ている。これは尊重したい。 

第２段として、プライマリー・バランスというものが出ている。問題は諮問会

議では方向性とメッセージ性、プラス、どの程度のスピードにするかということ

が問題でありまして、しかし、常識の範囲内ではプライマリー・バランスなどは

いろんな議論がありますけれども、目に見えるのは５年間くらいですから、相当

苦しくても５年くらいのことになるのかという議論をこの間もしておったところ

であります。 

ただ、メッセージ性を重んじますと、実現する行政との関係で、行政から見た

実現適合性というか、行政から見てわかる文章にすると、国民から見てわからな

いんです。国民から見てわかる文章を使うと、行政は勝手な解釈をするというと

ころが非常に難しいところであって、やはりメッセージ性を重視しながら、添付

資料によって行政に対するアカウンタビリティーかアクセタビリティーというも

のを表現したいということで議論をしているまっ 中でありまして、そういう点

では大変苦労がある。 

この後雇用の拡大とか、国と地方でも、ちなみに出してみたメッセージは、大

変メッセージ性の方が先にいっているから、総務省から見ると、こんなことでき

るかいという言い方になってしまうんですが、国民にわかってもらうことが推進

力になるわけですから、そういう点は１つのポイントかと思うので、行政を担当

されている大臣から見て、やや逆なでするような表現になるかもしれないけれど

も、それは大臣のところでそこを上手に転換をして、マイルドな表現にすること

を是非期待したい。 

石原大臣には、規制改革というのが出ていますけれども、後で説明する雇用拡

大、サービスの活性化を考えますと、とても規制の改革だけでは間に合わない、

制度の改革まで踏み込まないと進まない部分がいっぱいある。これをリストアッ

プすると余りにも激し過ぎますので、とりあえず文章だけにしておきますけれど

も、やはり１か月以内に、規制の改革と制度の改革まで踏みこむことについては、

是非総合規制改革会議と連動しながら、結局は各行政の長が決定することですか

ら、そういう問題があることを十分御認識願って御協力を願いたいと。 

以上であります。 

（石原臨時議員） 今の点は雇用の部分だと思いますので、そこの分野の専門家も総

合規制改革会議に入っていただいて、過激な発言をしてくれと、実は頼んであり

ます。 
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（奥田議員） 既に御存じだと思いますが、塩川先生からお話ございました道路の特

定財源の問題については、私は二重の性格を持っておりまして、実はこの会議の

議員として、それから自工会の会長という２つの背反した立場があるんですけれ

ども、既に各自動車に関係する業種団体から、相当な反論が出ておりまして、詳

しいことはこれからまたいろいろ出るんでしょうけれども、相当な反発が出てき

ております。これは小泉首相が言われた痛みをいかに分かち合うかということと

関連することと思いますが、そういうことが私が思っていた以上に強いなと。 

だから、本当に総理が言われたように、まなじりを決してやらないと、これは

とてもやれないぞという実感を現段階では持っている。また、明日、明後日にな

ったらもっとすごくなってくるんじゃないかと思います。 

（塩川議員） しかし、奥田さんね。これは新聞が正確に書いてくれないことがもの

すごい誤解を起こしています。だから、今日の自民党総務会で総務会長も政調会

長も本当につるし上げの状態になったんです。しかし、中にベテランの議員がい

まして、塩川の言っているのに違いがないじゃないかと。塩川の言っているのは、

特定財源の趣旨を活かして、もっと幅広くということを言っているんで、福祉に

使うとか言うておらぬやないか。しかし、それは将来の問題であって、当面は５

か年計画がある間は道路財源としていこうじゃないかと。それはそうだとみんな

言っている。だから、誤解があるんです。 

（奥田議員） 今、牛尾さんが言った、平均に国民に対してわかりやすく話をしてや

らないと、何か道路財源を取って行って、どこかへ持って行ってしまうという、

そういう簡単な解釈を国民とか団体はやっていますから、それはメールマガジン

や何かでしなきゃならない。 

（塩川議員） 平成15年まででして、16年になったら改正しなきゃならないなんです。 

（竹中議員） 今の問題意識をシェアするというのが１つのキーポイントだと思って

います。先週読んだ中にも『タウンミーティング』と『メールマガジン』があっ

て、そのために入っているんでありますけれども、実は『タウンミーティング』

には、民間の有識者の議員の方にも積極的に御参加いただきたいと思っておりま

すので、こういったやりとりを国民の前で是非していきたいと思っております。 

（速水議員） 金融政策の立場で一言言わせていただきます。 

昨日、今日と、実は６月の金融政策決定会合をやりました。景気の動きについ

ては、内閣府と全く同じ見方で、輸出の落ち込みを主因にして、生産が減少する

など、調整局面にあるということです。 

本年度上期中は海外経済の減速もあるし、輸出や生産は減少を続けるだろう。

景気は全体として調整色の強い展開をたどる可能性が高いということで、余り明

るい展望ではございません。 

３月にかなり思い切った金融緩和をいたしましたのは御承知のとおりでござい

ますが、この結果が非常によく出てきまして、コールレートは今や0.01％と、ゼ

ロ金利のときよりも下がっております。 

中短期金利も大きく低下して、１か月物でトレジャリービル0.01％、残り５年
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物の国債で0.4 ％、株式市場にも海外の投資家の買いがかなり入ってきておりま

す。そういうこともあって、株価は５月上旬にかけて上がりましたが、その後幾

分下げております。そうした株式市場の展開は、構造改革が進むだろうというこ

とで上がったわけですけれども、具体的な改革の動きが、どういうものが出てく

るかわからないということがここへ来て少し上がりぎみになっている懸念材料だ

と思います。 

したがいまして、構造改革が経済にプラスに作用するためには、市場のいい反

応が必要でございますし、市場の信任が得られるような構造改革の具体的なプラ

ンを早期に決めて実行に移していただきたいというのが大体皆さんの一致した意

見であったように思います。 

私としては、構造改革については、過去10年やられて、規制撤廃を早くしてい

かなきゃいけないということを言い続けてきたわけで、非常に新内閣の動きにつ

いては期待をいたしておりますし、私どもが３月19日にかなり思い切った金融緩

和策、量的緩和をやったわけですけれども、こういう構造改革、実体経済の方で

動き出して初めて効果が出てくるものだと思っておりますので、そういう意味か

らも６月末までということよりも、むしろ民間がどんどん動き出すように大いに

けしかけていただきたいし、決めるのはやはり民間、特に不良債権の償却の問題

は、金融機関と取引先の方で話が進まないとできないわけで、これも今できると

ころから、法律があるわけですから、動けるものは早く動いてほしいと私は思っ

ております。 

この前も竹中大臣にも申し上げたんですけれども、過去５年の金の動きを見て

みますと、マネタリー・ベースという日本銀行で出している金というのは、過去

５年の平均は、１年7.9％出しています。ところが、市中銀行の段階でマネーサプ

ライと言いますか、通貨供給、Ｍ２プラスＣＤと言っていますが、これが3.3％し

か増えていないんです。その中で貸出しは年平均でマイナス0.4％ということです。

国債を持っているんです。国債は全体で10.7％残高は増えていますけれども、銀

行の保有残高は毎年15％くらい国債が増えているんですね。そういうことで銀行

はあれしていますが、それだけの金を出しても、結局、実体経済は過去５年で名

目ＧＤＰは0.6しか上がっていないんです。実質ＧＤＰでも1.3、消費物物価は５

年平均で0.1、ほとんど横ばいなんです。 

こういう状態ですから、早く構造改革で方向の具体化をしていただきたいとい

うことを強く申し上げたいと思います。 

もう１つは、消費者のコンフィデンスと言いますか、例えば年金401Kとか、保

険とか、あるいは老人介護とか、雇用の創出といったようなことを具体的に、彼

らがコンフィデントになり得るような政策を裏で持ちながら、一方で構造改革を

やっていただくのが、早く動いていただきたいということは、できることから早

く動くように取り計らっていただきたいということを申し上げたいと思います。 

（竹中議員） 金融政策は言うまでもなく日本銀行が専門的な立場から独立してやっ

ていただく施策なんだと思いますけれども、構造改革を進めていく中で、多くの
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専門家はやはり構造改革を進めれば進めるほどやはり金融政策の役割というのは、

実はますます高まるんだというような見解を広く皆持っているのだと思います。

これは日本経済の再生シナリオのところで、まさに今、総裁が指摘されたような

金融政策と実物面の構造改革がハーモナイズするような形でのシナリオを是非描

きたいと思っておりますので、是非また御意見を伺いたいというふうに思います。

（本間議員） 竹中大臣のメモを拝見させていただいて、非常に経済の構造改革に対

する包括的な問題点を整理していただけたというふうに思っております。それを

受けて民間議員、実は骨太の方針に対してどういう留意点、あるいは今後どのよ

うな詰め方をすべきかということを今議論をしておるところでございまして、暫

定的に私の方から整理をさせてお話しさせていただきたいと思います。 

先ほどお話がございましたとおり、基本方針、これは国民へのメッセージ性と

いう問題、それから、改革の方向性という問題、更には実現適合性あるいは担保

性の問題、この三者をどういう具合に組み合せるかということが小泉新政権の持

続的な信頼を国民から獲得するために非常に重要なポイントだろうという具合に

思っております。 

したがいまして、これまで総理がお使いになられたキーワード、これは幾つか

ございます。私が整理しただけでも５つか６つぐらいあるかと思いますが、そう

いうものをきちんと表現として用い、改革の方向性、これは竹中大臣のメモ辺り

を骨格にしながら、わかりやすくきちんと説明をしていく、これが非常に重要な

ポイントでありますし、実現の担保を図っていくためには、その具体策というも

のを明示し、それをどのような時系列的な段取りで、これを実現していくかとい

うことも同時に発表することができれば、非常に整合的な形で問題点が提示でき

るだろうと、こういう具合に考えております。 

そして 後は14年度の予算に第一歩として、それをこういう具合にキックオフ

したという話にすれば、 もいい形が出るのではないかというふうに考えており

ます。 

それから、もう１つの問題は、これは経済の構造改革といいますときに、民間

経済への構造改革の問題と、行財政、政府の構造改革、この２つの問題がござい

ます。これは相互に関連をしていることになるわけですけれども、この基本方針

の中で、この両者をどのようにバランスを取っていくかということが非常に重要

で、総論だけでは物足りない部分も出てございますから、具体の制度設計、政策

のところの言わば方向性ということもきちんと担保していくような方向性を打ち

出すということが重要だろうと思います。 

それから、３点目は、これはどうしても民間部門の構造改革の問題、これは経

済活性化の部分に対応するわけですけれども、現段階では総花的、抽象的になり

やすい、つまり問題が詰められていないということ、法律の改正と制度の改革、

そしてそれを実行するための行政上の協力体制の問題、こういうことを考えます

と、この抽象的、総花的になるのをできるだけ避けていくためには、段取りとし

て総理が各省庁、あるいは関連の審議会に対して明確にその方針を伝え、時限を
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切ってこれに応えるという形でのスタイルを確立していくということが非常に重

要ではないか。そのことが担保されませんと、言ったままであるというような状

況になりますので、是非、経済財政諮問会議とその他の機関、これは戦略本部辺

りとの関係も出てくるだろうと思います。党との関係、与党との関係も出ると思

いますが、全体を整理して、こういう段取りとこういう体制でやると、石原大臣

の行革部門のところも当然流れの中で出てくるだろうと思いますし、経済部門の

ところでは、経済産業省の今までの蓄積もございます、今、検討していただいて

いる部分もあろうかと思いますので、そういうものを整合的にパッケージ化をす

るということが必要だろうと思います。 

それから、もう１つの問題、経済運営と財政運営の整合性を確保するというこ

とでイメージをどういう具合に伝えるか、バラ色のイメージでやるのか、苦難を

国民とシェアをするという具合のメッセージを新総理がお出しになるのか、ここ

は非常に戦略上重要なポイントではないか。つまり、不良債権的なるものを解消

し、２～３年でかなり潜在成長力を回復するという具合のシナリオを描くのか、

それともより本質的にプライマリー・バランスの問題は、 低でも私は５年はか

かるんだろうと思います。そういう道筋に対して国民の協力をこの苦い部分のと

ころも呑んでくれという形で、正直に改革の道筋を訴えるのか、ここの辺のとこ

ろは、この基本方針をまとめていく上で、 終的には総理の御判断に関わってく

るという具合に考えております。 

先ほど、４議員で民間部門の議論をしましたときには、苦い部分のところも相

当正直に打ち出すということが時間の経過の中では、やはり新政権をサポートす

る要因になるのではないか、いたずらに幻想を振りまくということではなく、や

はりそういう方向性で訴えるということがオーソドックスではないかという議論

をいたしておりました。 

それからもう１つは、この経済の活性化、構造改革という竹中大臣の問題提起

を具体化をしていくと、それを実行していくためには、予算に対してこれをどう

いう具合に具体化をしていくかということが重要なわけですが、これまでは単年

度予算があって、それが中長期の方針という形で、漠とした形で結び付けられて

いたということが、これは政策執行部分のところがジクザグの動きで、必ずしも

時間的には整合的な政策が取れなかったというのが現実だろうと思います。 

90年代を振り返ってみましても、バブルの発生を総量規制という形で、そして

財政もまた同時に収縮をさせるという形で、オーバーキルをしたというのが適当

かどうかわかりませんけれども、非常に下ぶれをし、そしてゼロ成長を維持する

ためにまた財政が復活し、95、96で景気が回復いたしますと、また引き締めとい

う形で橋本内閣のときに行い、その後また小渕、森政権の中で、刺激策を取ると

いうようなジグザクの政策というものが、中期的な安定的な経済運営を取った場

合に比べて、果たしてどちらが寄与したかということは、これは後から検証しな

ければならないテーマなのだろうと思います。 

その意味では、新政権における政策の運営というのは、一貫して中立的あるい
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は総理の枠組みの中で展開をしていくということが重要になってこようかと思い

ます。中期財政計画をつくり、景気とのローリングを図りながら、経済運営とい

うものが整合的に展開できる枠組みというものをつくっていくということが必要

であろうと思いますし、その中で、プライマリー・バランス等の目標をどのよう

に打ち出すかどうかということも１つの検討材料になるのではないかという具合

に思います。各論の部分につきまして、また次回担当省といろいろ御相談させて

いただきながら、また、この場の中で議論が出てこようかと思いますが、総論的

な部分のところについて我々が今、こういう方向でとりまとめをしてはどうかと

いうことで、相談をしているということを御紹介をさせていただきました。 

（吉川議員） 骨太の方針の詳細につきまして、今、本間先生の方からお話がありま

したので、私、２点ほど一般的なことをお話しさせていただけたらと思っており

ます。 

１つは、新総理が構造改革なくして景気回復なしというお話をされているので、

構造改革のコンセプトについて一言述べさせていただけたらというふうに思って

おります。 

ときどき、構造改革にはイコール不良債権処理、イコール倒産、失業というコ

ンセプトで議論がなされることがあるんですが、私はそれは少し議論が狭過ぎる

というふうに考えております。構造改革というのは基本的には資源を低生産性、

低成長の部門から高生産性、高成長の部門に振り分けると、それが構造改革とい

うふうに考えておりますので、具体的に不良債権処理、あるいは財政構造改革、

その他の活性化。基本的にはそういうことだというふうに考えております。 

ですから、痛みということがよく言われるわけですが、その痛みは小さいとい

う形でいたずらにロージーなシナリオを描くというのはそれは無責任な話でこれ

はいかぬと、今、本間先生が随分強調されたわけですが、ただ、基本的には、痛

みはミクロ、あるいは個別セクターのことであり、マクロではプラスになること。

たとえて言えば、石炭から石油とか、あるいは馬車から鉄道というようなことだ

というふうに考えております。 

ただ、そうは言っても、当然、経過的には痛みを伴うということがあるわけで

すが、トンネルは短ければ短いほどいいにこしたことはないので、その意味でも、

皆様御存じのシュンペーターの「創造的破壊」という言葉があるわけですけれど

も、その破壊は必要なものは勿論それが必要なんでしょうが、創造の方も是非と

も活性化ということで政府に進めていただきたいというお願いであります。これ

が極めて一般的な話ですが、第１点目です。 

第２点目は、これは言わずもがなのことですが、マクロ経済というのは図体が

でかいわけですから、だれも直接見ることはできないということで、すべての経

済の議論の前提は、やはり経済が現時点でどういうふうに動いているかというこ

とをできるだけ正確につかむ。これは言うのは簡単なんですが、これがなかなか

大変なことなわけで、現在どういうふうに動いているか、近未来でどういうふう

に動くかということに関しては、今後とも是非とも、これは内閣府あるいは我々
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民間人にも関わる重要なことだと思うんですが、こういうことに精力を使いたい

というふうに考えております。 

（竹中議員） ブレーンストーミング、議論したいことはたくさんあるんですが、ち

ょっと時間の制約もございます。 

今までの議論に関して総理、官房長官、何かございますでしょうか。 

（塩川議員） 本間先生のおっしゃっている14年度単年度予算というものは、中長期

的な中に含み込んでいくべきだというお話しでございましたね。単年度、単年度

だけでつないでいくとイレギュラーが起こってくるということですね。そうしま

すと、大体、中長期的期間というものは、スパンは大体どのぐらいのことですか。 

（本間議員） 大体各国の事例を見てみますと、４年から５年ぐらいが一般的でござ

いまして、その中で、私はやはり小泉新政権、本格政権ということで、そのぐら

いの部分のことを念頭に置きながら、経済運営をしていく。そして、単年度の部

分と経済のずれというものをローリング的に動かして、整合的に運営をしていく、

こういうフレームをつくっていくということが重要だろうと思いますし、我々と

一番似ている国というのはイタリアでございますけれども、イタリアではこうい

うようなやり方、４年で回しているということでございますので、やはり我々一

過的にやっていったときの時間的な合理性というものをこれからは保っていきま

せんと、国民がなかなか信頼をしてくれません。国民がよくわかっている、そう

いう合理的な存在として認識した上でやるということが必要ではないかという感

じがいたしますけれども。 

（竹中議員） 非常に有益な御意見をありがとうございます。塩川大臣から御指摘が

ありましたように、今日は国民のメッセージという面をちょっと強調したメモで

したけれども、その背後にはやはり財政への切り込みというのが大変重要である

ということはもう間違いありませんので、そのような内容のものを次回是非出し

たいというふうに思います。かつ、片山大臣、牛尾議員、何人かの御指摘にあっ

たように、平板な議論ではなく、ちゃんとしたメッセージ書を出すということは

大変重要なことであるというふうに思っております。 

更には、本間議員が御指摘になった、一種の時間、タイムフレームでの議論と

いうのはやはり大変重要だと思いますので、次回までに是非皆さんなりに、これ

も皆さん常にお考えになっていることだとは思いますが、イメージをつくってお

いていただきたいのは、不良債権を２年ないし３年で処理するということを建前

にしていますが、その不良債権処理のプロセスで一体日本経済にどのようなこと

が起こるかという１つのイメージ、これは大変難しいのでありますけれども、や

はり責任を持って経済を運営するという観点からは、やはりこの御議論は詰めて

しなければいけないのではないかと思います。その上で、恐らくどこかの時点で

プライマリーパランスというものを目指すわけでありますけれども、そのときに、

一体どのぐらいの期間であればよいのだろうか。民主党は５年というふうに言っ

ているわけですけれども、多分フォーシアブルフューチャーというのは５年だと

思いますけれども、以前、本間議員はたしか経済戦略会議のシナリオに対しては
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そんなに早くできるものではないという議論をなさっていて、多分、計算からい

くとそういう議論も多分出てくると。しかし、国民に対する責任というメッセー

ジ性もあると、その辺のタイムフレームのイメージを皆様に是非ちょっと考えて

おいていただきたいというふうに思います。 

相前後しましたけれども、確認しておきますけれども、６月を目途に骨太の方

針をとにかく策定するということでありますので、この５月、６月に、今、事務

的に考えておりますのは４～５回集中的にこの会議を開催して審議を行うと、大

変重要な会議になるというふうに思います。次回会合については、私と有識者議

員の方と相談させていただきまして、皆さんの御意見を踏まえた検討案、目次プ

ラス内容についてのエッセンスを書いたようなものを是非お出ししたいというふ

うに思っています。 

それと、基本方針を受けた検討状況というのは、担当大臣による記者会見、会

議で用いられた資料の公表等で公表するとともに、タウンミーティングでも、情

報提供を行って、問題意識をシェアするように持っていく。そして、基本方針策

定後は、それが反映される11月ごろに策定予定の予算編成の基本方針とか、中期

経済財政計画に向けて、広く内外に周知するとともに、パブリックコメントに付

して、その反応を今後の検討に役立てていく、繰り返しますが、そういうオープ

ンなディスカッション方式を考えておりますので、是非御協力をよろしくお願い

申し上げます。 

○国と地方の関係について

（竹中議員） 少し時間が押しておりますので、後半の議論に入ります。 

今回、総理と塩川大臣と私は初めてでありますけれども、皆さん御承知のよう

に、この経済財政諮問会議は４つのテーマについて今まで議論を深めてきており

ます。そのうちの１つが「国と地方の関係」、１つが「経済の活性化」、それぞ

れについて今日は報告がございます。 

初は「国と地方の関係」でありますので、片山大臣の方から御報告をお願い

します。 

（片山議員） それでは、お願いいたします。私の方から「資料５－１」と「資料５

－２」を出させていただいております。簡潔に説明したいと思いますが、まず、

地方財政のイメージを持っていただきますために、「資料５－１」の４ページを

開けていただきたいと思います。 

地方財政は、御承知のように3,300の都道府県、市町村の財政を全部総称したも

のが地方財政でございまして、私はときどきアジサイの花だというんです。アジ

サイはひとつひとつの花が集まって、１つの大きな花になっている。大きな花が

地方財政で、ひとつひとつの花弁が、それぞれの地方団体の財政だと、こういう

わけでございまして、それをまとめるものは地方財政計画しかないんです。あと

は決算でございます。 

13年度の「地方財政計画」がそこにありますが、国の予算が82兆ですけれども、

 18 



平成 13 年第８回 議事録 

地方財政のトータルは89兆3,000億であります。その経費をおおざっぱに見ますと、

給与が23兆6,500億で、この中には例えば、警察官、学校の先生、消防職員、これ

はもう人間自身が事業ですから、この関係が23兆6,000億。 

それから「一般行政経費」とありますのは、主として社会保障等でございます

けれども、これが20兆6,000億。 

「投資的経費」が27兆1,000億でございまして、そこをちょっと見ていただきま

すと「直轄・補助」というのが、９兆6,000 億。それから「地方単独」が17兆5,000 

億。この地方単独は、国の直轄・補助事業を上回りましたのは、昭和63年からで

ございまして、ちょうどバブルの全盛から崩壊して、景気対策中に地方単独事業

がどっと増えたわけであります。 

「公債費」は、そこにありますように、12兆7,900億。あと「その他」と、こう

いうわけでございますので、そこで網掛けておりますものが、国との関係の濃い

ものでございまして、国の仕組み、制度が変わらなければ地方財政単独では動け

ない、こういうことでございまして、その認識だけちょっと持っていただきたい

と思います。 

「資料５－２」の１ページでございますが「大幅な財源不足と高い公債依存度」。

平成13年の「通常収支の不足」が10兆6,000億。恒久的減税の地方への跳ね返りが

３兆4,000億。これだけの穴が、実は平成13年度あきましたものを埋めているわけ

であります。 

借入金の残高は、国・地方のトータルで666兆円と言われておりますが、地方だ

けでは平成13年度末で188兆円。 

３番目にあります「個別団体の財政事情の硬直化」では、そこに表がございま

すけれども、平成２年度と11年度とを比べますと「経常収支比率」悪化、「公債

費負担比率」も＋6.3、「起債制限比率」も上がっていると、これは個別の団体の

状況でございます。 

そこで、また「資料の５－１」に返っていただきます。１ページを開けていた

だきたいと思いますが「地方財政の構造改革」といたしまして、私どもが考えて

おりますのは、「地方自立への改革」をやると、「地方にできることは地方に」

任せていただくと、そこで「●」がありますけれども、「地方歳出の自立性向上

と適正化」と、このためには、例えば警察官は政令で決まる。義務教育の職員は

標準法で決まる。消防職員は消防６基準で決まる。これは国が決めているわけで

あります。これは是非弾力化する必要があるのではなかろうかと。 

組織機構の必置規制は相当、地方分権推進委員会の御努力等によって直ってき

ましたけれども、例えば本当に農業委員会や公平委員会が全市町村にいるのかど

うかです。アメリカ式の例の合議制の機関です。あるいは、保健所の所長さんは

医師でなければいかんと、いまだに頑張っていらっしゃいます。今、厚生労働大

臣はいませんけれども。 

国庫補助負担金に係る抜本的見直しで、例えば公共事業は教育、社会保障はこ

れは割り勘で、国と地方がお互い金を分担して仕事をやると、こういうものでご
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ざいますから、これは比率を変えるか、変えないかの議論はありますが、私はこ

れも書かなければしょうがない。問題は奨励的補助金です。国が一定の政策誘導

のために補助金を出す。これが、まだまだ２兆も３兆もありまして、ここでひも

が付くわけでありますから、中央はひもが付いたものを先にやるんです。私も中

央で予算編成を何度もやりましたが、補助金が付けば、まず 優先なんです。必

要度性はＢが高くても、Ａに補助金が付けばＡをやる。だから、選択は地方では

なくて国がやっているわけです。地方はＢをやりたいです。補助金が付いたらそ

っちへいくんです。補助金が付けばフリーパスですから、こういうものは私はや

めた方がいいと思うんです。一般財源にした方が。 

それから、特に公共事業についてどう考えるかは大きい議論でございますので、

この規模の、私はそろそろ抑制をやって中身は入れ替えるべきだというのは、私

は前からの持論でございますから、従来型の公共事業は縮減して、ＩＴだとか、

環境だとか、都市計画だとか、廃棄物だとか、そういうことに主力を替えていっ

たらどうかと、こういうように思っております。 

２つ目の「●」は「地方歳入は地方税を中心に」。後ほど申し上げますが、今、

租税全体の国と地方の割合は６対４です。国が６割、地方が４割でございますが、

私は昨日も衆議院の総務委員会で、目安を言えと、もっと具体的に言えというも

のですから、５対５だと、新聞に今日ちょっと出ておりますけれども、そういう

意味で是非地方歳入は地方税を中心にしていただきたい。それが国庫補助金や地

方交付税からの振り替えをやっていただくと。 

それから、租税負担全体を国民負担率見直しの中で引き上げるとすれば、どち

らかというと地方税にウェートを掛けていただきたいということであります。そ

の場合には、税収の安定性を備えた方がいいわけでありますが、偏在がなくて、

それは後ほど申し上げたいと思います。 

法人事業税は、今、収益課税でございまして、一種の法人税まがいなんです。

そこで、御承知のように、今の法人は65％が赤字で、35％が黒字で、35％の方が

全部法人事業税、法人税もそうですけれども、全部背負っていると、だから、少

なくとも地方は仕事が定形的、固定的ですし、受益は同じように赤字でも、黒字

でもいくわけでありますから、広く薄く負担してもらった方がいいというのが

我々の考えでございまして、そういう意味では税収中立で、負担のやり方を変え

ると、こういうのが外形標準課税でございまして、是非これは進めてもらいたい

と、こういうふうに思っております。 

下に書いておりますのは、地方税の税収ウェートが全体では33％、そこで歳出

規模と地方税収のギャップが地方交付税や国庫補助金になっている。これは地域

における受益と負担の関係をあいまいしております。だから、国からもらえばい

いんだということで抑止力が働かないと、ここに問題が１つあると思っておりま

す。 

２ページへお願いします。そこで、「地方歳出の抑制、徹底して合理化」が必

要ではなかろうかと、塩川大臣も言われておりますが、１つは「定員の削減」で
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ございまして、国の基準の弾力化等をすれば、地方の実情に応じた定員配置が私

はできるんではなかろうか。 

それから、「組織機構のスリム化」をやると、これも小規模な団体が中規模、

大規模な団体と同じような組織を持つ必要はないと、相当地方自治法を直しまし

て、弾力化しましたけれども、もっと私は弾力化をすればいいと、こういうふう

に思っております。 

ちなみに、地方公務員は今、320万人であります。国家公務員は113万人であり

ますが、これは自衛官と郵政職員を除きますと、50何万なんです。地方は320万、

それだけの仕事をやっているということでもありますけれども、参考までに申し

上げます。 

その次は「アウトソーシング」でございまして、今、清掃や給食なんかをやっ

ておりますが、私は試験研究なんかも、アウトソーシングでいいんではなかろう

かと。特に公立の試験研究機関が、同じような試験研究機関がどこの都道府県も

持って、同じようなことをやる必要があるんだろうかなと、前から思っておりま

して、こういうことの広域的連携も検討する必要があるんではなかろうかと。ま

た、「公設民営方式」をこれから導入していくべきではなかろうかと。例えば保

育所、あるいは国立大学です。私は、場合によって高校なんかも、全部公設にし

て教育は私学に任せたらいいと思うんです、公設民営で。大学は、ついでに言う

と、全部私学にしちゃって、東大や阪大やそういう大学は、例を出して申し訳あ

りませんが、大学院大学は特殊な大学にしたらいいと思うんです。そういうこと

を、思い切ってやる方がいいんではなかろうかと思って公設民営方式を書いてお

ります。 

それから、ＰＦＩは、これは法律ができておりまして、まだ活用が私はもうひ

とつだと思いますが、例えばいろんな美術館だとか、あるいは、ごみの焼却工場

だとか、そういうものはＰＦＩをもう少し活用したらどうだろうかと考えており

ます。 

それから、国の特殊法人と同じように、地方も相当な第三セクターと外郭団体

がありますので、これがほぼ赤字です。大変経営がよろしくありません。こうい

うものの統廃合をやると。 

先ほども言いましたが、地方単独事業が直轄補助事業が９兆7,000億で、地方単

独事業では17兆5,000億ですから、私はこの適正化を図っていく。特に一時バブル

前後に行われました箱物の投資や、テーマパーク等の投資は、これからも厳重に

抑制していって、基本的にはインフラの整備に地方単独の方も重点化していく必

要があるんではなかろうかと思っておりますが、その下にありますように、地方

一般歳出の７割は、国の施策に動かされる公共投資、社会保障教育でございます

ので、地財計画の全体を抑制するためには、この３分野に係る国の政府の見直し

が不可欠でございます。 

国と地方は、ある意味で一体でございますから、国の方をある程度そのままに

して、地方だけ歳出カットはできません。そのことを是非お願いしたいと思いま
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すし、地方交付税についてのいろんな議論があると思いますけれども、これは毎

年地方財政計画の策定を通じて、財源不足を補填するものでございますから、あ

らかじめ額を決めるとか、頭を抑えるというところは、これはできない私はあれ

だと思っている。全体は圧縮することをやって、交付税を抑えていくと、こうい

うことしかないのではなかろうかと思っております。 

１枚めくっていただきまして、３番目は「地方行政体制の再整備」でございま

して、市町村合併は、今大々的に推進しようということにしております。今、市

町村の数は3,224 でございますけれども、この間まで3,226だったんですが、埼玉

市ができまして、浦和、大宮、与野が合併いたしましたので、3,224になっており

ますが、これは与党が言われるように、1,000ぐらいにしたいと。できれば、合併

特例法の期限である平成17年３月末までに、できるだけ、なかなか難しいと思い

ますけれども、この数字に近づける努力をいたしたいと。全都道府県に合併パタ

ーンというたたき台をつくってもらいましたが、この合併パターンに基づく合併

後の市町村の数は、一番少なくて622。多いので1,140でございますから、都道府

県もよく考えてパターンをつくってもらえたのかなと、こう思っております。そ

れで、今、政府の中に市町村合併推進本部を３月につくっておりまして、私が本

部長で全府省の副大臣に本部委員になっていただいております。 

その次は「団体規模に応じた権限付与」でございますが、御承知のように、市

町村の中には政令市というのがあります。これは今100万か、近い将来100万にな

り得る市であります、これはもうほぼ権限・機能は都道府県並みであります。そ

の次に中核市というのをつくっておりまして、これは30万以上ですが、実際は40

～50万以上の市がある。これにもかなりな権限移譲をしております。その下に特

例市という、ちょっと複雑なんですけれども、特例市というのをつくっておりま

して、これにも権限移譲をしておりまして、こういう大きな市から小さな村まで

同じような事務権限を与えるというのはいかがかなと、そういう意味で差別化を

やっておりますけれども、今後これを更にどう考えていくのか、特に小さな1,000

とか2,000とかの町村に対する権限についてどういうふうに考えていくのかと思

います。介護保険につきましては、広域連合という形で、なかなか小さな市町村

では対応できません。そこで広域連合や一部事務組合で対応している現状であり

ます。 

「マンパワーの充実」とありますのは、合併による規模拡大によれば、人材が

集まる効果があると。ある人が調べましたら、人口30万以上の市なら国の職員を

辞めて市に行ってもいいよと。転勤がありませんから、家もちゃんと持てますし、

そういう調査結果もあるようでございますけれども、こういうことも併せて考え

るべきではなかろうかと思っております。 

４番目「地方行財政の透明性の向上」で、国の方は今法律を出しておりまして、

通れば本格的に政策評価システムを導入いたします。地方の方にも同じことをや

っていただいたらどうだろうかと。特に公共事業等に費用対効果の分析等をやっ

てもらって選択をすると、こういうことが必要ではなかろうかと。 
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それから「パブリックコメントや、情報開示の積極活用」でございまして、特

に、これから後、大変な財政負担を伴うような事業については、十分な情報開示

の下に、住民のみなさんの理解と協力をしてやると。例えば下水道事業でも、今

問題になっておりますが、過大な下水道投資を 初にやっているんです。今補助

しているんですよ、そういう例がたくさんありますから、こういうものにつきま

しても活用を図っていくと。 

３つ目が電子自治体でございまして、例えば幾つかの団体でインターネットで

入札をやっておりますけれども、こういう電子調達、入札、こういうことをやれ

ば談合の防止にもなりますし、あるいは申請届出をインターネットでオンライン

化すれば、本庁もかなり人が少なくて済むと。こういうことを進めるべきではな

かろうかと思っております。 

後に、これは今、総務省で実験的に行っておりますが「行政コスト計算書」、

「バランスシート等の作成、公表」を考えております。 

４ページは、今申し上げましたので、ちょっと５ページを見ていただきたいと

思いますが、表が小そうございますが、先ほども言いましたように、平成11年度

で国・地方の財源配分は、租税の総額は84兆2,000億。国税が49兆2,000億で58.4％。

地方税が35兆で41.6％、６対４であります。そこで、地方交付税が、この国税の

うちから一定割合が御承知のように、地方交付税として配分されるわけでありま

すが、それをやりますと、国が35兆5,000億。地方が48兆7,000億で、ちょうど６

対４が４対６に逆転するわけであります。 

更にそれを国庫支出金という形でいきますが、 終的な純計ベースでの執行は

地方が６で、国が４と38.7と61.3。実は、これはこのところこういう数字になり

ましたので、昔は大体７対３だったんです。国が３で地方が７。つい 近までは

35対65、今はちょっと状況がこうなっているんで、これが常態ではありません、

もうちょっと国の方が少なくて、地方が多いわけであります。 

そこで、地方歳入を占める地方税の割合は、先ほども言いましたが、地方税が

33.7で「地方譲与税」と「地方交付税」と「地方特例交付金」、これは東京都等

に聞きますけれども、これを併せますと、そこにありますように55になると。こ

れまでは、一般財源です。「国庫支出金」が16兆5,000億。「地方債」が13兆。こ

れは相当今、減っているんです。昔はこんなものではなかったんです。それで「そ

の他」とこういうわけでありまして、先ほども言いましたが、とにかく、自分の

責任で取るのは33％ですから、３分の１ですが、残りは人からもらうんですから。

だが、その割に受益と負担の関係があいまいで、とにかく陳情して東京から金を

持ってきた首長さんが偉いと、こういうことになるわけでありまして、そこで自

立性や責任感が伴わない。ここに問題があるんではなかろうかと思っております。

そこで、６ページでございますけれども、地方税のウェートを高めるためには、

そこにありますように、国の関与の縮減をやる必要がある。それから、税目につ

きましては、真ん中辺りに書いておりますが、御承知のように税源というのは、

所得と消費と資産なんです。所得と消費と資産をバランスよく地方税体系にも取
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り込むためには、個人住民税の充実をやると。できれば所得税からの税源移譲を

していただければ、大変いいんですが、これから塩川大臣と、また御相談しなけ

ればいけません。 

地方消費税は今、５％のうちの１％が地方消費税でございます。これは安定的

でございますので、地方６団体は、地方消費税の充実を大変熱望しております。 

固定資産税は、これは市町村税でございますけれども、これは地価の下落等に

よって伸び悩みでございますが、これが市町村税の大宗でございまして、この安

定確保は大きな課題だと思っております。 

外形標準課税につきましては、さっき申し上げましたから省略いたしまして、

もう１枚めくっていただきますと「地方交付税」であります。 

地方交付税の仕組みは御承知でございますけれども、所得税・酒税の32％、法

人税の35.8％、 近の改正で32から上がったわけであります。それから、消費税

の29.5％、たばこ税の25％、これはもう御承知のように、地方団体からの財源不

均衡の財政調整の機能が１つ。 

それから、ナショナル・ミニマム的な一定水準の行政サービスは、どこの地方

団体でも維持できるような財源を保障してやろうという財源保障の機能がもう１

つでございます。一定の計算で、Ａ市ならＡ市の基準財政需要額をはじくと100

億円。そこで標準税収入の計算の方式がありますが、これが仮に100億円にしたの

がいかんのですが、仮に100億円にしますと、市町村の場合には25％を留保財源と

して自由に使えるものを残すと、だから基準財政収入が25％取った75％ですから、

75億円になると。そうすると、この需要の100億円と収入の75億円の間を交付税で

補填してやると、こういう仕組みでございます。 

ちなみに、都道府県は80％、市町村は75％の算入率にいたしておりまして、だ

から、税をどんどん伸ばしても、結局こういう需要をさっ引かれて、余り得にな

らんではないかと。例の銀行税、東京と栃木がおやりになったときに、東京都は

不交付団体ですけれども、まるまる収入になりますが、大阪も府議会が先導して

やったんです。そのときに、交付税をさっ引かれて対した魅力がないんでと、こ

ういうことでございますが、府議会が知事を押し切りまして、知事は大分消極的

でございましたが、ああいうことになりましたんで、この辺に自己努力が反映し

ないのではないかと、行革や税収確保の独力へのインセンティブがないではない

かという議論が１つございます。 

それから、算定方法が不服だったというのが、８ページに書いておりますが、

大変総務省の役人は優秀でございますが、精緻に精緻にするんです。細かく全部

交付税に反映しようと、それは結構なんだけれども、同時に大変わかりにくくな

っております。この辺の簡素化が課題だと思います。 

もう１つは、これもよく言われるんですが、公共事業を進める、地方単独事業

を思い切って進めるために、その起債で認めた場合の元利償還を交付税で一定割

合補填しております。これが、モラルハザードを起こすという議論は前からござ

いまして、この辺をどういうふうに見直していくかということが１つございます。
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それから、先ほども言いましたように、特に地方単独事業でそれをやりますと、

箱物その他、そういうことの投資が行われてきたというのが現状でございます。 

９ページは、合併のことを書いてございますが、これはもう既に説明いたした

んで省略いたしますが、我々は今申し上げましたような危機意識を持って、地方

財政の構造改革に取り組もうと、こう思っておりますので、よろしく御指導を賜

わればありがたいと思います。 

以上であります。 

（竹中議員）  ちょっと時間の関係で補足説明は、特によろしいですね。十分にお話、

今大臣からいただいたと思いますので、民間の議員でこの問題を担当しておられ

ます本間議員と、牛尾議員からも御発言があります。お二人で10分ぐらいでやっ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（本間議員） それでは、私の方から、お話しさせていただいて、牛尾議員の方から

補足的にコメントをしていただきたいと思います。 

お手元に６－１、６－２、６－３という３つの資料を提出させていただいてお

りますが、この制度の中身につきましては、もう片山大臣が周到にお話をしてい

ただきましたので、これは割愛をさせていただいて、メッセージ性の部分のとこ

ろをまとめました「資料６－３」に基づきまして、お話をさせていただきます。 

まず、 初に「問題意識」であります。この公共部門、政府の制度というもの

が、右肩上がりのときにはうまく機能したけれども、現在では全く機能障害に陥

っているということは、地方行財政におきましても例外ではないと。この問題は

本質的に解決をいたしませんと、経済活力がますます喪失をし、地方の疲弊が起

こるだろうという問題意識を持っております。 

そのことを助長した大きな原因は、この現行の国と地方の行財政関係というも

のが、過度に国に依存をし、そして個性を地方で失わせるという結果を生み出し

たということであります。これは、今片山大臣が御指摘のとおり、交付税、ある

いは補助金という形で巨額な財政移転が、国から地方に行われるプロセスの中で、

言わば、貧乏競争、貧困競争が地方自治体間に行われているモラルハザード、つ

まり現在のシステムに沿って忠実に頑張れば、全体としては、過度の依存と個性

の喪失を生むという本質的な問題であります。このモラルハザードをどのように

克服をするかということが、非常に制度設計を再考するに当たっては、重要な点

だということであります。 

この過度の依存と個性の喪失は、まさに陳情合戦という形で、国と地方の歳出

規模を大きくし、財政赤字を拡大させる方向に寄与してきたというのが、これま

での動きであります。 

例えば、地方交付税を例にとりますと、先ほどの大臣の御説明の中にございま

したとおり、国税五税の一定割合を交付税の原資として、これを担保するという

ことになっておりますが、90年代に入りまして、景気対策ということを通して国

の施策を地方に請け負ってもらうインセンティブをどのように与えるかというこ

とで、さまざまな措置がなされたところであります。 
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この結果として、大胆に金額を分けますと、本来の原資は３分の２強。そして、

国債、地方債で財源を充当しているところが、３分の１弱と、こういう形で、実

質的に地方行財政というものが拡大をしたと、こういうことであります。 

しかも、その弊害は量的な問題だけにとどまることなく、補助事業の比率を圧

倒的に高め、地方自治というような状況が言葉では言われておりましたけれども、

結果的に90年代は、これまでの高度成長期の状況を加速させ、悪化させたという

のが現実であります。これをどのように我々が解決をしていくかということが非

常に重要なポイントでありますし、30兆円の国債の制限をして、それを悪知恵を

出すとすると、地方債でこれを増大させるという政治的な抜けがらにするという

ことは技術的に私は可能なのだろうという具合に思います。 

しかし、そういうことがあっては、クレディビリティーというものは非常に欠

けていくだろうと、これは国債の上限と、地方債の上限というものはリンクをし、

国と地方が併せて合理化をしていくというスタンスを国民に見せなければならな

いんだろうと思います。 

そこで、改革の方向でありますけれども、これは御承知のとおり日本は、均衡

ある国土の発展という形で、ナショナル・スタンダード、ナショナル・ミニマム

を極めてリジッドに守り、あまねく公平というコンセプトの中で、津々浦々まで

ほぼ同じ行政サービスを実現をしたということがございます。 

こういうような状況の中から、実は箱物行政の問題が指摘されており、つくっ

た上で公務員の勤務条件を維持するために五税で占めると、こういうようなこと

が日常化をしていき、そうしてその箱物のフローの利用というものが妨げられて

きたというのは、 近は大分改善をされておりますけれども、過去にはあったと

いうことでありまして、こういうものを考えますと、いかに均衡ある発展から競

争、そして個性ある自治体に対して脱皮していくというインセンティブを、この

変革の方向性として私は打ち出すべきだろうと思っております。 

そのことは、言わば、おんぶに抱っこ、過保護、過干渉という国と地方の関係

を、これを稀薄にしていくと、自立自助の精神というものを織り込んで、自らの

判断と、自らの財布によってこれを賄うという、タックスペイヤーにおける納税

と受益の関係を直接的にリンクするということが、非常に重要になってくるのだ

ろうと考えております。 

そして、それと同時におんぶに抱っこでやってまいりましたから、ある意味で

一生懸命やりながら、国の顔色を見て、住民のニーズを把握するという意味では

だめ息子になってきたという、地方の行政上の能力の、言わば喪失・低下という

ものがございました。これをどういう形で能力を高めていくか、財源だけを移譲

するというだけでは、恐らく問題は解決できずに、地方自治体の能力形成をどう

いう形で向上させていくかという、そういうことを考えてまいりますと、単に行

財政のコストの節減という観点だけではなく、言わば地方自治体の能力を高めて

いくために、標準的な自治体を想定し、その中における、言わば能力の蓄積とい

うものを、この人材面からも補強していくということが、これが重要になってこ
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ようかと思います。その点で、大臣が御指摘のとおり、市町村の再編というもの

はコスト及びマネージメントの両面から避けて通ることはできないだろうと。し

かも、県と市町村の関係というようなこと、垂直的な問題についても、恐らく我々

は視野に入れながら議論を展開せざるを得ないのではないかという具合に考えま

す。 

そのことが、制度との関係で申し上げますと、実は合併を市町村はしたがらな

い、地方自治体はしたがらないという言い方がされます。民主的な意思決定の下

では、民意こそ大事だと、こういう言い方がされるわけでありますが、その原因

は分割すれば、財政状況が悪くなれば、地方公共団体に完全補填をするという地

方交付税制度があり、言わば、貧困競争の結果として、そのような意向が出てく

るわけでありまして、これに対しての合併に向けてのインセンティブ供与という

ものは、これは十分に考えていかなければならないポイントであります。具体的

には段階補正というようなものをどう考えるかというようなことも出てこようか

と思います。 

第４番目のポイントでありますけれども、地方交付税の改革、これは大臣の御

指摘のとおり、やはり複雑であります。これに対して余りにも客観性というもの

を重視する余り、複雑怪奇にしながら個別の状況を調整係数という形で、この全

体の中でこれを考慮するということでありますけれども、笑い話でありますけれ

ども、その調整係数を上げて得られた金額よりも、市町村がかけて、議員、ある

いは知事等、あるいは職員等が東京に出てきた旅費の方が大きかったというよう

な笑い話すらあるわけでありまして、こういうメカニズムは是非直していく必要

があるんだろうと思います。 

今ひとつは、地方の負担意識が非常にこれは稀薄にするということは、大臣が

御指摘のとおりであります。例えば、私、 近地方公共団体からヒアリングをし

たときに、いい地方債と悪い地方債があるということを首長さんからお話を伺い

ました。どんな区別なのかということを御質問いたしましたら、国の財政上の保

障がある地方債はいい地方債だと、これに対して自分たちで自主的に発行する地

方債は悪い地方債だと、こういうような御指摘を受けまして、びっくりしたとこ

ろであります。まさに、これはモラルハザードを生み出しておるわけでありまし

て、そういう意味におけるインセンティブを排除していくということか必要であ

ろうと思います。 

勿論、これは現行の制度に忠実であるということ、一生懸命になるがゆえの問

題点でありますので、これを本質的に克服するためには、地方税の充実、これは

自立自助というものを前提にし、能力の向上というものを向上させるためには、

この問題を避けて通るわけにはいかないだろうと、その意味で地方税の改革の論

議というものは是非早急に進める必要があるのだろうと思います。 

いずれにいたしましても、議論は往々にして、国中心の議論になるということ

が、これが傾向としてあるわけでありますけれども、地方も一体にして、これを

議論しなければ、やはり新政権における問題の所在の指摘と、メッセージ性への
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発信にとっては、国民が住民として、一番実感するところでありますので、是非

国と地方を併せて改革の論議の中で位置づけていくことが必要だろうという具合

に思います。 

私の方からの報告は、これぐらいにさせていただきます。 

（牛尾議員） もう、片山大臣と本間さんで尽きていますが、６月に完成しなければ

ならない14年度の骨太の政策の中で、国と地方の問題の今の提案は、避けて通れ

ない問題点。国の場合には、割と間接的な痛みでありますけれども、地方の場合

は直接痛むわけですから、相当悲鳴が上がると思うんです。しかし、これをやら

ないと歳出は減らないわけですから、だからそういう点では、小泉路線を実現さ

せるためには、相当痛みに耐えて協力して欲しいという、国民の総意と参加をど

う得られるかということが非常に重要なポイントになってくるだろうと。 

１週間ぐらい前に、塩野七生さんから友人を通じて助言がありまして、要する

にベルルスコーニが勝ったのは、やはり４年先に向かって、こういうことをする

んだという約束をしたと。それを実現できなかったら自分が責任を取ると、その

ためには今耐えて欲しいということを言ったわけです。日本では、小泉さんのこ

とを塩野七生さんは非常に丁寧に観察をして、同じ方向に進んで非常に歓迎して

いると。しかし、どちらかと言えば、具体的になればなるほど、やはり痛みを見

せないようにしようという、総理も初めは、構造改革を実現するためには、あえ

てマイナス成長も怖がらないという発言が、だんだん周りから言って、そういう

気持ちだというようになってきて、やるわけではないよということを言わないと

党内でも収まらない危惧があるけれども、それを言ったらだめだと。やはりその

ときは竹中さんの名前も出たそうですが、小泉さんと、竹中さんは、痛みをきち

っと国民に訴えて、それに耐えてくれと言わないと、これは文化の問題だとおっ

しゃったそうです。 

経済人は、そういうことを言いたがらないと、しかし、総理は文化を非常に理

解していらっしゃるから堂々と言えるわけだから、そっちの方を主軸にして、や

はりベルルスコーニは勝ったと、今度のイタリーのサミットでは、アメリカと英

国とイタリーと日本が市場経済を全面的に出す方だし、それに対して他の３国が

やや社会主義的であるので、大勢としては、結局アメリカの方の流れが主力を占

めると思うので、どうかその痛みを訴える、またこれも地方自治の問題は一番き

ついわけですから、これをどう乗り越えるかというのが、今度の14年度の勝負に

なるということを塩野七生さんがおっしゃったそうであります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（片山議員） 今、本間先生と牛尾さんからのお話があったんですが、地方も痛みを

耐えるのはやぶさかではありませんが、今、 初に見ていただきましたように、

ストレートに国とつながっている経費が７割なんです。地方単独事業も国の公共

投資の地方計画に全部繰り入れられているんです。道路でも、河川でも、港湾で

も、そこのところをしっかりやらないと、１つの地方の責任ではない。少しはあ
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りますよ。そして今までも、景気回復を国の公共事業は伸ばせないから、単独事

業でやってくれと、各省も自分のところのこれは、なかなか予算が付かないから、

多分、地方の方でやってくれと、こういうことで、地方が利用されてきたことが

あるでしょう。私はこれだけ我が国が、奇跡の経済成長を行い、これだけ豊かな

国になり、しかも、ほぼ均衡が取れたというのは、戦後地方自治制度を導入した

からですよ。私は、その効用は大いに認めないといかんと思う。ただ、やはりマ

イナス点、問題も出てきたから、それをどうやって直して、本来の正しい地方自

治にするか、やはり地方分権というのは、私は21世紀の大きなテーマだと思って

おりますので、その辺はひとつ温かいというところも、厳しく、かつ温かく。 

（塩川議員） それで、１つ申し上げたいことがあるんですけれども、まず片山さん

のおっしゃる中で、合併の量が1,000 と言っていましたね。 

（片山議員） 今、3,200 ぐらいですけれどもね。 

（塩川議員） それちょっと小さいんじゃないかと思うことが１つ。ということは、

やはり地方自治とか行政能力というものは、人口30万ぐらいにして、300ぐらいが

いいんじゃないかということが１つです。 

もう１つ、合併のガイドラインというものをつくりませんか、もう何遍もこれ

言っているんだけれども。 

（片山議員） それがパターンです。 

（塩川議員） いや、そうじゃなくて。合併したら、例えば議員の任期は今２年にな

っていますね、それを１期伸ばしてあげると、それで合併した後、市町村の借金

全部ひっくるめて、全部トータルして30年無利息で貸してあげると、そういうよ

うに切り換えて楽にさせてあげるとか、それが１つ、合併のガイドラインをひと

つつくってほしいということです。 

もう一つは、基準財政需要額を絶対見直さなければだめです。これは、シビル

ミニマムに、それからナショナル・ミニマムがごっちゃになって、そこに補助金

が働くわけです。それで、むだなものが随分あるんです。 

１つは、補助金とか、いやいや保育園だとか、それから児童相談所とか、そん

なのだけではなく、学校の問題もありますし、だからシビルミニマム、それから

ナショナル・ミニマムも一回合体して、これをスリム化してください、そしたら

基準財政需要額が減ってくる、基準財政需要額が減ってくれば交付税が減ってく

る 

（片山議員） いや、何度も言うように国なんですよ。公共事業、社会保障、教育な

んですよ。 

（塩川議員） だから、国を減らさなければしようがないから、だから国のシビルミ

ニマムを減らさなければならない。そして、機関委任事務です。機関委任事務は

もう国も。 

（片山議員） 機関委任事務は去年からなくなりました。法定受託事務と自治事務で

あります。 

（塩川議員） なかなか、包括して受けられないでしょう。 
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（竹中議員） ありがとうございます。もう１つ、ほかにテーマがありますので、こ

の問題に関してちょっと平沼大臣に御発言をいただいて、次にまいります。 

（平沼議員） 外形標準課税に関して、小泉内閣としましては、これから不良債権の

処理を進めていくに当たって、雇用対策ということが重大な政策課題になってい

るわけです。そうすると、この地銀に対して課税を行うような、加算型の外形標

準課税というのは、中長期的に見ると経済成長を支える、そういう観点から言っ

て、非常に雇用に対して大きな影響が出る可能性があるわけです。 

ですから、牛尾議員のまとめられた中にも、外形標準課税、それは進めるべき

だと書いてありますけれども、安定財源の確保をはじめとする地方財政問題につ

いては、やはり国、地方の税財政全般にわたる見直しを行う中で、例えば消費税

でありますとか、控除型の付加価値税なんかについて検討を行って、そして地方

の自主財源を充実させることが、やはり本質的な解決の道ではないか、やはり赤

字法人等に全部掛けると、非常に今の段階では、私は影響が大いんではないか、

そういう危惧をいたしておりますけれども、その辺について御意見があったらお

聞かせをいただきたいと思います。 

（竹中議員） それでは、手短にお願いいます。 

（本間議員） 牛尾議員の方からお話出ましたけれども、イタリアと我が国は非常に

よく似ておりまして、あそこは小さい国が一緒になった国でございますから、９

割近く国から財源を地方に移転するようなことまでやっていたわけですけれども、

90年代に入りまして非常に変わっておりまして、標榜が２つございます。コンペ

ティティブ・フェデラリズム、つまり競争的連邦主義、もう１つは地域のソリダ

リティー、連帯、連携、この２つを標榜しながら、国の財源というものを地方に

移し換えるということをしております。 

今の平沼大臣に反論するわけではもうとうないんですが、１つのイグザンプル

として、企業の課税の部分のところをやめて、IRAPという、これ外形標準であり

ます、まさに減価償却と売り上げ部分は控除できますけれども、結果として利潤

と賃金に対して掛けるようなことをやって、自主財源としている。こういうよう

なことは、恐らく我々自身も検討する必要があるんだろうと思います。消費税と

どういう具合にするのかというような問題は、勿論選択肢ではあろうかと思いま

すけれども、幅広く議論するのが私はいいのではないかと思います。 

（片山議員） 平沼大臣に一言だけ、税収中立ですよ。増税ではないですよ。それで

赤字法人は、大体年間４万円から５万円なんです。法人税を負担していただくと

しても、広く薄くなんです。そこで、経済団体や中小企業団体の是非理解を得な

さいと、よく話して、そんな無理なことをやっているつもりは全くないです。 

（牛尾議員） 基本的には、赤字法人が税金を払わないのは間違いだと、応益的です

ね。 

（片山議員） それで固定資産税は払っているんですよ。 

（牛尾議員） それは土地を持っているからね。だから、企業活動していて、従業員

がいるということについて、一番便益がかかるわけですから、そういうところに
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払おうと言うんであって、中身はいろんな議論があっていいという考え方なんで

す。 

（塩川議員） だから、法人の住民税をうんと上げたらいいんですね。 

（牛尾議員） 経団連なんかそういう言い方していますね。だから、考え方はいろん

な考え方であって、人件費に掛けるのはよくないというふうに言うところまでは

ないというわけですね。 

（竹中議員） ありがとうございました。この国と地方の問題というのは、小泉改革

のある意味でエッセンスみたいな部分があると思います。イメージは、例えば片

山大臣は受益と負担、自立の責任という言葉を使われました。同時に簡素化とい

う言葉も使いました。本間議員、牛尾議員は、個性ある地方の確立という言葉を

使われて、要するに、イメージとしては同時に地方の効率性、創造性に対しては、

ディスインセンティブを与えるようなシステムになっている。恐らくイメージは

全くある意味で共通しているんです。ただ、そこに至る道筋について、どこでト

リガーを引くかということに関しては、まだちょっと議論は成熟してないという

ことなのだと思います。是非この点は、今の平沼大臣の御指摘も含めて議論を詰

めてまいります。 

○経済の活性化について

（竹中議員） 時間の関係で、急いでもう一つのテーマの「経済の活性化について」

の審議に移りますので、これは牛尾議員の方から先般発表された、雇用拡大専門

委員会の報告等を中心に御発言をお願いします。 

（牛尾議員） では「資料８－１」と「資料８－２」がありますが、要約しておりま

す「資料８－１」のみを手短に御説明申し上げます。下に線のあるところだけを

読みます。 

いわゆる雇用創出型の構造改革という点は、従来から言っておりまして、就業

者、雇用者の数を増やすことが、経済活性化対策につながる。またそれがサービ

ス分野の活性化にもつながると言われておりまして、前向きの雇用創出型の構造

改革が不可欠である。雇用の流動化を促進しつつ、人々の持つウォンツに答える

多様なサービスを提供すること、それが経済活性化の好循環を生み出すという発

想であります。 

第２が「500万人の雇用創出による生活の向上と経済の活性化」。これから５年

間にサービス部門を中心に500 万人の雇用創出を期待する。高齢化・少子化、成

熟化が進む経済社会の下で、安心と便利と快適さを楽しむことができる社会を目

指す。そして、やはり先進国の雇用構造の変化は、サービス化の進展が特徴であ

ります。特にアメリカは非常にそれが進んでいるんです。これは移民が多いとい

うことも、１つの要因でありますが、この「参考」にありますように、米国71％、

英国67％、フランス64％、日本60％という数字であります。 

これは、別添の３ページに資料がそのまま付いておりますので、御参照願いた

いと思います。 
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３番目は「サービス産業雇用創出の例示」として、まず成熟社会においては、

人間資本、住宅、金融資産、産業資産というように、社会の資産ストックが蓄積

した社会では、資産の使用価値を高める時代であり、この資産の活用のためには

多くのサービスが必要だという考え方に立っているわけです。 

先進諸国では、第三次産業は趨勢的に増加をして、日本でも1980年代は2,820

万人から 3,470万人、650万人のサービス産業雇用が10年間で増えました。2000

年には3,890万人で、1990年代からは400万人増大でした。今度我々は５年間で500

万人ということは、2000年代でほぼ800万から1,000万を望む雇用の転換を考えて

います。成長可能性の高い分野、またそういうものは別添資料の２と３を御参照

お願いいたいと思います。 

特に３は、これはマッキンゼーや野村総研などの協力を得て、アメリカとの対

比を考えながら想定した数字です。この背景には、かなりの資料がありますが、

こういう内訳で１から９までで530 万という雇用の拡大のプランが出ているわけ

であります。 

２ページ目の「・ 地域の雇用創出」という欄を参照願いたいと思います。サ

ービス産業の雇用が全国各地の地域において創出されることが重要である。財政

運営の自立度を高めることが非常に不可欠であって、そういう意味では地域固有

の資源の潜在的利用価値の再認識による健康・居住・ケア等のサービス産業の雇

用創出、情報化を生かした地元企業の競争力の強化も非常に可能性があるという

ことです。 

「・  民間活力を発揮させるシステム改革」として、いわゆるＮＰＯを含めて、

民間活力を効果的に活用することが非常に大事だということです。情報の提供と

参入障害の撤廃による、事業者間の競争と消費者の自由な選択を拡大する。政府

は、情報開示の義務づけと監視による、間接もしくは事後規制によるサービスの

質の確保が大事だということです。この中には、片山大臣がおっしゃった、公設

民営型のものが非常にサービスを拡充するという発想があります。公設民営で、

サービスの内容は政府並びにそれを享受する消費者が監視をするという方法であ

ります。 

また、起業の環境整備、効率的・機動的事業展開を可能とする、制度インフラ

整備が非常に重要だということです。また、サービスにおいては、潜在的ニーズ

を掘り起こすためには、労働時間の短縮を進め、暮らしにおける時間的なゆとり

を取り戻すことが非常に重要であり、時間にとらわれない弾力的な働き方が必要

である。これは、あらゆる時間に自由に働けるような制度的な枠組みをつくらな

いといけないという発想です。 

「・ 雇用構造の転換を進めるシステム改革」として、現在いろんなことを書

いておりますが、本文の方を見れば、大体40部門ぐらいにおける規制と制度改革

を行うことが、この改革については条件になってくる。これは、もう一度きちっ

とその辺をまとめまして、総括的には官房長官の下に、また部分的には各省に、

こういう規制の緩和をしてほしいという申し入れをする。そして、それを推進す
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るというのがこの内容でございます。 

今日は、実は一覧表をつくってみたんですが、余りにも過激な印象を与えるの

で、今日提出することを見合わせました。ただ、530 万人を実現するためには、

相当規制撤廃と制度改革をすることが必要だということを頭に入れておいていた

だいて、６月の経済活性化ではそれを明示したいというふうに考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。この問題に関連して、石原臨時委員と坂口臨

時委員の方から御発言をいただくことになっております。 

（石原臨時議員） 私の方は総括的なお話になると思うんですけれども、今、牛尾議

員から530 の規制緩和と、先ほど制度改革を伴ったものという御指摘がございま

したので、それを引き取らせていただきまして総合規制改革会議で、重点項目に

させていただきたいと考えております。 

１点だけ、なかったことで是非私が考えていることをちょっと申し述べさせて

いただきたいんですが、雇用の拡大、サービス業への職業の移転は、大多数の部

分で賃金の低下をもたらす部分があると思うんです。そこの部分も実は今と同じ

生活が確保できるか、どの程度サービス業に移転することによって、収入に変化

があるのかというところも明示しないと、またさっき本間先生がおっしゃられた

幻想を振りまくということになるのではないかというような気がしております。

規制改革だけによって、完全にバラ色の社会が来るわけではないというものも、

御留意をいただきたいと考えております。 

（坂口臨時議員） それでは、厚生労働関係の方を、少しだけ発言させていただきま

すが、私の方もこの第三次産業を中心にした雇用の創出というのは、これは今ま

でからずっとやってまいりまして、これはやはりもう少し頑張らないといけない

と思っています。アメリカが70％、日本が63、64％でございますから、もうちょ

っと日本もここはやれるんじゃないかというふうに思っておりまして、私のこの

厚生労働の分野でございますと、ゴールドプランでございますとか、エンゼルプ

ランでございますとか、そうしたところで、40万ぐらいは大丈夫というふうに思

っております。今から16年までですから、４年の間にですね。だから、年間９万、

ちょっと頑張れば10万、その大台には乗せることができるだろうというふうに思

っております。 

もう１つは、いわゆるミスマッチの問題でございまして、ここのところも、い

ろいろ聞きますとＩＴのところは、いろいろ言うんだけれども、まだ本当に足り

ない、まだまだ足りないというふうに、その道の方はおっしゃっていただきます

ので、まだここはかなりミスマッチの解消に励めば、いけるんではないかという

ふうに思っております。 

そうは言いますものの、このミスマッチのところは、訓練をどういうふうに行

っていくかということがございまして、いわゆる職を失ってからの話もございま

すし、それから現在務めております間に、職業能力を拡大をしていく、あるいは

広めていくということもございますので、その両方で能力を広げていくというの
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を、もう少しやらないといけないというふうに思います。 

それから、今、御指摘をいただきました中で、少し我々が今までやってまいり

ましたことと違いますのは、雇用保険の部分でございまして、雇用保険はどちら

かと言いますと、いわゆる非自発的、解雇されましたところに手厚くというのが、

我々の今までのいき方でございました。御提示をいただいておりますのは、そう

ではなくて、自分から進んで辞めたところにも、もう少し雇用保険を付けろとい

う御意見があるようでございまして、ここは我々が今まで考えてまいりましたの

と、若干意見を異にするところでございまして、ここをどうするかというのが、

これからの課題になろうかなというふうに思っております。 期間とか、そうし

たこともあろうかと思いますが、今、ようやく330 日にしたところでございまし

て、これをまだ更に伸ばすのか、伸ばす前にこの率を今の６割ないし７割という

ところを、４割とか５割というふうなところに下げるのかどうかという問題もあ

ろうかというふう思います。 

労働者派遣制度、あるいは有期雇用のところは、新しい分野でございますので、

この派遣制度のところは、今は１年こっきりでございますが、１年こっきりでは

なくて、ここを２年、３年にやはりして欲しいという御要望がかなり多いのと、

今、製造業はまだ入れておりませんから、この製造業も入れて欲しいという御要

望がかなり多いです。しかし、連合辺りは猛烈な反対をいたしておりますので、

この辺のところをどうするかという問題がございます。 

今、御指摘をいただきました問題の中で、一番難しいのは、いわゆる病院に関

わりますところでございます。この保育所でありますとか、あるいはケアハウス

の問題でありますとか、介護の問題でありますとか、そういうところはかなりよ

ろしいわけでございますが、病院のところの、例えば株式会社の参入でございま

すとか、償還払制の導入でございますとか、こういう御提案をしていただいてお

りますが、ここのところが病院は量的には今、満杯なものでございますから、こ

の満杯のところに更に入れるということになれば、ここが更にふくらむというこ

とになってくるが、医療費全体を抑えなければならないというときに、一体どう

するかというような問題も実はございまして、非常に難しいなというふうに思い

ながら、今、省内でも検討をしているところでございます。 

そうした点が、非常に大きな点といたしましてはございますので、そうした点

をひとつよく理解をさせていただきながら、今後更に詰めていきたいというふう

に思っております。時間もないようでございますから、ちょっと端折りましたが、

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、奥田議員、牛尾議員。 

（奥田議員） 今、病院が満杯というお話がございましたけれども、病床数から言う

と150 万床ということで、世界で日本は一番ベッド数が多いと、それに結局人が

満杯でいるということは、とりもなおさず裏返せば、自宅で介護ができない、あ

るいは自宅で手当てができないということで、結局住宅政策の問題に引っ掛かっ

てくると思うんです。 
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そういった意味で、病院の満杯の問題というのは、やはり医療と介護の切り分

けの問題と、それから住宅政策と言いますか、要するに、広い家であれば長野県

みたいに連れて帰れる。ところが、東京ではとても連れて帰れないから、病院に

置いておくというような結果が結局出ておるわけだと思います。だから、住宅政

策と関連して、そこらはやはり考えていかなければならぬというふうに思います。

（牛尾議員） 今、大臣御指摘の医療サービスの拡大のところは、一番やはりデリケ

ートなところなんで、これが増えるとかえって健康保険料が増えるんじゃないか

という説もあるんですが、実は保険外収入をもっと増やそうという案が、まだこ

こへ書き入れていませんが、出ているわけです。非常に多忙な人は予約制を取ろ

うと、予約料3,000 円もらおうじゃないか、これは医療外収入になるわけです。

それを巡って、いろんなシステムで雇用が生まれてくるとか、そこに第三者評価

の促進で診断に対する不安感があって、それをだれかに取りたいと言えば、これ

も保険外で取ったらどうだと、要するに、保険外でも払いたい人は結構いっぱい

いる、事実それは裏でつけ届けをしたりして、そういうことがもう横行している

わけですから、それをみんなオープンにしてしまう、それは保険外収入として、

そこにサービス業というものをくっ付けると。いろんな多様な議論をしている真

っ 中で、それが漏れるとその度に医師会から面会を申し込まれるという怖さは

あるんですけれども、これはおっしゃるとおり、非常に慎重に今後もよく議論し

たいと思います。 

１つ言い忘れていたのは、総理がおっしゃった雇用問題の中で、雇用の流動性

というものに関して、これは当委員会はサービス業の活性化と雇用の拡大という

ふうに絞られているんで、雇用の流動性に余り触れなかったんですが、日本には

低生産性の分野から高生産性の分野に、資金と人材を動かすことが活性化の基本

なんです。これで経済に通用するんです。その雇用の流動化という習慣がない、

優秀な人は入社して終身雇用でおる人が超一流で、ぐるぐる回るのはちょっと落

ちるんだという感じの文化環境があって、しかし 近それが非常に変わってまい

りまして、生産性が低下して業績が悪化する企業は、若い人が早々と自主的に辞

めるわけです。失業というのは、ほとんどは会社に見切りを付けて先に行く、し

かし高齢者はとことん首を切られるまでじっと会社にぶら下がっているというの

は、やはりそういう流動に慣れていないのと、日本の年功序列賃金で実力よりも

収入が高い場合には移動しないわけです。若い人は実力よりも収入が少ないから、

どんどん見切りを付けて移動する。そういう意味では、雇用の流動性の環境をど

ういうふうにつくり上げていくかということは、議論するべき重要なテーマなん

です。 

それは法律的な、ポータブル年金でないとか、そういう法的な問題もあれば、

文化的な障害もある。しかし、実は6,500 万人の雇用者のうち、そういう恵まれ

た雇用は2,000 万ぐらいであって、中小企業の4,500 万ははじめから自由に流れ

ているわけです。そういう意味では、厚生労働省において雇用の流動性を明るい、

雇用の流動というのは陰の道ではなくて、流動する社員こそ、サニーサイドの道
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なんだということで、特にこれからは男女ともに70歳まで働いてもらおうという

社会になりますと、50年間も同じ企業にいるというのはアブノーマルで、やはり

能力の発展段階によって雇用は平均３、４回変わるのが当たり前なんだと、真ん

中で社会人教育をする、大学にでも入るんだというのは、そういう自由な、しか

も24時間選択できるような雇用というものをつくる議論というのは、実はこの専

門会議でやっておりませんので、是非坂口さんの省で、経済産業省もそうですが、

そういうところでそういう雇用の流動性を積極的に考える方法というものを是非

議論して欲しいと思います。 

そして、この雇用の橋を渡れない人に対して、そこで始めてセーフティーネッ

トが出るわけです。低生産性で、不良債権の直接償却で企業が傷んで、失業が出

るというのは、いろんな新聞、調査機関では20万から70万ぐらいと想定されてい

るわけです。それに対して、我々がこれから１年間のうちに、何とかこの530 万

人のうちの70万人ぐらいの新規雇用を実現すれば、６か月か１年の時差で動ける

わけです。これはもうＡさんがここからこう行くように、玉突きのようにして動

いていくわけです。それをうまくやっていっても、動きたくないという、主に45

歳を超えた人の流動が非常に難しいんで、これに対するセーフティーネットとい

うものは、今後は失業保険の問題に表れてくる。そのときに、今のように非自発、

自発を問わず払っている失業保険制度に、若干の差別を付けて、非自発的に厚く、

高齢者に厚くというようなところの議論は、まだ十分展開する余地があって、や

はり有効な支出の効率化ということで考えることができるんじゃないかというふ

うな議論が出ておりました。 

以上です。 

（坂口臨時議員） 私の方はもう終身雇用こそ、 上たれというような考え方のとこ

ろでございますから、なかなかこの頭を転換するのは難しいんですけれども、こ

れはひとつ頑張ってやります。 

（片山議員） 派遣労働、パート労働については、今のこのあれですとどういう位置

づけなんですか。 

（牛尾議員） これは、派遣労働、パート労働並びに契約社員ですね。これは、契約

社員も１年以内、派遣労働も原則は。 

（片山議員） このカウントはされているわけですか。 

（牛尾議員） 勿論入っています。これは派遣労働で、パートになるのは数に入って

います。 

（片山議員） その位置づけというのは。 

（坂口臨時議員） 今、おっしゃるようにパートは1,000 万超えまして、これはもう

だんだん増えてくるもんですから、それで呼び方もいろいろで、短期正規職員と

いう用語で何とか整理できないか、短期正規職員です。もうはじめから短いと、

それがもう正規だというふうに割り切っていただくのも、これは１つの言い方だ

と思います。 

（牛尾議員） 大臣、これも税制とも関係あるんですね。要するに、奥さんの手当が

 36




平成 13 年第８回 議事録 

76万あって、130 万ぐらいのところで税金が掛かる。そういうことがあるんで、

女性は本来働くもんだということになってくると、奥さんに対する負担を控除す

るよりも、また企業も家族、奥さんに手当て出していますから、そういうものよ

りも保育費やそういうものの方を控除した方が、働く女性にはプラスになるんで

す。そういう全体の問題の中で、男女共同参画型社会のあれも込めて、男も女も

70歳まで平等に働くということだと、年金だって１名１年金制になってくるし、

すべて物事は根本から変わってくると、こういう問題は非常に解決しやすいわけ

です。 

（坂口臨時議員） 130 万も問題なんですが、野党側からしますと、４分の３を超え

ますと社会保障に入らなければならぬのですから、正規の人の１日の平均の４分

の３以上を支払うということになります。だから、４分の３以下の人だといいと

いうことだと、その４分の３というのが１つの壁になりまして、これがまた大変

なんです。 

（牛尾議員） だから専業主婦を標準と見るか、働く女性を標準と見るかというのは、

年齢層によってみんな考え方が違うんだけれども、若い人はやはり基本的に両方

とも働くということが前提になるんです。 

（竹中議員） それと世界の状況から見ると、やはり生活水準が上がれば上がるほど、

ダブル・インカムというのがむしろ普通で、専業主婦というのは一種の特権だと

いうのが、これが一種の現実なんだと思うんです。 

（牛尾議員） だからダブル・インカム・ノー・キッズというが、子どもが減るのは

しようがないということも言えるんですけれども、その辺は人生観の問題なのか。

（竹中議員） 総裁何かございますか。 

（速水議員） 今の牛尾さんの幅の広いサービス分野での雇用創出ビジョンというの

は、非常に具体的で高く評価させていただきます。構造改革というのも、結局は

資本と労働、生産要因を効率的にいかに使うか、そのためにはやはり雇用の流動

化というのは非常に大事だと思います。それを妨げるものをなくしていって、同

時に新しい雇用をつくっていくという。 

アメリカは、過去５年で非農業で1,400 万増えているんです。そのうち700 万

がサービス。サービスといっても特にビジネスサービスです、これが300 万増え

ている。こういうことは、これから日本でも大いに期待できることだと思います

けれども、何と言いますか、ソフトウェアなんかの開発とか、あるいは人材派遣

ビジネスといったようなことが進んでいけば、両方にプラスになっていくという

感じがいたします。 

（奥田議員） ただ、所得の二局化みたいなものができますね。アメリカみたいに、

貧乏人とお金持ちが大きな格差を持つということは、日本の国の場合は非常に難

しい。それは、なければならぬと思いますけれども、アメリカみたいにめちゃく

ちゃに、もう何千億も持った人と、ほとんどその日暮らしの人が同じに働いてお

って、失業率は非常に少ないけれども、内容を見れば貧乏人がたくさん多いとい

う、ああいう構造はやはり日本では取れないし、取るべきではないと思います。 
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（竹中議員） ありがとうございます。今日後半は、国と地方の話、それと活性化で

特に雇用を中心とする話をしたんですが、これはもうこれまでも何度と議論が繰

り返されてきて、ある意味では余り進んでこなかった問題だと思います。難しい

事情がたくさんありますが、しかしここらでやはり何らかのブレイクスルーの制

度改革を持ち込まない限り、実は改革にはならないわけで、この点は、今の志の

下に是非詰めた議論をしていきたいと思います。 

済みません、あと数分で終わります。 

後に、月例報告を先日行いましたけれども、もう御承知のように景気は更に

弱含んでいるというふうに、下方修正をしておりますので御報告をしておきます。

その理由は、アメリカの経済が減速する影響で、輸出が減少している。これに伴

って、生産が減少する中で在庫が増加している。雇用関係における求人や残業時

間で悪化している指標が見られるということでございます。 

それでは、 後になりましたけれども、総理から御発言をお願いいたしたいと

思います。 

（福田議員） ちょっと申し上げておかなければいけないのは、まずタウンミーティ

ングなんですけれども、これ５月中に 初のものをやろうと思ったんですけれど

も、とても時間的に準備が間に合わないんで、結局６月16日を、これ土曜日でご

ざいますけれども、第１回目ということで、今その地区の 終決定をしようと思

っております。方向としては、九州と東北ということでございますので、２つの

班に分かれることになります。それが１つです。 

もう１つは『メールマガジン』は、これは６月の初旬に第１号を出すというこ

とで準備をいたしております。 

総理の訪米ですが、これは６月に、いつかまだ決めておりません。調整中でご

ざいますけれども、これは今度は経済財政諮問会議の中身がある程度固まって、

その方向性を示せるような時期でないといけないんではないかと思っております

ので、そうなりますとそれに合わせて作業も進めていかなければいけないという

ことがあります。もしかすると、中旬ぐらいか、その辺になってくるんではない

かと思いますので、何とかひとつその辺。 

（牛尾議員） 経済財政諮問会議の回数と日を早く決めてもらった方がいいですね。 

（福田議員） そうですね。 

（竹中議員） 今日の議論を聞いても、やはり少し詰めて時間を取って議論しなけれ

ばいけないことが出てくると思いますので、是非お願いいたします。 

（福田議員） そういうことをひとつ頭に置いて進めていただきたいと思います。 

（竹中議員） 総理、お願いします。 

（小泉議長） 今日は、熱心に長時間ありがとうございました。今までやってきた議

論は、すべてあるべき改革を目指して、本当に建設的な貴重な御意見を伺わせて

いただきました。今までの議論だと、そういうあるべき改革はいいけれども、抵

抗が強くてというので、まあ仕方がないかとあきらめぎみが多かったんですが、

今回はやはりそういうあるべき改革に向かって、抵抗を排していかなければなら
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ないという意欲と決意の下に、この会議が行われているわけでありまして、これ

から短期間、６月中旬まで集中的に、是非とも今言った議論を現実的な施策に乗

せるような形でまとめていただきたいと思います。 

そして、当然抵抗があると思いますけれども、まさに「恐れず、ひるまず、と

らわれず」の意欲で、何とか実現に向けて頑張りますので、 後まで御協力よろ

しくお願いしたいと思います。本当に有意義な会合ありがとうございました。 

（竹中議員） 総理、ありがとうございます。以上をもちまして、本日の経済財政諮

問会議を終了しますけれども、運営規則の６条というのがありまして、会議終了

後は私の方から記者発表することにさせていただきます。本日の議論ついては、

３日後に議事要旨の公表が行われますので、それまでは御自身の発言を除いては、

対外的には明らかにしないという約束になっております。 

なお、本日は総理の特別の御配慮によりまして、小食堂において軽食等が準備

されておるということですので、どうぞお立ち寄りいただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

（以 上） 
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