
平成 13 年第 16 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 16  回）  

（開催要領） 

1．開催日時：2001 年 8 月 28 日(火) 17:02～19:19 

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 森山 真弓 法務大臣 

同    遠山 敦子 文部科学大臣 

同    坂口 力 厚生労働大臣 

同    尾身 幸次 科学技術政策担当大臣 

同    柳澤 伯夫 金融担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 「基本方針」のフォローアップについて 

(2) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1-1 第 14 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 1-2 第 15 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 1-3 「循環型社会に関する専門調査会」専門委員等名簿 

資料 1-4 「基本方針」フォローアップヒアリングスケジュール（予定） 

資料 2 「構造改革特別要求」の調整の進め方について 

資料 3 森山臨時議員提出資料 
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資料 4 遠山臨時議員提出資料 

資料 5 坂口臨時議員提出資料 

資料 6 平沼議員提出資料 

資料 7 尾身臨時議員提出資料 

資料 8 柳澤臨時議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただ今から第16回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日はお忙しいところありがとうございます。 

（プレス退場） 

（竹中議員） それでは、まず今日の議事について御説明いたします。本日は、「基

本方針」のフォローアップについて御議論いただきたいと思いますけれども、審

議事項に関連しまして、臨時議員としまして、森山法務大臣、遠山文部科学大臣、

坂口厚生労働大臣、尾身科学技術担当大臣及び柳澤金融担当大臣に参加をしてい

ただいております。 

また、「循環型経済社会に関する専門調査会」についてですけれども、資料１

－３にございます３名の方が専門委員として総理から任命されまして、第１回会

合が８月23日に開催され、第２回会合が９月17日に予定されているということを

御報告申し上げたいと思います。 

ご覧のように、今日は多くの議員に出席していただいておりまして、少し机が

狭いのでありますけれども、時間の関係がありますので、いつもにも増して効率

的な議事進行に御協力をお願いしたいと思います。 

第14回、15回の諮問会議の議事録につきましては、従来どおりとさせていただ

きます。 

審議に入ります前に、前回の会議において御議論いただきました構造改革特別

要求枠の内閣に置かれた諸会議等における調査のしかたにつきまして、官房長官

より御説明をいただきます。 

（福田議員） それでは、私から構造改革特別要求にかかわる内閣に置かれた諸会議

等における調整の進め方について御説明を申し上げます。お手元の資料２をご覧

ください。 

まず、各省が構造改革特別要求を予定している施策の概要を８月末日までに内

閣官房に提出いたします。この提出された施策の概要は、内閣官房が中心となり、

内閣府を始め内閣の諸会議の事務局等の協力を得て、各分野の調整の叩き台を作

成いたします。 

次に、この叩き台について、総合科学技術会議、ＩＴ戦略本部、都市再生本部

等の重点７分野に関係の深い会議、本部におきまして検討いたします。また、産

業構造改革・雇用対策本部におきましては、この調整の叩き台の検討に当たり、

同本部の中間取りまとめの観点から精査をすることといたします。 
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続いて、この各会議、本部での検討結果を踏まえ、内閣官房において、各分野

を通じた総合的な調整の叩き台を作成いたします。なお、７分野の中で特に関係

の深い会議、本部等が無い分野につきましては、各分野の調整の叩き台を私が預

かり、この総合的な調整の叩き台に盛り込みます。 

最後に、この総合的な調整の叩き台について、当経済財政諮問会議におきまし

て御審議いただきたいと存じます。その御審議を受け、内閣官房から最終的な調

整結果を各省に提示し、各省は、これに基づき９月末日までに財務省に要求を提

出することになります。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、改めまして、総理から御挨拶を

お願いしたいと思います。 

（小泉議長） いよいよ夏休みも終わりまして、これから改革は、総論から各論に入

ってまいります。いろいろ御苦労をかけますが、前回でも申し上げましたように、

「改革工程表」、これをできるだけ一般の国民に分かりやすいように提示してい

ただけるよう、格段の御努力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

○「基本方針」のフォローアップについて

（竹中議員） それでは、フォローアップについて早速審議に入りたいと思います。

先ほど財務大臣から、今日は予算陳情ではなくて、構造改革の議論でありますと

いうお話がありましたので、大変注目していると思いますので、各大臣に是非よ

ろしくお願いしたいと思います。 

時間の関係がありますので、大変申しわけないですが、６大臣に一括して最初

にお話をいただいて、後まとめて議論させていただくということで、恐縮でござ

いますが、森山議員から御報告をお願いいたします。 

（森山臨時議員） 竹中大臣、お願いいたします。 

今日は、司法制度を所管する法務大臣といたしまして、21世紀を迎えた日本に

とって、司法制度改革が社会・経済構造の改革の正否を握る極めて重要なものと

なっていることを改めて強調させていただきたいと思います。 

まず第１に、社会・経済の司法への依存度が深化していること。増加している

ということです。我が国の社会・経済は、司法への依存度を現に深めております

が、今後、更に社会・経済構造の大規模な転換を図るためには、司法機能の拡充・

強化が不可欠でございます。これまで我が国の経済におきましては、強い行政主

導によりまして、例えば、経営破綻を起こした金融機関などを健全な金融機関と

の合併や支援により保護するような運営をしてまいりました。このやり方は、日

本の戦後復興や高度成長を支えるものとして、それなりに効果的でしたが、現在

はそのような、いわゆる護送船団方式の行政主導による不透明な処理は、国際的

に通用しないばかりか、当事者の公平や手続の公正に著しく欠けるものとして、

国民の信頼を失い、株主や一般債権者との関係でも許されなくなっております。 
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その結果、最近では、日本長期信用銀行や日本債権信用銀行を始め幾多の金融

機関について、金融再生法に基づき破綻認定を行って、特別公的管理や業務の承

継等の法的処理が行われたほか、金融機関以外の企業再生の場においても、その

多くについて、債権放棄等による話し合いでの私的処理が行われてきましたが、

先般のそごうの倒産の処理に見られるような近年制定された民事再生法による法

的処理や、日本リースの例のように、会社更生法による法的処理が行われ、保険

会社についても、千代田生命や東京生命のように、会社更生法の特例法である更

生特例法による更生手続がとられるなど、各般の経済分野において、司法手続を

中心とする法的処理に依存する傾向が顕著になっております。今後、経済構造の

改革に伴い、多数の企業の再編、再生、整理等が行われることとなりますが、透

明性と公正性が強く求められる社会においては、司法的処理に委ねざるを得なく

なりましょう。 

法務省といたしましても、事後監視・救済型社会を支えるため特別のプロジェ

クトチームをつくり、倒産法を始めとする経済活動にかかわる民事・刑事基本法

制の整備を進めておりますが、社会・経済構造の改革の最終局面は、結局、司法

的処理とならざるを得ないのですから、司法がこれに耐え得るような体制を確立

することが急務であると思います。 

日本長期信用銀行や日本債権信用銀行の粉飾決算事件のような各種経済犯罪は、

自己責任の下で活動せざるを得ない国民、具体的には、株主、一般債権者のみな

らず、一般預金者や一般投資家に多大な被害を被らすことになります。さらに、

平成11年の水道管シェア協定事件のような闇カルテル等による独占禁止法違反は、

納税者や一般消費者の負担で一部業者が不当に利益を分配するもので、公正な競

争を害するものであります。したがって、このようなルール違反者に対する事後

的制裁を厳正にすべきことは、事後監視・救済型社会においては必要不可欠です。 

このように我が国の経済活動を合理的なルールと適正な競争に基づくものとす

るため、司法がその存在意義を高めていく中で、国民は自己責任原則を受け入れ、

その権利意識を一層向上させつつあり、自ら裁判所に直接に救済を求め、裁判所

による公正で実効的な解決がなされることを強く希望するようになっています。 

例えば、民事法律扶助事件数の伸びは、平成６年度までは5,000件台であった扶

助決定件数が、平成12年には２万件を超えるに至っています。最近、新たに設け

られた特定調停手続の利用件数は、施行後約１年で25万件を超え、民事再生手続

の利用件数も施行後１年で1,000件近くに上っています。さらに、個人再生手続に

至っては、施行後３か月で1,500件程度に上っており、これらの数字を見ても、国

民の権利意識の向上と司法に対する依存度の増加は具体的な動きとなって既に表

れていると言えます。 

以上のように、社会・経済構造の改革を行うためには、司法が適正・迅速に機

能し、社会のニーズに的確に応えていくということが絶対に必要な条件でありま

す。 

次に、国際的経済活動の発展と司法の関係でございます。我が国の経済活動の
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発展、とりわけ、グローバルスタンダードに合致した調和ある発展を図るために、

司法の充実が不可欠だということであります。ＩＴ革命等に伴い、我が国も諸外

国にならい、いわゆる重厚長大産業から特許などの知的財産権を中心とする産業

構造に変化しつつあります。知的財産権は法的な保護があって初めて成り立つも

のであり、知的財産権重視の産業構造に転換するためには、国際的な規模で生ず

る知的財産権に関する紛争を適正かつ迅速に解決しなければなりません。新しい

産業を育て、国際的な競争力を備え、我が国の経済活動を発展させるために司法

の充実が必要なのであります。 

また、国際的な契約においては、アメリカ法等が準拠法とされていることが多

く、さらに、特に知的財産権の分野などにおいて、日本企業がより迅速な解決を

求め、あえて諸外国の仲裁機関や裁判所等を利用するなど、いわゆる司法の空洞

化と呼ばれる現象が生じ、我が国の実質的な紛争解決機能を諸外国に奪われてい

るとの指摘もあります。これは極めて深刻な事態であり、国際社会の中で適正な

競争力を維持するため、我が国は司法機能を国際的に通用するように拡充してい

かなければなりません。 

さらに、大量消費型社会を循環型社会に転換させ、環境保護に配慮した経済活

動を実現することが国際的にも期待されております。司法は、例えば尼崎公害訴

訟に見られるように、個人の権利義務の実現、保護という個別的な救済を通じ、

環境保護の問題にも的確に対応すべきものとして存在意義を高めています。 

最後に、治安の悪化と司法の問題です。我が国は、これまで世界にも誇ること

ができる治安の良さを有していましたが、本年１月から６月までに全国の警察が

認知した刑法犯は、過去最高を記録した昨年同期に比べ16％増加し、その一方で、

検挙率は去年同期を６％下回る史上最低となっています。また、殺人事件も平成

７年と比べ約35％増加し、先般の大阪の小学校における児童殺傷事件など、これ

まで想像もできなかった凶悪事件が多発している状況にあります。さらに、外国

人犯罪等も増加をする傾向にあり、治安は確実に悪くなっていると言わざるを得

ません。自民党による生活意識に関する意識調査の結果によれば、日本の社会像

として、治安がよい社会望むとする声が90％を超え、また充実が必要な生活のテ

ーマとして、犯罪のない安全な環境を望むとする声が上位を占めるものとなって

います。 

このような我が国の社会的状況、国民の切なる声に真摯に耳を傾ければ、是非

とも刑事司法の充実が必要であります。我が国は、現在長引く不況下にあり、経

済的な再生・活性化のみが強調される風潮にありますが、幾ら経済的な発展を遂

げても、社会的な不安が蔓延している状況では、それは砂上の楼閣と言うべきも

のでありまして、社会・経済構造の大変革についても、揺るぎない治安が無言の

前提となっていることを忘れてはなりません。 

今、申し上げましたような司法の充実を達成するためには、裁判の迅速化を始

めとする制度的基盤の整備が必要であり、何よりも司法を支える人的基盤を質・

量ともに豊かなものに拡充していくことが不可欠です。このため、司法制度改革
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審議会意見書においても、司法を支える人的基盤については、行政改革を円滑に

実施する観点からも、その飛躍的な増大を図っていくことが必要不可欠であって、

そのために法的措置を含め、大胆かつ積極的な措置をとるべきであると提言され

ているところであります。司法制度改革の実現に向けて、皆様の一層の御支援、

御協力お願い申し上げます。ありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。続きまして、遠山議員から報告をお願い申

し上げます。 

（遠山臨時議員） お手元にあります資料のうち、提出資料の２枚目を開けていただ

きたいと思いますが、少しカラフルな資料でございます。これに基づいて私ども

の考えております構造改革についての施策を御説明したいと思います。 

「基本方針」を受けた文部科学省の施策につきまして説明いたしますが、「基

本方針」において、重点分野とされました人材育成、教育や科学技術の振興は、

国家百年の計に立って取り組むべきものであり、「米百俵」の精神にまさに合致

するものであります。文部科学省は、新世紀に「米百俵」の精神を活かし、我が

国の知的資産を倍増するため、戦略性をもって人材・教育大国と科学技術創造立

国の実現を目指します。 

まず政策目標でありますが、赤色でベースが彩られておりますけれども、６つ

の政策目標を掲げました。第１に、教育改革の推進であります。第２に、大学の

構造改革。第３に、個人の能力開発の実現。第４に、文化芸術による心豊かな社

会の実現。第５に、科学技術の政略的・重点的推進。第６に、大学等発の新産業

創出の加速でございます。 

具体的施策について申し上げますが、人材・教育大国の実現に向けましては、

４つの重点改革プランを推進いたします。まず教育改革につきましては、「21世

紀教育新生プラン」として、「学校がよくなる 教育が変わる」と実感できる教

育改革を目指します。その１つが、行き過ぎた平等主義を改め、進んでいる子に

は、どんどんその能力を伸ばす20人授業や習熟度別学習の実施。２つ目に、教育

に情熱を持つ社会人を学校に受け入れる「学校いきいきプラン」の全国展開。ま

た、人生の達人である社会人に道徳教育を担当してもらう「心のせんせい」の事

業。そして、学力低下の心配に応えるため、全国で1,000校の学力向上フロンティ

アスクールをつくり、そこを拠点に学習や教材開発を行うなどの取組を進めます。

２つ目の「大学構造改革プラン」でございますが、６月の当会議でお示しいた

しましたプランの具体化を図りました。すなわち、真に競争力のある大学に変革

するため、まずは、14年度から２組の統合を進めるなど国立大学の再編・統合の

推進。そして、民間の経営手法を取り入れた「国立大学法人」への早期移行。ま

た世界に通ずる教育研究の実を上げるため、評価と競争による「トップ30」への

重点投資等を行います。 

３つ目が「社会人キャリアアップ推進プラン」でございますが、意欲ある人材

に能力開発の場を提供するとともに、リストラによる離職者等が誇りと生きがい

をもって再就職のために学ぶことができますよう、ビジネススクール等実践的な
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プロフェッショナルスクールの整備をいたしたいと思います。同時に、厚生労働

省と連携をして、大学・大学院の社会人キャリアアップ教育を抜本的に拡充しな

くてはならないと考えます。 

４つ目が「文化芸術創造プラン」でございますが、申すまでもなく、文化芸術

は国の基本の１つでありまして、文化の振興は人々の活力や経済の発展につなが

るものでございます。「文化芸術創造プラン」の推進によって、オペラ、バレエ

や映画等の支援を行い、世界トップレベルの文化芸術の創造を行う。同時に、国

際的に活躍する新進芸術家の養成等心豊かな人材の養成を通じて活力ある社会を

実現します。特に文化の振興は、痛みを伴う改革期に国民が心のゆとりを失わな

いためにも重要であると考えております。 

次に、科学技術創造立国の実現に関しましては、科学技術基本計画、総合科学

技術会議の方針に沿って３つの改革プランを推進いたします。 

その１つは、「研究開発システム改革プラン」でございますが、この中で宇宙

関係３機関の統合を進めて、効率的で強力な宇宙開発の体制をつくります。また、

重要４分野への重点的な投資によって、ライフサイエンス、ナノテクノロジーな

どの分野を新たな産業分野へと育ててまいります。同時に、ノーベル賞クラスの

創造的な研究は、厳しい競争の中から生まれると言われておりまして、世界トッ

プレベルの研究成果を生み出すよう、競争的研究資金を改革するとともに、拡充

してまいります。 

第２が「科学技術インフラ強化プラン」でございますが、科学技術創造立国に

向けた足腰を強くするために、公共投資としての波及効果に加え、知的資産の創

出という二重の効果を持つ大学等の施設の重点的・計画的整備を行いますととも

に、科学の大好きな優れた科学者の卵を育てる施策を推進いたします。 

「産学官連携改革プラン」のもとでは、従来弱かった産学官連携を抜本的に強

化するために、大学発のベンチャー育成や産業界のニーズを踏まえた共同研究の

推進を行うこと。また、大学等の頭脳を核として、地域の新産業を起こし、地域

を活性化する知的クラスター創設事業を展開してまいります。 

このほか、ＩＴ等の重点５分野につきましても、積極的に対応し、構造改革を

促進していります。 

以上、要点のみ御説明いたしましたが、文部科学省におきましては、教育、科

学技術などの分野での構造改革を断行してまいります。同時に、我が国の将来の

発展に向けた必要不可欠な投資については、それをしっかりと行っていくことが

重要と考えますので、これを怠ることのないよう、御理解のほどよろしくお願い

を申し上げます。以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。続きまして、坂口議員から御報告を

お願いいたします。 

（坂口臨時議員） 私の厚生労働省の方は、労働問題と厚生と両方あるわけでござい

ますが、労働関係につきましては、私の方では、いろいろ細かく書いてあるので

わかりにくいんですが、大きく分けて３つと思っています。１つは、雇用の創出、

 7 



平成 13 年第 16 回 議事録 

いわゆるベンチャー企業の育成。そうしたこととの関わり、新しい雇用をどう生

み出していくかということにも、雇用政策というのは関わっていかなければなら

ないというふうに思っておりまして、これは平沼大臣のところとタイアップをさ

せていただいて、そして全国を９ブロックに分けまして、それぞれの地域で、特

にその地域に特徴のある雇用をどう育てていくかということを中心にやらせてい

ただきたいというふうに思っています。 

これは第１回の会合をすべて終わったところでございますので、これからここ

をもう少しより具体的に、その地域で知恵を少し絞っていただきたいというふう

に思いますし、それに対して、平沼大臣のところと私の方とが別々の施策をする

のではなくて、同じように足並みを揃えて「地域産業・雇用対策プログラム」に

基づきバックアップをしていくということで、効果をより上がるようにしていき

たいというふうに思っています。それが１つでございます。 

それから２番目は、近い将来、企業を辞める人に対する施策でございます。こ

れは近い将来企業を辞めるというのは、自ら辞めたいと思っている人もあるでし

ょうし、会社の都合で辞めなければならない人もあるかと思いますが、その人た

ちに対しまして、訓練を徹底して行う。しばらく休暇をとっていただいてでも、

その訓練をしていただけるように、その休暇を与える企業に対しましては、企業

に支援をする。また本人に対しましても支援をする。あるいは、そういう人たち

を受け入れようと思ってくださる企業がありましたら、その人たちに対する支援

もするというようなことで、近い将来企業を辞めて次に移りたいと思っている人、

移らなければならない人に対する施策というのが、２番目でございます。 

３番目は、既に失業をしてしまった人に対してどうするかということでござい

ますが、これは今までの私の方の旧労働省の施策としてきめ細かくあったところ

でございます。特に、訓練延長給付、雇用保険などをどういうふうに延長をする

のか。それも、ただ延長するだけではなくて、次の何らかの訓練を受けて、こう

いうことをやりたいという人を中心にして延長したいというふうに考えておりま

すけれども、雇用保険と絡んでどう延長するかという問題がございまして、大き

く分けまして、この３本立てで今進めているところでございます。 

このほかに、旧厚生省関係の年金、医療、介護、そして子育てと、こう入って

くるわけでございますが、年金は形としてでき上がっておりますし、それから介

護の方はでき上がりまして、まだ１年少々でございますので、そう大きく今これ

を変えるというわけにはいかないだろうというふうに思っております。 

問題になりますのは、子育て。待機児童ゼロ作戦で一所懸命、今やらせていた

だいておりますが、ここに少し知恵を絞ることができないかということでやって

おります。雇用の拡大にも結びつけなければならないものですから、保育ヘルパ

ーというものはどうか。今、高齢者に対するヘルパーさんがおりますけれども、

保育に対してはありません。それを市町村から派遣をしていただくというような

ことで、ここに少し雇用を創り出すことができないか。それから、障害者の施設

がございますが、障害者の自立を促進していくための作業支援ヘルパーというよ
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うなものも、少しここで考えていってはどうかというようなことを今やっている

ところでございます。 

それで、問題は医療でございまして、９月中にひとつ骨格を固めて、そして御

意見を賜りたいというふうに思っているわけでございますが、工程表の問題もご

ざいますので、９月中といってもできるだけ早く固めたいというふうに思ってい

るところでございます。ここは分かりやすい論理と、そして、これはみんなで負

担をするように、総理からも三方一両損というお話をいただいておりますが、そ

ういう考え方でこれはまとめ上げていきたい。しかし、みんなの御負担が増える

こととなるわけでございますから、分かりやすい論理で、ここは説得力のある理

屈づけというのが大事だろうというふうに思っておりまして、そこをちゃんとで

きるように今叱咤激励をしているところでございます。言う方は簡単でございま

すが、やる方は大変だというふうには思いますけれども、今そういう状況にござ

いまして、９月半ばには、骨格の骨格ができるように、是非したいというふうに

考えているところでございます。 

大体、以上、我々の今やろうとしておりますことの概略を御説明させていただ

きました。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。続きまして、平沼議員からお願いい

たします。 

（平沼議員） 私から、時間が限られておりますので、主にこの横長の８枚綴りの資

料をもとに説明させていただきます。 

６月26日に閣議決定されました「骨太の方針」というのは、幅広い分野にわた

る政策の基本的な方向を示している、こういうふうに思っています。経済産業省

といたしましては、個人や企業が本来持っている潜在力を最大限生かすための前

向きの構造改革、これを積極的に進めていかなければならない。 

具体的に申し上げますと、イノベーションや需要の掘り起こしを進めることに

よりまして、新しい市場・産業を創出しまして、生産性や消費者ニーズなど、高

い成長部門への資源の自律的なシフトを強力に促す。また併せて、日本の企業の

大宗を占めております中小企業雇用に対して、必要なセーフティネットの構築を

していかなければならないと思っています。さらに、環境・エネルギー問題など

社会が直面する諸課題が、制約要因ではなくて、これを新たな成長要因として解

決される、そういう前向きの仕組みを構築していきたいと思っています。 

こうした基本的な考え方のもとに、今申し上げましたけれども、この８枚の紙、

それぞれ１つずつ列挙しておりまして、簡単に８つについて御説明をさせていた

だきます。この中で項目を左側に書きまして、まず９月末までに取り組む問題と、

10月以降にすること、こういうふうに分けて書かせていただきました。 

まず１枚目のイノベーションシステム改革プログラム。これは今、研究開発の

８割は御承知のように民間が担っています。最近、日本企業の活力の低下に伴い

まして、アメリカを始め他の先進国との技術格差が広がっている、こういう懸念

があります。まさに新市場・産業の鍵となる技術開発を進めるためには、１つは、
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民間の実用化研究開発に対する支援を徹底して行わなければいけない。そして、

いわゆる重点４分野の研究開発、例えば、グリーンバイオなどの推進をすること

が必要だと思っています。さらに、国の研究開発予算を効率的に利用できるよう

に、これは経団連など経済界から要望が強いですけれども、技術開発予算の、こ

れは憲法にも触れる問題でありますけれども、複数年度化の検討を政府全体で早

急に始めて、そして研究費の効率的な活用をしていく。このことも取り組まなけ

ればいかん問題だと思っています。また、従来事業化になかなか結びつかなかっ

た大学発ベンチャーを３年間で1,000社にするべく、産学官、これは文部科学省と

の連携も必要ですけれども、実用化研究を抜本的に支援をしていきたいと思って

います。 

次に、２枚目の地域経済再生のプログラムでございますけれども、地域経済を

支えて世界に通用する新事業が次々と展開される産業集積を形成するために、産

学官の人材ネットワークを構築するとともに、地域の関連施策を総合的・効果的

に投入する必要があります。具体的にはもう既に始まっておりますけれども、19

のプロジェクトで約3,000社が、全国で地方自治体の協力も得て、非常に強力に新

しい産業クラスターの創造で前向きな動きが出てきております。これは地域経済

にインセンティブを与えることでございますので、地域の有望な実用化、技術開

発に対する支援策をこれからも抜本的に拡大していきたい。 

なお、実用化技術開発の経済効果は、こうした予算措置を既に受けた3,000社の

うち、650社について調べましたところ、当初、公共事業と同様の効果が生じるこ

とに加えまして、技術開発の成果が事業化に結びついて、さらに新事業を促進す

る。こういう効果も表れていることでございますので、ここは力点を置いてやっ

ていかなければいけないと思っています。先ほど坂口大臣がお触れになりました

けれども、これは地域の雇用というものを確保するために、坂口大臣からも御提

案もありまして、７月の末から両省で今までの垣根を超えて侃々諤々議論をしな

がら、昨日次官会議でまとめまして、これから共通の問題で共通に力を出してい

く。こういう形で、セクショナリズムじゃないそういう形で地域の雇用の促進に

努めていきたいと思います。 

３枚目の中小企業政策プログラム。これは困難な経済状況の中で、構造改革の

日本を支える元気のよい中小企業群を数多く生み育てていくために、中小企業の

経営革新を強力に支援する。これは悪いところはしょうがないと思いますけれど

も、良いところを持っているところは、例えば特別保証制度というのは止めてし

まって、これに対する要望が非常に強いんですけれども、売掛金債権を担保。売

掛金の債権に着目をしまして、これは土地と同じぐらい、87兆ぐらい売掛金の債

権というのを持っています。ですから、その１割ぐらいに着目をして、そこに融

資をつけていく。こういう形でこれは臨時国会での法改正を含めまして、きめ細

かな対応をしていかなければいけない。これは財務省にも大分御理解をいただい

ておりますので、一所懸命やらせていただきたいと思っています。 

それから、ここに書いておりますけれども、不良債権処理などの経済再生策を
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円滑に進めるべく、やる気と潜在力のある中小企業までが連鎖的に破綻するのを

回避するためのセーフティネットの整備に万全を尽くしていきたいと思います。 

それから、４枚目でございますけれども、開業・創業倍増プログラム。これは

我が国では120万人ぐらいの人たちが新たな創業を欲しているわけです。そして、

そのうち半分の60万人ぐらいが何らかの準備に着手しています。しかし、実際に

開業する人は18万社しかないわけです。ですから、これを新しいやる気のある人

たち、これの新規産業を創出するということは、やはり雇用に対する大きな受皿

になりますものですから、今の18万社を36万社に倍増計画をしていこう、こうい

うことできめ細かな対策をしていきたいと思っています。 

それから競争力あるビジネス展開のための構造改革で、６月の産業構造改革・

雇用対策本部の中間取りまとめなどを踏まえまして、我が国産業の競争力を向上

させるため、１つは、高コスト構造の是正、これは避けて通れません。それから

企業関連制度の見直し、労働市場の整備など関係省庁と連携をとりつつ、積極的

に取り組んでいかなきゃいかんと思っています。１つの具体的な例は、物流、そ

の高コスト構造を是正するために、北九州のコンテナターミナル構想、これは財

務大臣が大変御関心を持っておられますけれども、24時間大規模港湾、こういっ

たことをやっていくべきだと思っています。 

それから、環境・エネルギー制約への対応といたしまして、これは非常に大き

な問題でありますけれども、地球温暖化・エネルギー問題は温室効果ガス排出量

を20％以上も減らさなきゃいけない。2010年で、1990年比でマイナス６％を達成

するという大変大きな問題であります。これを経済の持続的成長と調和する形で

解決をしていかなければならないという命題があります。温室効果ガスの８割は、

御承知のように、エネルギー起源のＣＯ２、これが大もとであります。経済産業

省は、環境省や国土交通省など様々な省庁と連携をいたしまして、省エネルギー

対策、省エネルギー法のトップランナー基準に自動販売機などを追加、高効率の

給湯器、これも実は非常に省エネに結びついているということがわかりました。

こういったものの導入促進を積極的に図ってやることと同時に、ＣＯ２の排出量

が少ない新エネルギー、太陽光発電ですとか、燃料電池ですとか、風力あるいは

天然ガス、こういったものの導入に我々は積極的に取り組んでいきたいと思って

います。また、循環型の社会を形成するに当たりまして、当省は、エコタウン事

業を積極的に進めているわけでありまして、自動車リサイクル法制定にも取り組

んでいきたいと思います。 

ちょっと蛇足でございますけれども、総理から御提言のありました、いわゆる

省エネカー、これも、トヨタ自動車の奥田会長がおられますけれども、非常にい

い車ができましたので、今日試乗をいたしまして、10月末納入と、こういうこと

でございます。これはハイブリッドで、大臣車でこれをやります。これはぜひ各

省庁も御検討いただければと思っております。これはいいですよ、２連でゆった

りしていますから。 

それから次は、ＩＴ社会の形成でございまして、これは片山総務大臣がいらっ

 11 



平成 13 年第 16 回 議事録 

しゃいますけれども、詳しくは片山総務大臣が言われると思いますが、2005年ま

での「e-Japan構想」、世界最先端のＩＴ国家を目指して行政改革に資する電子政

府の早期実現をはじめ、地域における公的サービスのＩＴ化。例えば、今進めて

おりますけれども、共通仕様のＩＣカード、こういうものを軸として自治体の広

域連携を進める。ＩＴシティ構想と言っておりますけれども、ＩＴ教育、さらに

は高度な人材の育成、情報セキュリティ対策など強力に進めてまいりたいと思っ

ています。 

それから、今日開かれましたけれども、都市再生の実現のプログラムといたし

まして、環境問題に対応した快適な都市環境を実現するために、先ほど触れまし

たエコタウンの事業、これは首都圏、川崎、そして東京都でも具体的に進んでお

ります。低公害車の開発、都市型産業に対するベンチャー育成設備の設備、それ

から中心市街地の活性化に積極的に取り組んでいきたいと、このように思ってい

るところであります。 

そういう形でこの８項目、ここに詳しく書いてありますけれども、こういった

ことをしっかりと時間を区切り、そしてまた、その効果を国民にわかりやすい数

で示す、こういう基本姿勢で私どもは頑張っていきたいと思います。 

最後に、この２、３年が、我が国が浮沈をするかどうかという非常に大きな分

岐点になっております。ですから、総理大臣の提唱する「聖域なき構造改革」を

進め、そして本当にそれを達成しなければならないと思っておりますけれども、

現状を放置しておきますと、やっぱり経済は失速するおそれがありますし、国際

競争力も低下すると思っています。そうしますと、命題の不良債権処理、こうい

うこともなかなか厳しい問題になってきておると思いますので、我が省といたし

ましては、以上、申し上げた８分野の政策パッケージを組み合わせまして、民間

の消費や投資を活性化させまして、我が国産業競争力の向上や新規市場や雇用の

創出を積極的に図ることによりまして、我が国経済雇用に対する国民の不安感の

解消に努めていきたいと思っております。 

そうした観点から、経済情勢の動向に細心の注意を払って、10月以降に行うべ

き事項の前倒しを含めて、機動的な経済運営の観点から積極的にさらなる検討を

進めていきたいと、こういうふうに思っております。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、次に、尾身議員からお願いいた

します。 

（尾身臨時議員） 私の方は、科学技術の振興という点につきまして、各省共通の問

題でございますが、お話をさせていただきたいと思います。３点申し上げたいと

思います。 

１つは、14年度の概算要求につきましては、先日の「基本方針」の中で、一般

政策経費につきましては、10％減ということになっておりまして、この重点７分

野については、これに対して20％増、それから科学技術振興費は、さらにその上

に10％増の要望を各省から８月末までに出していただく。私どもこれを受けて、

総合科学技術会議の有識者議員とともに各省からヒアリングを行いまして、これ
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を精査いたしまして、７月にまとめました14年度の科学技術についての資源配分

の方針に基づきまして、優先順位を付けて、この要望の絞り込みを９月中に行っ

てまいりたいというふうに考えております。 

７分野の中で科学技術の振興という分野とＩＴとか、あるいは環境という分野

が重複して要求される、そういう施策もあるわけでございまして、このあたりに

つきましても、内閣官房等と連携しながら、９月末までに絞り込みを含め、メリ

ハリの利いた原案の作成を進めてまいりたいというふうに考えております。 

その中で１つの問題でございますが、国立大学の施設整備につきましては、最

重要事項ということで、総合科学技術会議で取り上げられておりますが、全体の

公共投資関係の中で、これを重点的に配分を行っていただきたいと要望いたして

おく次第でございます。 

２つ目が、研究開発についての特殊法人の問題でございますが、特殊法人等の

予算が研究開発法人を含めまして、10％カットという方針が決められておりまし

て、この方針のもとでやらなければいけないということでございます。全体の科

学技術、いわゆる政府の関係費が３兆円あるわけでございますが，研究開発型特

殊法人がこのうちの１兆円を占めておりまして、これは研究開発に対する投資を

特殊法人で行うことによりまして、複数年度にまたがる柔軟な予算の執行が可能

であるというようなことで、研究開発をより効率的・効果的に行うための制度と

なっているわけでございます。こうした中で一律カットということでありますけ

れども、これによって科学技術の研究開発が阻害されないよう、現実的ないろん

な工夫をしていかなければならないというふうに考えておりまして、事務ベース

でいろいろと相談をさせていただきたいと思っておりますので、この点について

の御理解をお願い申し上げます。 

それから、３つ目でございますが、現在の産学官の連携の強化及び地域科学技

術振興についてであります。現在の景気の状況は、極めて深刻であるというふう

に考えておりますが、景気対策を行う場合でも、小泉内閣の構造改革の線に沿っ

た対策をしていかなければならないと考えております。そういう中で私といたし

ましては、地域における産学官の連携、あるいは地域科学の振興というものを柱

として、科学技術分野からの経済の活性化を図っていきたいと思っております。

14年度予算の中におきましても、そういう点を重点的に考えていきたいと考えて

おりますし、また、経済状況によって補正予算があるような場合には、その中で

この問題を重点的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

先ほど来、経済産業大臣、または厚生労働大臣等からも、あるいは文部科学大

臣からもお話がございましたが、地域における産学官の連携の推進、あるいは地

域の中堅中小企業の研究開発に対する助成、あるいはそのことによりまして、地

域の大学発ベンチャーの育成等を通じて、経済の活性化を図っていくということ

が、全体の構造改革の線に沿った景気対策でもあるというふうに考えているわけ

でございまして、景気浮揚あるいは経済活性化の攻めの政策を行う１つの軸とし

て地域科学技術開発ということを進め、それによって雇用拡大、あるいは地域振
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興を含めていきたいと。この関係の予算は、たとえて言うならば、道路予算をつ

けますと、箇所づけで、どの道路と決めれば簡単に事業者を選定して予算が使え

るというのとは違いまして、それぞれの地域で大学とか、あるいは企業とか、関

係機関が相談をして使い方を決めなければならないという意味で、いわゆる使い

勝手が必ずしもよくない。使うためには工夫が要り、協議が要り、協力が要り、

また、その体制整備が必要であるということになるわけでございまして、大変だ

と思いますけれども、そういうプロセスを経る中で、各地域の経済の活性化とい

うのが現実に実現されていくという意味で、費用対効果という点から見ると、こ

れはデマンドサイドだけではなしに、サプライサイドも有効に働いてくる政策で

あるというふうに考えておりまして、ぜひこれを小泉政権の大きな柱の中に織り

込んでいただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、お待たせしました柳澤議員にお

願い申し上げます。 

（柳澤臨時議員） 私の資料でございますけれども、最初にかなり詳細な資料がつい

ておりまして、12ページをおめくりいただきたいと思います。12ページ以降が、

いわゆる施策の工程という形で取りまとめたものでございますので、それにより

まして御説明をさせていただきたいと、このように思います。言うまでもなく、

御指示のとおり、直ちに取り組める事項ということと、臨時国会で法改正してで

きることと、10月以降にすることと、こういうふうに３段構えになっております。 

既に今日取り組んでいることは、当然のことながら不良債権の処理の問題でご

ざいます。「○」をちょっと追っていただきたいんですが、「○」の最初は13年

３月期の不良債権の状況、これはリスク管理債権の開示という形で既に公表をい

たしたところでございます。これからこの「基本方針」にも記載しておきました

が、我々は不良債権の処理に当たって、不良債権比率（つまり不良債権の額／貸

出金分）、それからもう１つ、与信費用比率（これは不良債権の処理損／貸出金）

という２つの指標というか、比率をもって今後状況の把握に努めていきたいと、

このように考えております。後でここのところは振り返らせていただきます。 

それから、査定の正確性の確保ということで、金融当局の検査までもが、やや

信頼をされていないかのごとき言葉も世上にございますので、私どもは主要行に

対して年１回の検査の実施ということを今年度やるつもりにいたしております。

同時に、金融検査というのは、１つの決算が出たものについて検査をするという

ことになっておりまして、その検査の結果は、もちろん銀行には通知をするわけ

ですけれども、それが次の決算に本当にきちんと反映するかということについて、

ややおぼつかない面もなきにしもあらずという御指摘もありますので、今度は次

の決算の自己査定において、本当に前年度の決算についての検査結果の考え方と

いうものが反映するかどうかということを、これは立会をしてチェックをする、

こういうこともやっていきたいという方針をうたっております。 

それから、不良債権の的確な処理というところにおきましては、これはいわゆ
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る要管理先、要注意先というようなところにつきまして、これは健全債権化を図

る。つまり、いろいろな貸出し先の問題点について金融機関が相談にのったり、

コンサルを紹介したりして、いわば業務の再構築を図るのに力を貸していって、

それを正常債権化しよう。こういうことをやってまいりたいということがそこに

書かれていることでございます。 

それから、言うまでもなく不良債権の最終処理ということで、これは破綻懸念

先以下について、例の２年、３年というルールでこれのオフバランス化を図ると

いうことでございます。 

最後の「○」は、整理回収機構（ＲＣＣ）の機能を抜本的に拡充しまして、今

回の不良債権の処理につきまして、民でできないことを引き受けるということと

同時に、ＲＣＣにおきましても、企業再生とかいうようなことに力を出していき

たいということでございます。 

最後に黒い「・」のところに書いてありますように、都市再生本部との連携と

いうことが書いてございまして、ＲＣＣに買い取った担保の土地等についての情

報については、これは虫食い土地対策というものを都市再生本部でもうたってい

ただいておりますので、そういったこととの連携をとって、その有効利用を図っ

ていきたいという考え方もあって、情報交換等の提携をいたしていきたい。これ

は、既に実施をしているところでございます。 

そこまで行きまして、大変恐縮ですが、ページ６に戻っていただきたいと思い

ます。そこにこのような不良債権問題の処理をした後に、私どもはどういうイメ

ージの不良債権問題の姿が出てくるかということについて書かせていただいてお

ります。 

結論のところは、試算といって、細かい字で大変恐縮なんですが、言うまでも

直接政府が働きかけるところの主要15行ベースでございますけれども、どういう

ことになるかといいますと、この01年度、02年度、03年度の３年間の集中期間、

平成で言いますと13年度、14年度、15年度に、先ほど言ったような不良債権のい

ろいろな形での処理をいたします結果、大体、平成17年度（2005年度）におきま

して、先ほどのメルクマールで言いますと、不良債権比率というものを大体２、

３％に。今幾らかといいますと、平成12年度の実績で見ますと5.72です。これは

アメリカのピークが大体そんなものでございますけれども、それにほぼ拮抗する

ような数字で、なかなかこれが落ちてこないというようなことが不良債権問題の

現実の姿なんですけれども、それを２、３％台に落としていきたい。アメリカが

現在何％かというと１％ちょっとというところでございます。これは不況のおか

げで少し増え加減なんですけれども、それでも１％台を維持しているというのが

アメリカの現状でございますが、アメリカの場合には不良債権をどんどん売っち

ゃうというようなオフバランス化は別の仕組みでやっておりますので、私どもと

しては、定常状態というのは２、３％ぐらいかなと。この定常状態に平成17年度

ぐらいにもっていきたい。 

その場合の与信費用比率は幾らかといいますと、平成12年度では1.4％です。こ
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れはアメリカでも大体似たり寄ったりの数字でございますので、与信費用比率に

おきましては、アメリカに拮抗するんじゃないかということですが、実はアメリ

カは、非常に預貸の利ざやが高くて、1.何％というのも、優にこれを消化できる

んですけれども、我が方の預貸の比率というのは、0.58とかいうような低い水準

なものですから、1.4もあったら、これは赤字ということになるわけでございます。

それを私どもとしては、先ほど言った平成17年度に、その表の一番右の片隅にあ

るように，0.2から0.3、たまたまディジットが違うだけであれなんですが、要す

るに不良債権比率は２から３％、それから与信の費用比率は0.2から0.3％という

ことです。0.3％という数字はどういう数字かというと、私どもがかつての平常の

時代に経済団体から貸倒引当金を余り削らないようにしてくれというようなとき

の税制が、あれがちょうど0.3％でございました。ですから、あの当時の姿、0.3％ 

の与信費用比率というのは、あの日本の平時の姿にここで立ち返られると。こう

いう姿が今回の不良債権処理におきます我々の今回の最終処理後の姿ということ

で、これをひとつ目標にしてやっていきたいと、このように考えているというこ

とでございます。 

もとの13ページに戻っていただきたいわけでございますけれども、次の現在行

っている仕事でございますけれども、証券市場の構造改革という仕事でございま

す。これは言うまでもなく個人投資家を証券市場へもう１回戻ってもらうという

ことのためでございますけれども、後で申し上げますように、税制改革の問題は

当然臨時国会問題でございますので、現在やっているのは、それ以外のインフラ

の整備の一部でございます。いろいろ書いてございますけれども、私どもとして

は、処分というようなものを行った場合には、どんどんこれを公表して、どの会

社がどんな行動をしているかということを、もっとディスクローズしていこう。

それで個人投資家にいい会社にアクセスしてもらおうと、こういう考え方でござ

います。 

それからもう１つは、これは自主的な規制機関、例えば証券業協会とかいうよ

うなところで、苦情処理を、あるいは紛争処理をしてもらっているわけですが、

こういったことについても、その結果を公表するということによって自分がつき

合っている証券会社のセールスマンというような人との間でどういうことを気を

つけなければいけないか。こういうことを共通の財産にして、個人投資家に安心

をして証券市場にアクセスしてもらうようにしていきたい、こういうことを考え

ているということでございます。あと詳細は、時間の関係で省略させていただき

ます。 

14ページ、最後のページでございますが、臨時国会で法改正してできることと

いうことでございますけれども、この第１は、銀行の保有株式問題でございます。

これは株式保有制限の問題と、この制限に適合するために銀行が保有株式を放出

していかなければいけませんけれども、それのある意味でのセーフティネットと

して株式取得機構というものをつくるということが既に決定をされておりますが、

これにつきまして、次期国会に法案を提出して、来年１月の機構の設立を目指す
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ということでございます。 

それから４のところに飛んで恐縮なんですけれども、証券市場の構造改革の中

の税制改革というものが、そこに書かれております。これは、詳細は先ほどの詳

しい方に載っておりますけれども、私どもとしては、源泉分離課税の問題と申告

分離課税の問題をどのように調整した形で個人の投資家を市場に引き込むための

税制を整備するか。これがまず第一の問題だというふうに思っておりまして、金

融庁の原案は、金融庁なりに工夫をさせていただいておりますので、今後、各方

面での御審議をお願いしたいということです。 

それから第２の点は、そうは言っても、実際いろんなアンケート調査などをい

たしますと、個人投資家が個別の銘柄の株にいきなり入ってくるということはな

かなか期待できないようなアンケート結果が出ております。私どもは、先ほどち

ょっとありましたけれども、証券会社の個人投資家へのアプローチというときに

も、ビジネスモデルがなくなってしまったんです。シナリオ販売はいけないとか、

インサンダー情報というのは絶対いけないというようなことで、そういった誤解

が起こるようなことは一切言えないというようなことで、どうやって投資を誘っ

ていくんだということは非常に難しい問題なんですが、アメリカなどの意見を聞

きますと、やはり投資信託から入るのがいいと、こういうことでございますので、

その投資信託に係る税制、これを、今は全く預金の利子並みのような形になって

いるんですが、それはやはり困るので、信託財産のうち50％以上を株に向けてい

るようなものについて、できるだけ株式投資と同じような税制上の措置をとって

もらいたい、こういうような形での要望を今回させていただいております。これ

をぜひ御審議をいただいて、臨時国会で成立をさせていただければと考えておる

わけです。 

最後に、３でございます。「10月以降にすること」の中でございますが、これ

は証券市場の構造改革、インフラ整備の中の先ほどの今すぐにできること以外の

ものでございまして、結局、目論見書というものが、法令上合致しているという

ようなことばかりに気を使って、本当に投資家がほしいような情報がわかりやす

く記されていないという問題があるわけです。ですから、これはもっと投資家の

ニーズに応えられるようなものにしたいと、こういうことでございます。そのこ

とは特に投資信託についても言えるということです。 

それから上場投資信託（ＥＴＦ）でございますが、おかげでかなり順調にこれ

が伸びているわけですけれども、問題はこれを銀行で売るようにできるかと、こ

ういう問題でございます。銀行でこのように価格変動のある商品を売るというこ

とについての問題がありまして、これは10月以降に慎重に論議をして、各方面の

意見を聞いて結論を出していきたい、このように考えているということでござい

ます。 

以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。６大臣から非常に内容の濃い御説明

をいただきまして感謝申し上げます。 
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それでは、各議員からの御報告について、どうぞ自由に御討議をいただきたい

と思います。 

（本間議員） 別々にやるんでしょうか。 

（竹中議員） 時間の関係がありますので、大変恐縮なんですけれども、森山大臣、

遠山大臣、それぞれの御説明についての質問、コメントという形で、逐次で進め

させていただいて、後でまたまとめて少し全体的な議論をしていただく時間もと

れればというふうに思っております。申し訳ありません。その意味で森山大臣の

御説明に対する、御質問、コメント等々から始めたいと思います。いかがでござ

いますか。 

（本間議員） 大臣の御説明、非常に感銘を受けたわけですが、世の中の動きと法律

の改正のテンポ、外から見ておりますとかなりスピード感に鈍いものがあるので

はないか、あるいは反市場的、反グローバル的な側面が法律の部分のところに残

っているのではないか、こういう認識が特に経済の面からみるとあるんだろうと

思います。そのときの対応のスピードの問題と、法務省御自身がなさる法律改正

の御努力と議員立法との関係の問題、さらには、各省庁との関係の中で法律改正

の問題が出てまいりますから、その連携の具体化の問題、この３点、もう少し補

足的に御説明いただけましたらありがたいと思います。 

（森山臨時議員） 確かに今まで法務省が担当しておりました商法あるいは民法、刑

法というような基本的な法律の改正については御指摘のようなことがあったとい

うふうに私自身も感じておりました。しかし、最近は経済の変化のスピードが早

いものですから、それではとても応じきれないということもございまして、また

別の意味で、議員立法というものの価値、あるいは意味をもっと高めようという

こともございまして、必要な改正が議員立法という形で行われるということが最

近は多く見られております。法務省としましては、議員立法にすべてお任せする

わけにもまいりませんし、基本的な法律の改正については責任を持ってやるべき

だという立場でございますので、できるだけそのスピードに負けないように、一

生懸命追いついていかなければいけないということは考えておりますけれども、

おっしゃいますように、政府が提案いたします場合には関係各省との調整もござ

いますし、また法務省としても連絡をとって調整しなければならないいろいろな

関係のグループもございますので、そういう手続をやっておりますうちに、なか

なか思うようなスピードで動かないということも率直に言って事実でございます。

できるだけ、そういうものを克服いたしまして、世の中のテンポに間に合うよう

に、できれば、それよりも先にリードできるような法律改正なり、新法の制定を

やっていかなければいけないというふうに考えております。 

最近は、非常に小回りのきくといいましょうか、ごく必要なことだけ、とりあ

えずやるというような姿勢が前に比べて非常に顕著でございまして、後でまた出

てまいるかもしれませんが、商法の改正なんかにつきましても、以前でしたら、

商法の改正と言えば非常に抜本的なもので、法制審議会等を通じて非常に大がか

りな、また時間をかけて検討するというのが通例でございましたけれども、最近
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は必要なものから順次やっていこうということで、その御希望に対してできるだ

け応じたいということで努力はいたしております。 

（片山議員） よろしいですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（片山議員） これで見せていただきますと、当面は臨時国会で司法制度改革推進法

を成立させると。それは本部をつくるなり、仕組みをつくるわけですね。 

（森山臨時議員） そうです。 

（片山議員） 中身はそれから何年か、かけて。 

（森山臨時議員） それから３年の間に、その本部でもって検討する。 

（片山議員） そこを中心に司法制度改革の全体像を決めると。 

（森山臨時議員） そうです。 

（片山議員） 当面は増員ですね。この前、党との会議では、司法関係や治安関係の

増員を盛んに言っておられましたよね。 

（森山臨時議員） それはもちろんそうなんですけれども、この本部をつくるための。 

（片山議員） それは当面の議論で、全体の改革とは関係ない。 

（森山臨時議員） 本部をつくるための増員ではないんです。 

（片山議員） もちろん、そうでしょう。検事さんや判事さんの話でしょうけれども、

人が足りないために増員をするということは当面の対策なので、全体の司法改革

は３年かけるわけですね。 

（森山臨時議員） そうです。しかし、その間に、次第に最終的な目標に合うように

していかなければなりませんので。 

（片山議員） 全体の中で位置づけることは必要でしょうね。 

（森山臨時議員） はい。それも頭の中に置きながらやっていくということだと思い

ます。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ほかにいかがでしょうか。 

（牛尾議員） 今お触れになったので、同意することばかりなんですが、やはりスピ

ードの問題と国際性の問題ですね。スピードの問題は、経済の実情というのは、

今、平沼大臣からもおっしゃったように、この２、３年が非常に大事な局面で、

特にそういう場合には、国際社会からの投資、国際企業の進出というものが非常

に活性化する社会であることが必要条件になっているので、緊急的にできるもの

は、１、２年でやれるような仕組みを大胆に考えていただかないと、できたとき

には、もう牛尾は死んでいたというんじゃしょうがないので。 

過去対比以上に国際対比が大事なんですね。日本は開放が非常に遅れています

ので、後発としては、現実にある欧米諸国よりも投資に有利な条件を手法的につ

くる必要があるということで、それからまた、日本は情報の公開というものが、

インサイダーに有利な文化環境があるので、そういう点でも公開性というものは

明確に手法で確保する必要がある。人手が足りない、公正取引委員会でも人手が

足りないし、そういう意味では、とりあえず遠山大臣のところでお話になると思

いますロースクールの問題でも、現在の計画では開校が2004年ぐらいですか、2005 
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年ぐらいですか。司法との打ち合わせで、小さな諸々の条件があって時間がかか

るんですね。とにかく暫定的にスタートするという行為が必要なのではないか。

人が足りない、ある一種の暫定期間は、金融問題なら銀行経営者出身とか、大蔵

省出身者なんかでも法的な資格を短期的に持たせるとか、暫定処理によって人的

不足を解決して、早期に改革を進めるというのが、やや大胆なおよそ手法的でな

い発想で進めることを、この２、３年にぜひお願いをしたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

後でまた返るということにいたしまして、それでは、遠山大臣の御説明に対す

る御質問、コメント等をお願いします。 

時間がありますので、どうぞ御遠慮なく。ハイテンポで。 

（牛尾議員） 国立大学の問題だから、国立の関係はお二人がしゃべりにくいようで

すから。やはり国立大学並びに特殊法人の持つ科学技術の力とか、知的な力とい

うものを企業もできるだけ活用したいという、それは迫っているわけであります

が、従来の決定で、国立大学の法人化というものが目的みたいになっているんで

すが、実はこれは手段に過ぎないのであって、国立大学の、ここに書いてあるよ

うに民間的発想の経営手法を導入することが大事であって、国立大学法人という

よりかは、むしろ優れた大学の先生が非公務員型になるということが非常に重要

な要素になると思うんです。だから、法人の経営形態にとらわれるよりかは、非

公務員の先生もいれば、部門によっては公務員の先生がいても僕は構わないと思

うんです。多様なものを認めることが１つ大事ではないかという感じがします。 

もう１つは、社会人キャリアアッププランの中で、今、確かに文部科学省の行

政が非常にうまくいって、国立・私立ともに社会人の教育プログラムというのは

非常に進んで、これをバウチャーによって機関援助じゃなくて、個人の方に援助

をするという、その辺のところも２通りあっていいと思うんですが、個人の方に

関しては、社会人に対する社会人教育の奨学金というようなものがあれば、失業

保険で勉強するというのと同じように、自分でバウチャーで大学を選んで奨学金

で勉強したいという人も結構いるんですね。失業保険はもらいたくないという人

が結構いるものですから、この辺のところを割り切って前へ進めていただくと、

新規雇用というものと、学業につくというのは平行的に幅が広まってくると思う

ので、そういう点をぜひ遂行面でお願いしたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 今の点に関して、大臣ございますでしょうか。 

（遠山臨時議員） 国立大学の法人化はまさに手段でありまして、いかに質の高い人

材に創造的な研究をやってもらうかということが目的でございます。その意味で

非公務員型という行き方も非常に有力だと思います。それで、このことについて

は、この９月に中間報告が出、また、今年度中に国立大学法人のあり方について

の結論が出ますので、それを踏まえながら、私としては、柔軟にその問題に対応

してまいりたいと思いますし、できるだけ早く結論を出していきたいと思ってお

ります。 
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（片山議員） そうすると、国立大学の独立行政法人論がありますよね。それとは別

の形態の国立大学法人、特殊なものをつくるわけですか。 

（遠山臨時議員） そうですね。独立行政法人型というのが既に先行いたしておりま

すけれども、それと、学問とか人材養成という角度から見ますと、また別途の国

立大学法人という考え方でやっております。 

（片山議員） 大変初歩的な質問で恐縮なんですが、それは２種類できるわけですか。 

（遠山臨時議員） ２種類といいますか。 

（片山議員） 国立大学は全部国立大学法人にすると。 

（遠山臨時議員） はい。そういう方向になるのではないかということです。むしろ、

この前お示しいたしましたプランの中で、国立大学法人という形でやっていきた

いということで御了解いただいているわけでございます。 

（片山議員） 即物論だけ言いますけれども、20人学級とありますね。それから心の

先生を５万人ですね。そうすると、財政の負担がすぐぴんとくるもので、心の先

生も、公立というのは地方の公務員ですよね。心の先生というのがどういう位置

付けかよくわかりませんけれども。 

（遠山臨時議員） 人生の達人のような人にお願いしまして。 

（片山議員） 資格はどうなんですか、お金を払うんでしょう。 

（遠山臨時議員） 資格は非常勤的なもので。 

（片山議員） そうですか。20人学級というのは大変な議論で、国会でもしょっちゅ

う議論されているのですが、それはおやりになるということですね。 

（遠山臨時議員） これは、公務員といいますか、公立学校の場合は、教員の身分を

持った方で。 

（竹中議員） 尾身大臣お待たせしました。どうぞ。 

（尾身臨時議員） 今の公務員型、非公務員型の問題は、私どもの方も研究開発シス

テムの改革というところで議論をしておりますが、民間企業の、いわゆる産業界

の方々はほとんど全員ぜひ非公務員型にしてほしいと。というのは、人材の行き

来とか、あるいは研究協力をやるときの報酬の出し方とか、それから、有能な人

に高い給料を払える。人事院の許可とかなんかが入って公務員型だとできないん

です。そういうことで、弾力的にしてほしいという要望が非常に強くて、総合科

学技術会議の方でもそういう考え方の方が多い。これは文部科学省でいろいろ検

討していただきますが、ぜひよろしくお願いを申し上げます。 

それから来年度、実は科学技術の方で、私学と国立の関係なんですけれども、

私立大学は全体の８割の学生がいる。国立は２割なんですけれども、科学技術の

方については、実は私立のポテンシャルが非常に低くて、科学技術の研究開発の

戦力になっていない。そこで、実を言うと調べてみると、国立と私立の扱いが国

の扱いとして非常に格差がありまして、国立の場合には国がお金を出して全部面

倒を見ていて、税金がとられない。私学の場合には、寄付などは税金がとられな

いんですけれども、委託研究・受託研究をすると、出した方の企業は経費で落ち

ますからいいんですが、受け取った方の私学が、例えば1,000万円の研究費を受け
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取って、いわゆる経費が500万であがると、残りの500万円が利益とみなされて税

金をとられるということになっています。そのために、日本の私学の財政的基盤

が非常に弱くて、例えばハーバード大学ですと、基金として、エンダウメントと

言うんですが、約２兆円持っている。それで、その２兆円の果実で授業料とか研

究開発に回して、日本では、慶応が一番大きいんですけれども、300億しかない。

要するにアメリカの私学の基金と、日本の私学の基金が100分の１ぐらいになって

いますので、もうちょっと私学の科学技術という観点から見ても実力を高めない

と、教育の機会均等という憲法の精神にもどうも反するんじゃないかと。 

そこで、少なくとも委託研究・受託研究をしたものについて経費が余ったとい

うか、利益が上がったものは寄付とみなして税金をとらない。アメリカはそうな

っていますから、そういうふうに直していただきたいということで、税制改正の

要望を、今、文部科学省や経済産業省と相談しながら出すことにしていますので、

これは科学技術の発展のためにも、私学を全体の戦線に入れるためにも大変大事

なので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

（竹中議員） これは恐らくトップ30を選ぶときに、国立と私立は対等の条件だとい

うことが関連すると思いますので。 

（遠山臨時議員） １つは競争的な資金ですね。 

（片山議員） 今、憲法違反だというような話で。 

（遠山臨時議員） それは国庫補助の。 

（片山議員） もちろん、法律ができてきちんと手当をしているけれども、その辺も

整理しなきゃいけませんね。今、尾身さんが言われるように大々的にやるなら。 

（尾身臨時議員） 民間からのいわゆる受託研究について、私学が受けたときに、そ

れを非課税にするという税制改正は大変大事だと思っています。私学のポテンシ

ャルを高めなければいけませんから。 

（吉川議員） 大臣に現場にいる者として一言お願いがあるんですが、改革の道筋を

なるべく早くわかりやすい論理で大学人に説明していただきたい。理屈を説明し

ていただければ、大学にいる人間は比較的早く理解すると思いますが、はっきり

言って現状は混乱があると思います。例えば応用研究が大切で、基礎研究は余り

大切でないというようなことを大臣がリードされているような改革が目指してい

ると。これは正しくないと思いますが、こういう誤解があるんですね。これは大

学の現場に随分大きな混乱を生み出していますから、いずれにしても、改革の道

筋をできるだけ早く、はっきりとわかりやすく説明していただくようお願いいた

します。 

（遠山臨時議員） わかりました。これは私どもの方も説明責任をもう少し果たさな

いといけないなと思っております。私どもの考えはありますけれども、もう少し

ワイズマンの意見も聞きまして、早急にそのことについて明確にしていきたいと

思っています。 

（本間議員） 研究教育、あるいは社会の活性化に対して大学がより質的な向上をし

なければならないということは当然の認識だと思います。その際に、先ほどから
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もお話が出ていますように、今の議論は国立大学を入口ベースで優遇をしている

ということが、戦略的な戦前からの流れの中であるわけですが、財政的な側面か

らいいますと、かけたお金がどのような形で研究教育、社会的な貢献に対して効

果があるかという問題については、国立・公立・私立と関係なくあり得るわけで

ありまして、そのときに、機関補助的な形でこれまでやってきた手法がいいのか、

あるいは個人補助的な形でやる方が効果が上がるのかどうか検討する必要がある。

さらには、先ほど尾身大臣のお話もございましたとおり、税制上の優遇措置ある

いは身分関係の違い等々について、プラスマイナスが国立・公立・私立の中であ

り得るわけです。行動の面では、国立大学は非常に限定的な形になっております

し、お金の面では優遇されていると、こういうような状況がございます。全体と

してのダブルスタンダードをどこまで貫くかという問題は、これは国立・公立の

評価の問題にもかかわってくるわけですが、少なくとも評価の段階では、国立・

公立・私立の区別をなくして一元的に評価をし、それに対してきちんとしたアク

ティビティを示すところについては資金を重点的に配分する。吉川議員も御指摘

のとおり、そして、その中からトップ30というものを選んでいくという道筋をも

う少し明らかにしませんと、現場は混乱するだけだろうという具合に思っており

ます。是非、その辺のところを、前倒しと具体化の点についてぜひ積極的にお願

いをいたしたいと思っています。 

（竹中議員） 今のトップ30についてもう１つ、大学なのか学部なのかという議論も

あろうかと思います。 

（遠山臨時議員） それは最初から明確に、学部といいますか、学問上の専門分野で

ございます。今の点も、改革の３つ目のところの力点は、トップ30ということよ

りは、むしろ競争的な環境の中で、第三者機関による評価を厳格にやって、優れ

たものを重点的に通すということでございますので、その考え方をもう少し明示

しなければいけないということはよくわかります。 

（竹中議員） それでは、坂口大臣の御説明につきまして、どうぞ御議論いただきた

いと思います。 

（吉川議員） 医療保険改革、医療システムの改革について少し意見を述べて、質問

させていただきたい。大臣も言われたように大変重要な改革だと思います。厚生

労働省としての案を９月中に発表されるということですが、世の中も国民も非常

に大きな関心を持っていると思います。単に医療保険の問題だけではなくて、実

は個人消費といったようなことにも、この医療保険は非常に関係しているわけで、

その意味でも14年度予算の１つの目玉といいますか、大変重要なポイントだと私

は考えております。 

その点で、これは意見ですが、医療費、医療保険の問題は老人医療費、高齢者

の医療費というのが非常に大きいわけですが、高齢者というのは経済能力に非常

にばらつきがあるということが１つの大きなポイントになると思います。この点

を、是非ともその改革案を発表されるときに考慮していただきたいということ。 

それから、本日の大臣のお話の中でも、医療システムの効率化ということを言
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われました。例えばカルテの電子化、ＥＢＭ (エビデンス・ベースト・メディス

ン)、そうしたものを進める必要があると言われているわけですが、これは大変結

構なことですが、今、私が言いました高齢者の負担能力にばらつきがある、一様

でないんだということ。カルテの電子化とか、ＥＢＭ等にすべてに関わって社会

保障の個人会計というのが、私は具体論として１つの重要なインフラといいます

か、システムになると考えます。厚生労働省としては、個人会計、番号といって

もいいかもしれませんが、こういうものについてどういうふうに考えられている

のか。私は今申しましたように、医療の効率化とか、あるいは高齢者には、ばら

つきが大きいということを踏まえた上で、保険を改革していく上で重要な１つの

道具だと、社会的なシステムなんだというように考えますが、この点について大

臣のお考えを聞かせていただけたらと思います。 

（塩川議員） 提灯をつけるような話ですが、私はそれをまさにお聞きしたいと思っ

ておったんですが、先ほど大臣の話を聞いておったら、負担と給付の関係につい

て触れておられないんですね。私は、今やまさに医療に関して、年金もそうです

けれども、社会保障全体に見て、給付と負担の関係というものをある程度政策の

中で移していかなければ、とてもじゃない、もつものじゃないと思うんですね。

だから、今までの延長線における改革というものではなくて、そこをひとつ大胆

に打ち出してもらえるんだろう、こう思うんです。先ほど吉川先生のお話のよう

に、高齢者はものすごくばらつきがありますから、そのばらつきというのが自己

負担との関係に結びつけたらいけるんじゃないかと思うんですが、そこらはいか

がなものだということが１つです。 

それから、ちょっとまた話が違うんですけれども、労働関係の方です。規制緩

和をもう少し進めてもらったらどうだろうと思うんです。特に雇用関係の中、い

わゆる今までの規制の権益を守っている節が随分ありまして、例えば、雇用促進

だと言っても、斡旋業務なんか、派遣業なんか制約が非常にきついんですね。こ

こらは少し緩和してやってくれたらもっといいんじゃないかと、その２つなんで

す。 

（坂口臨時議員） 先生からお話のございました医療改革の問題では、御指摘のあり

ましたように、高齢者なら高齢者の中も様々でございますから、やはり所得のあ

る高齢者には負担を頂くという形にしたいと思っております。ここのところはか

なり明確にしていかないといけないというふうに思っておりますので、これは御

指摘のとおりに、そうしたいと思っています。 

もう１つの方の個人会計のお話でございますが、電子化やＥＢＭの方は、私た

ちも進めていきたいというふうに思っておりますし、その行き着くところ番号制

の問題が出てまいりますが、今、年金制度には既に番号がついているわけでござ

いますから、ここをどういうふうに拡大をしていくか、年金だけではなくて、社

会保障全体の番号にしていくというのも、１つの考え方であろうというふうに思

っております。個人会計のお話は先生方からお出しをいただくまで、我々全く眼

中になかったと申しますか、頭の中になかったわけでありまして、初めて御指摘
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をいただいて、正直なところ大分勉強をいたしております。初めは拒否反応の方

がかなり強くて、なかなか頭の中に入っていかなかったんですけれども、かなり

勉強もいたしてきているところでございます。 

先生方が描いておられます個人勘定という考え方と、我々が考えておりますの

とは少し隔たりがあるのかもしれませんが、電子化なりを進めていけば、番号制

は取り入れていかざるを得なくなることは間違いございません。医療の問題もそ

うだというふうに思いますから、ここをどういう形で整理をするか。年金につい

ております番号をもう少し拡大をする形でいくのか、あるいはもっと大きい範囲

でこれを考えていくのか。また御意見を伺いながら整理をさせていただきたいと

思っているところでございます。 

それから、負担と給付のところは、これははっきりさせていただきます。 

（塩川議員） ９月の改革案の中にこの骨子が出てきますか。どうですか。私たちは

非常に関心を持っておるんです。 

（坂口臨時議員） 負担と給付、そこを明確にしないと案になりませんので、これは

そうさせていただきたいと思っています。それで負担の方も、個人負担も正直言

ってもう少し御負担いただかなければならないわけでございますが、若干そこは

アクセントをつけたいと思っています。高齢者の場合の負担と一般青壮年の場合

の負担と、若干アクセントはつけたいと思っております。ただし、高齢者の場合

も、今、吉川先生から御指摘ありましたように、ある程度以上の所得のある方、

年金でも500万とかあるような人と、そうではなくて、200万そこそこしかないよ

うな人との間の差は考えていかなきゃならないというふうに思っておりますが、

それは明確にしていきたいというふうに思っています。 

それから、診療側に対しましても、求めるべきところは求めていかないといけ

ません。大分しかられると思いますけれども、覚悟してやらせていただきたいと

思います。坂口は医学部の出身だから大丈夫だろうと思っていただいているよう

でございますけれども、そうはなかなかいかないので、これはかなり石が飛んで

くることを覚悟の上でやらせていただきたいと思います。 

それから、労働の問題でございますが、これは御承知のとおり、旧労働省の法

律をつくりますときには、三者構成の審議会でがっちり決めて今まで全部やって

きたわけです。これは労働側、使用者側、そして第三者の学者の先生方をはじめ

として三者構成でがっちりやってきたわけです。そして、ここが通らないと今ま

での旧労働省の法律は全部通らなかった。ここを皆通過していっているわけです。

なものですから、いつも対立が起こって、その中で学者先生方に仲を取り持って

もらって、この辺でどうだということを出してもらって決まってきた。こういう

経緯がございまして、派遣業なら派遣業につきましても、もう少し思い切ったこ

とをやりたいといいましても、なかなかできなかったのが事実でございます。だ

けれども、すべてが審議会を通してということではなくてもいいのではないか、

ちょっと思い切って行けと言っているところでございますが、ひ弱な私の意見が

どこまで通るかどうか疑問でございますけれども、そう言っておりまして、派遣

 25




平成 13 年第 16 回 議事録 

業でも１年、２年、３年というふうに期限を延ばさなければいけないし、職種も

製造業はだめだ、何はだめだ、というふうに言っておりましたが、ここも拡大を

していくように叱咤激励をいたしております。 

（塩川議員） 医療のミニマムを見直してもらったらどうでしょうか。無限に伸びて

いってしまっておるから。だから、給付と負担の関係を見る場合、そのとき一番

大事なのはミニマムだと思うんですよ。 

（小泉議長） 月1,000万かかっている時代なんだよ。月1,000万だよ、医療費が。 

（塩川議員） この基準ということにしないと、給付と負担の関係が出てこないと思

うんです。どうぞひとつ、そこだけ考えていただきたいと思います。 

（坂口臨時議員） いずれにいたしましても、社会保障費の伸びが伸びないように、

がっちりと頭から抑えられておりますので、その中でやる以外にありませんから、

ここはがっちりとやる以外にございません。 

（奥田議員） 失業率が５％台に乗りまして、非常な危機感を持っているわけですけ

れども、その対策として、失業給付の問題とか、あるいは職業訓練の問題とか言

われているわけですが、それは相当な時間がかかるので、すぐ右から左へ、そう

いうものが言われているほど私は簡単にいくとは思っていないわけです。それま

では、これは私の提案ですけれども、公的雇用といいますか、総理も言われまし

たけれども、例えば、教員をもっと増やすとか、あるいは警官なんかをもっと増

やす。今、治安が非常に悪いと言われましたけれども、治安なんかを見ましても、

もっと警官を増やしていいんじゃないか。というのは、私、実は昨日中国に行っ

てきまして、大連とか、瀋陽とか、ああいう都市を見てきたんですけれども、実

にきれいに整備されてきまして、２、３年前とは様変わりにきれいになっている

わけです。見ていると道端に清掃員が、これは誰が雇用しているか知りませんけ

れども、そういう清掃の作業をやっているとか、それから警察官も非常に数が多

い。最近、日本で余り警察官がまちを歩いているのを見ないということで、そこ

らあたり、日本は公的な雇用は少ないんじゃないかという感じがしまして、これ

は一時的な逃げ道としてやるのか、あるいはそうじゃなくて、警察官の数自体が

少ないというのを多くするとか、定員の問題とか、こういうことについてはどう

なんでしょうか。 

（竹中議員） 坂口大臣、恐らく今のことは、保険給付の対象外の失業者のことも、

どのようにするんでしょうかという問題と関連しているかと思いますが、ちょっ

と含めてお願いします。 

（小泉議長） 関連するんだけれども、補助教員、補助警官みたいなものでもいいと

思う。24時間じゃなくたって、自警団じゃないけれども、民間の有志ボランティ

アで頼んだらいいと思うんです。ただ、24時間警官を増やすのは大変だ。５万人

だって、パートでもいいし、１週間のうち２回か３回でもいいわけでしょう。１

日のうち４、５時間でもいいわけでしょう。そういう自治意識というのかな、ボ

ランティア精神を、そういうのも活用しないと、何でも24時間正式だったら大変

だよ。 
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（坂口臨時議員） 奥田会長からお話ございましたように、公的なものを増やしてい

くというのは、これはそれだけ財政を伴うわけでございますから、しかも、今だ

けではなくて、ずっと伴うわけでございますので、これはなかなか難しいと申し

ますか、それは大変だなというのが率直な意見がございまして、一時的に今この

大変なときだけ、１年とか２年というのをやるというんだったら話はわかるんで

すけれども、ずっと国家公務員を増やしていくというのは、なかなかできにくい

んじゃないかと思います。 

例えば、私のところの医療だとか、介護だとか、その辺のところでもっと人を

増やせという話もあるわけでございます。しかし、医療というのは医療保険で統

制経済みたいなものでございますから、ここで人を増やすということは、医療の

負担が増えてくるということで跳ね返ってくることでございますので、そこをど

うするか。いわゆる混合診療という言葉がございますが、ある部分は保険外でや

ってもらうというところを加味していくということになれば、これは医療の全体

のスケールが大きくなりますし、そしてまた、いろいろなことも出てくるだろう。

その代わりにそれをやれば、格差ができるなどの反対もまたあるわけでございま

して、なかなかここは難しいんだと思うんです。しかし、この中で少しでも雇う

努力をしなきゃいかんものですから、先ほど申しましたように、例えば、保育だ

ったら保育ヘルパーみたいなものはないかとか、いろいろ知恵を絞れといって必

死になって言っているところでございますが、全体の総枠で財源を多くしないで、

如何にして、その周辺に民間レベルの雇用が拡大をしてくるようにするかという

ことが一番大事なことだと思っているわけでございます。そういうふうにやらせ

ていただきたいというふうに思っております。 

それから、竹中大臣から御指摘のありました自営業の方、ここが毎月そう思う

んですが、今18か月、自営業及びその家族の方の数というのは減少してきている

わけです。月々20、30万ずつ減ってきているわけです。大変な勢いで、今1,000万

ぐらいになって、もう間もなく1,000万を割り込むだろうと思うんです。自営業及

びその家族の従業者、ここが一番大きく減るものですから、全体の労働力人口と

いうのが減ってきている。こういうことでございます。ここが大変な勢いで減っ

てきているということは、御自分で御商売をなさっているようなところが次から

次へと倒れてきている。だから、ここをどうするかということも、今後の全体の

雇用の問題を考えますときに、雇われている人のことばかり考えていますけれど

も、自営業がどう成り立つかということ、これは経済産業大臣のところとタイア

ップしてやっていかなきゃならないことですが、ここもまた私は大事なことだと

思うんです。その対策というものを考えていかないといけないという気がいたし

ます。ここは、どちらかというと我々の中でも弱いところでございます。 

（奥田議員） それに関連して、ぜひ皆さんに聞いていただきたいんですが、実はセ

ーフガードの問題がありますが、この２、３年の間に中国というのは非常に質的

に充実してきました。インフラも充実しているし、それから人間の質も非常によ

くなっている。今後ますます中国というのは、世界の中で大きな地位を占めてい
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くだろうということで、タイの華僑の人なんかと話していても、中国にいつかや

られる、やられる、どうしたらいいんだろうという非常な危機感を持っているわ

けです。実際に、大連とか瀋陽なんかに行くと、まさに見事にまちづくりができ

ておって、日本にはあんなきれいな街がないほど大連なんかは変わっているわけ

です。ですから、そこらあたりは、特に経済産業省もそうですが、中国の力とい

うのを是非ここで再認識をしていただきたい。また、総理も御訪問されると思い

ますが、そこのところをよく見てきていただきたいと思います。 

（竹中議員） 関連する話がちょうど出てまいりましたので、平沼大臣に対する御質

問等々どうぞ。 

（柳澤臨時議員） こちらのサイドだけで同士討ちみたいにできるだけならないよう

にお話申し上げますが、要するにインキュベーターとかベンチャービジネス、そ

れから先ほど平沼大臣から新しい企業を３年間、あるいは５年間でこれだけつく

りたいという目標の設定もあったわけですけれども、私がどう見ても無理じゃな

いかと思うのは、私の県などのインキュベーターもそうなんですが、要するに貸

し工場なんですね。工場のスペースを貸すだけというのが、それでインキュベー

ターでござい、とやっているんですけれども、現実にあるアイディアを持ったり、

技術を持ったりした人が、そこに入って研究費というか、材料費だとか電気料だ

とかそういうものもどうやって調達するんだ。例えば、起業をするということに

なると、そうやって技術の開発をしながらマーケットも見ていかなければいけな

い。そういう営業面の友達を連れてくるときに、彼に対する支払いは、勤労奉仕

でやれ、それこそＮＰＯでやれというわけにもいくまい。もっとそれよりベーシ

ックなのは、奥さんもいる、場合によっては子どももまだ小さいという人が、ど

うやって、その研究開発期間の生活を成り立たせていくのか。ある程度金を持っ

ている人でなければ、こんなインキュベーターへ入ったって何にもできなんじゃ

ないか。 

私は何を念頭に置いて言っているかというと、一昔前のイスラエルのインキュ

ベーターを念頭に置いて申し上げているんですが、この場合には、そういう生活

費だとか研究費まで丸ごと見る。その代わり評価が非常に厳しくて、大体これは

ものにならんなというと、すぐその場でストップなんです。そのぐらい厳しい評

価をしながら、しかし、与えるものはきっちり与えてやっていく。こういうこと

を考えていただくと新しい企業というものがたくさん出てきて、私のところは、

先ほども自営業者がなくなるということで、ちょっと身を切られるような気持ち

で聞いておりました。不良債権の中には、そういう方がいらっしゃるんだろうな

と思っておるわけです。そういう人たちがどこに行くというときに、今言ったよ

うな受け皿としての施策というのが、もうちょっと弾むべきところにはお金を弾

まないと、なかなか出てこれないんじゃないか。こんなふうに思っているんです

が、いかがでしょうか。 

（平沼議員） 確かに御心配の点はあったと思うんです。今まで新規産業を興すとい

うことは、それに対していろいろ施策はありました。日本の場合には、非常に厳
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しい条件がついていたんです。例えば、国民金融公庫から新規事業に立ち上げる

資金を貸す場合には、その職種で６年の経験がなきゃいけない。それから、さら

に、こちらがお仕着せで用意した指導員の指導を６か月以上受けて、初めて企業

資金を貸すということだったんです。御指摘のとおりのことで、本当にそれだっ

たら、「仏つくって魂入れず」なものですから、むしろ、創業しようとしている

人たちは資金を持っていない人たちが多い。しかも、保証人もなかなかなってく

れない。個人保証も難しい。こういうことですから経済産業省としては、思い切

って土地の担保だとかそういうことよりも、むしろ、その経営計画書というもの

に着目をして、６年の実績だとか、あるいは指導員に指導を受けるということは

全部取っ払って、新しい形でこれから業を興そうと思っている人たちに弾みをつ

けるような施策をやろう。だから、そういう事業家の目の色だとか、それから計

画書、こういったことをしっかりと見極めてやっていこうと。こういう形で、柳

澤大臣は額が不満かもしれませんけれども、当初は550万という形で、それはおっ

しゃるように、もっと増やさなきゃいかんと思っていますけれども、先ほどちょ

っと数字を申し上げたように、120万を超える人たちが、とにかく業を興そうとい

う意欲を持っています。それで実際に着手する人がその半分の60万で、実際に18

万しか残っていない。「隗より始める」で、そういったところから始めていって、

だんだんに力づけていきたいと思います。 

（片山議員） そういう将来性というか、可能性をちゃんと審査して、それには思い

切って融資その他の支援を行う仕組みをつくったらいいんですね。それは少々失

敗してもいいということを前提に。ところが、日本はそうじゃありませんよね。

担保がなきゃ貸さないとか、保証がなきゃ応援しないとか、目に見えない可能性、

将来性、そういうことをうまく審査するような仕組みがあって、それを応援した

ら大分違ってくると思いますよ。 

（平沼議員） それは、いわゆる地域の産業クラスターというような形でさっきも例

を出しましたけれども、地方自治体のそういう機関と我々の経済産業局が協力を

して、19地点の3,000社で非常に盛り上がってきました。そのときに地域のそうい

う地方自治体と我々がそういう審査をきちっとする。そういうシステムをつくっ

て今やっているわけです。 

もう１つ、さらに付言させていただくと、日本の場合には、１回失敗しちゃっ

た人たちには、レッテル張って貸さないわけです。しかし、逆の発想をすれば、

１回そういう経験をしているわけですから、その内容がよければ、そういう経験

をしたということに着目をして、そういう発想の転換を今経済産業省としては一

生懸命やっています。 

（竹中議員） 審査の仕組みということでありますが、それでは牛尾議員、本間議員、

坂口大臣。 

（牛尾議員） 昔は銀行がそういう人に貸すときには、貸したお金で設備をすると、

担保価値なんか全然ないのに工場財団というような架空のものをつくりまして、

これは1,000万かかったから1,000万の価値として担保として認めて、工場財団と
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いうのは貸すための手段なんです。売れば二束三文だけれども、それを認めて貸

したわけです。それはどうやって貸したかというと、４つぐらいの審査項目のう

ち、１つは経営者という欄があって、こいつに貸したいなというときは、経営者

として三重丸をつけて貸したわけです。銀行もそういう育てる気持ちがあったし、

やる人も死に物狂いでやっていた。今は、両方ともちょっといい加減なところが

あるということも考えないといけない。 

もう１つは、創業も結構だけれども、廃業が多いんです。日本は中小企業や零

細企業の経営者には全部個人保証をさせるんです。200万円買えば、200万円だけ

の個人保証ならいいのに、いったん個人保証しちゃうと、売掛金から何から、つ

ぶれたら3,000万、4,000万でも根こそぎ持っていっちゃうから、ずたずたになっ

て倒れるわけです。これは大きな会社になると、50億、100億になるとしょうがな

いから、そういうのは全然追及されないですが、中小企業とか零細企業に関して

は最後までやられる。 

もう１つは友人が保証すると、この保証は山１つ失うぐらいにとことんやられ

るという無限責任なんです。普通こういうものは有限責任で、保証した額だけの

責任にすればいいのに、何か日本は慣習的に、中小企業の場合、個人企業の場合

はとことん責任を持たせるんです。そういう制度をきちっと禁じた方がいいと思

います。そういうのを禁じれば取り立てや、やくざも入ってこないし、もっとき

れいに廃業できるわけです。自分のところの会社がちょっと左前でやめたいなと

思っても、個人保証しているからとことん行くまで行っちゃうわけです。だから、

子どもも逃げちゃうということになる。そういう点で個人に金を貸して、とこと

ん責任を持たせるというのは、住宅金融にもあらわれていまして、アメリカでは

家をつくると、家に銀行は貸すのであって、個人はそれを売っちゃえばしまいな

んです。日本はとことん個人を追っかけるという、日本の銀行の個人を追っかけ

る習慣というものを、制度的に断ち切らないといけないと思うんです。だから、

自営業というのはどんどんなくなっていくわけです。 

（平沼議員） 私どもとしては、政府系金融機関というものを管轄しておりまして、

今の金融機関ができないところを一生懸命やっているわけですが、ただ、これは

そういう公益法人、特殊法人等の問題がある。しかし、今の段階では、そういう

銀行ができないところを補完して、新しい発想でやっていかなきゃいかんという

ふうに思ってやっています。 

（本間議員） 平沼イニシアティブはすばらしいと思いますし、私も、霞が関の中で

最もグローバル化、市場化というものに対する理解が進んでいる役所であるとい

うことは認めるわけであります。しかし、そのところどころで反市場、反グロー

バル的な部分がちらちらと見える論理的な一貫性の無さということに対して、経

済活性化の観点で言えば、マイナスのある側面もあり得るのではないでしょうか。

例えば、中小企業とベンチャー的な無から立ち上げる部分のイコールフッティン

グが確保されているかどうかということになりますと、事業継承税制の要求等も

含めて、既存のいわばイグジットをさせない形における活性化への障害というよ
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うなものにくみしているかもわからないというような部分がございます。外形課

税の問題にいたしましても、儲かるところを優遇するという市場化の流れからす

ると、どうかな、というような御提案もございます。そういう意味での論理的な

一貫性、政策的な一貫性というのは、ぜひ霞が関のフロントランナーとして、経

済活性化の部分のところで、きちんと提案をしていただくということが各役所に

対しても範を示すことになるのではないか。こういう１から８までの御提案は、

それぞれすばらしいものであるということは理解をいたしますけれども、そこの

部分のところで、陰に隠れた部分のところを、これは先ほど奥田議員の方からも

出ましたけれども、中国との関係における規制的な問題も含めてぜひ御検討いた

だきたいと思っています。 

（平沼議員） 御指摘の点は、我々よく検討させていただかなきゃいかんと思ってい

ます。ちょっとお触れになった事業の承継税制に関しましては、税制改正の中に、

今、私の地元もそうですけれども、シャッター通りができてしまって、文化を損

なっているという面もあります。これは塩川財務大臣とも御相談をしながら、そ

ういう承継税制等は、大分やってきて少しずつ改善されてきていますけれども、

さらにやっていかなきゃいかんと思っています。 

それから、中国との恐らくセーフガードのことを御指摘だと思っています。こ

れは私がいつも枕詞に使っておりますけれども、日本というのは自由貿易の恩恵

を一番受けている国でありますから、これはここでしっかりと踏まえなきゃいけ

ません。今やらせていただいていることは、確かにＷＴＯのルールにのっとって、

その中での１つの整合性でやっております。しかし、そういう中で、これから自

由貿易の恩恵を一番受けている日本としては、ルールに則りながら、節度ある形

で基本的にはやっていかなきゃいけない。十分お答えになっているかどうかわか

りませんが、御指摘をしっかり受けとめさせていただきます。 

（坂口臨時議員） 一言だけ。いわゆるベンチャーという企業に対して、国も県も市

町村も、やはり仕事をもう少しさせないといけないと思うんです。実績がなけれ

ばだめだといって、どこもさせてくれないというのがこの人たちすべての御意見

です。だから、実績がないのは当たり前で、それがなくても、この方法でやった

ら予算は半分で済む、と言ってもやらせてくれない。だから、そこをやらすよう

に我々も考えないといけない。そう思います。 

（塩川議員） 竹中先生、時間もなくなりまして、今までずっと聞いていまして、「骨

太の方針」の第２の骨太ですね。いい意見も出ています。そこで今求められてお

るのは、小泉内閣が発足してもう４か月ですね。改革をやるんだが、どういう改

革をやるのかという、姿を見せろというんです。これが、参議院が済んだら出す

と言って、参議院までは概念論だけで終わっておったけど、これから出さなきゃ

いけない。これはどういうスケジュールで、どうしてやるのか、これをはっきり

やっていかないと皆辛抱しませんよ。特に９月の早々に、経済見通し諸表がどん

どん出てきましたら、一斉に経済関係のシンクタンクなんかどっと書きますよ。

そういうときに、これをやるんです、構造改革はこれをやるんです、とパッと出
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せるようなことを用意してもらわんとまごついてしまう。何をやったんだ、とな

ってしまう。言うだけで終わってしまったじゃないか、ということになりますの

で、是非ひとつ、スケジュールをきちっとしておいてもらって、「骨太」の後で

実際に改革をやるのは、こういう事業で、こういう仕事をやるんだということを

きちっとしておいてもらわんと、９月はもたないと思いますよ。 

（竹中議員） それはまさに今やっている工程表になりますので。 

（塩川議員） 違うんです。工程表、これをずっと出したって、一般の国民は、これ

何だろうということになっちゃいますよ。ですから絞るものは絞って、これでや

るんだということを出さないと。今やっているのは「骨太の方針」で議論した後

の焼き直しじゃないですか。そうじゃなくて、行政のベースに乗せるものは、こ

れとこれなんだということをやっていかないと国民が承知しないと思いますよ。 

（竹中議員） そのことは後で、どういう形でまとめるかということも含めて御相談

することになっていますので。それに当たって、ぜひイニシアティブをお伺いす

るという段階で今ヒアリングをさせていただいていますので。尾身大臣、柳澤大

臣のお話をお伺いしまして、それで今の話に戻りたいと思います。牛尾議員どう

ぞ。 

（牛尾議員） 科学技術の話は非常によく整理されて感心をしましたが、問題は科学

技術の研究を遂行するこれまでの仕組みに、どこまで構造改革をするかというこ

とを小泉総理はそれをおっしゃっているわけですから、いろんな体制でいろんな

ものがあって、各省で評価が分かれて、それがどういうふうに、この評価の仕方

とか、割り振りの仕方とか、優先順位のつけ方をどう決めていくかという、その

辺の構造改革案というものと、メリハリの効いた評価をどうやってするかという

ところの案が、実は今日の紙に全然ないので、これはぜひ出していただきたいと

思います。 

（尾身臨時議員） 一応重点４分野ということで、この前…。 

（牛尾議員） 中身じゃなくて仕組みの方で。 

（尾身臨時議員） 仕組みというか、まず予算のつけ方についてのメリハリの基本的

な基準は一応決めたつもりでいます。ただ、これを決めると、今度は、基礎研究

は抜けているじゃないかというようなことを言われていまして、それを全部聞い

ていると、基礎研究は入れますが、重点でなっていますが、だんだんメリハリが

効かなくなっちゃう。だから、重点４分野という考え方は、きちっと貫き通すよ

うな調整をしていきたいというふうに考えています。具体的な研究開発のやり方

について、本当に有効な使い方ができるかどうかということは、例えば、競争的

資金の使い方等についても、総合科学技術会議で少し整理をした上で、しっかり

したものをつくっていきたいと考えています。 

（片山議員） 尾身大臣の言われる地方の科学技術の振興で雇用創出をやる、大変結

構だと思います。そこで押しつけずに地方から提言させて、コンペ方式か何かで、

いい案から補助していくように、そうしてくださいよ。 

（尾身臨時議員） それはまさにそのとおりのことを考えているんです。 
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（片山議員） 押しつけはだめですよ。コンペをさせてください。 

（尾身臨時議員） 予算は取っても、ちゃんとした工夫とプログラムができていない

のは使えないということにしたい。 

（片山議員） 一律もだめだと思います。 

（竹中議員） ほかにいかがでしょうか。 

（小泉議長） 具体化というのは、わかりやすいのは大事ですね。例えば、公用車は

全部低公害車に切りかえる。わかりやすいでしょう。保育所、待機児童ゼロ作戦、

３年で15万人増やす。補助教員、５万人増やす。こういうわかりやすいのを出し

ていただきたい。一言で。 

（塩川議員） そういうのじゃないとわからないよ。こんな理念ばかり言ったって、

わからないんですよ。 

（小泉議長） 国民が「なるほど、こうか」と。努めてわかりやすいのをやってよ。 

（塩川議員） ９月になったら、これは評価を受けるよ。かなり言われるよ。一体小

泉内閣は何をやるんだと。 

（小泉議長） 民営化をばんと今日打ち出したけど、ああいうわかりやすいのを。 

補助金も一括、地方交付税を含めて地方分権と。そういうふうにやると。 

（竹中議員） 時間がありますので、柳澤大臣に御質問、コメント等ございますでし

ょうか。 

（速水議員） 柳澤さん、今、日本の金融システムが内外から非常に厳しい目で見ら

れているときに、構造問題について大胆にやっておられることは非常に高く評価

をさせていただきたいと思うんです。構造問題は金融では３つあって、１つは、

不良貸し出しをどうやって早く整理していくかということ。１つは、証券市場の

活性化をどうやっていくか。もう１つは、日本で非常に多い公的金融をどう減ら

して、もっと民間が伸びるように早くやれるかということ、この３つだと思いま

す。 

第１の点は、さっきおっしゃったように、不良債権の処理がかなり進んでいる

というのはいいことだと思いますが、やはり不良債権の予備軍というのが随分あ

るわけですから、それをいい方向へリードし、必要なら引当金を積ませる。昨日

のテレビかなんかで、ちょっとそういうことをおっしゃったので、私もその方向

でやられるといいなと思いました。 

それから、証券の問題につきましては、日本がおかしいのは、銀行が株をたく

さん持っていること。海外では、ドイツの銀行が株式を多く持っているくらいで、

ほかではそれほど多く持っていませんから、これを自己資本まで落としていくと

いうのは早くやった方がいいと思います。それと同時に、伝統的な取引関係では、

普通の企業でも株を持ち合うということが取引の始まりなんです。それで持って

いたものが今売られて、少しでも株価が上がれば売りに出ようとみんな待ってい

るわけですから、なかなか上がらないんですね。そうは下がらないかもしれませ

んけれども、なかなか上がらない。これは、早く自社株の買い取りや、あるいは

税制などで個人がもっと投資できるように流し込む、それから仲介機能が必要だ
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という点、さっきおっしゃったとおりだと思います。 

それから、３つ目の公的金融の問題は、これは石原大臣の所管かと思いますの

で、今日じゃない方がいいのかもしれませんけれども、やはりこれも企業及び個

人の借り入れが約750兆円ある中で、150兆円ぐらいが公的金融機関の貸し出しだ

というのは、ちょっと大き過ぎると思いますし、何とかこれを減らして民間がも

っと貸せるようにしていく必要があると思います。その３つでございます。 

（尾身臨時議員） サッチャー政権のときにやった個人投資家優遇税制を是非考えて

いただきたいと思います。それは、年間100万円ぐらいの証券、株を買ったときに、

一人一人が100万円と決めて、その分だけ買ったときは、その人のキャピタルゲイ

ンと配当を課税しない。１年に100万円だけ与えますよということで、個人投資家

の1,300兆のお金をどんと証券市場に直接金融に回すというようなのを、サッチャ

ー政権がやりまして非常に成功しています。今の証券市場の状況は、サッチャー

政権のときの対策をやるのにふさわしい状況だと思っています。個人投資家協会

の長谷川慶太郎会長ですが、ここはぜひやってほしいということを言ってきてい

まして、サッチャーと同じやり方を一度柳澤大臣の方で御検討をいただきたいと

思います。ものすごく成功しているんです。 

（本間議員） 柳澤大臣は非常に御苦労されておるということは十分理解をしており

ますし、御努力の成果も上がっていると思うんですが、「骨太の方針」の中で、

わざわざ第１段階に不良債権の集中調整期間を設けているというイメージと、こ

こで御検討されている姿・形のギャップというのは、恐らく国民は感じるのでは

ないでしょうか。２、３年の集中調整期間では、先ほどのページの数値のいずれ

をとりましても、数字の上ではほとんど効果が上がらない。結果としては、景気

が回復した後で、16年以降改善していくよというシナリオになっているわけで、

そうだとすると「骨太の方針」の中で問題提起したことに関して、結果としては、

それをサポートしていない、あるいは積極的にそれを推進しようという姿・形に

なっていないのではないかという批判が、一般的に出てくるのではないかという

ことを、私は非常に懸念しております。金融機関というものの経営の安定性は、

システムリスクにつながるようなことは起こらないだろうというのは事実だろう

と思います。しかし、問題は、今の制約されてバインディングされた資金の流れ

というものが、日本の活性化、構造改革にとって、しこりとなって前に向かない

ということだ。先ほどの株式市場の流動化の問題も、もちろんその一端でありま

すけれども、そこのところを、もし公的なコミットを強めることによって、スピ

ードアップができるのであれば、より強いメッセージというものを小泉構造改革

の中で実現できたということになる。今の政策のスタンスというのは、どちらか

というと、実務的過ぎるのではないか、あるいは政策的な部分のところが意思が

弱いのではないかというのが、一般的な感覚としてあるということなんですが、

担当大臣の御苦労は十分承知の上でその辺のところはいかがでございましょうか。

（柳澤臨時議員） 何となく御指摘はわからないでもないなと思って聞いておったん

ですが、しからば、どういうようにやるのかということですね。このシミュレー
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ションというか、モデルは、要するにある区分にある不良債権が、どういうふう

な遷移確率というのをつくって、ほかの悪い方にも行ったり、いい方にも行った

りするんですが、今かなり状況が悪いですね。そういう中で、それぞれ遷移して

いく。それで今言ったように、２年、３年の例の破綻懸念先以下は対比している。

普通にコンピュータを回したら、こういう形になったということなんですが、今、

先生がおっしゃったことが、果たしてどういう行政的な手法、あるいは銀行にお

ける判断というもので、そういうものが実現されるのか。それは後で教わりに行

くことはやぶさかではありませんが、実際問題として、これは２年、３年でやる

ということも、ぴしっとやっているというシミュレーションですし、要管理先の

中で構造調整の業種については、100％破綻懸念先になるという前提でつくってあ

るわけです。100％そんなことはあり得ないんですけれども、構造不況業種は、

100％全部破綻懸念先になる。そういう前提で、そこのところは遷移確率をあえて、

そこに政策意思を加えて、全部悪くなるんだということで、それを対比するとい

うなんですが、正直言って、遷移確率をやっていくと現実には下がるんです。今、

5.72あるのが下がっていくんですけれども、それを一遍に来年３を実現しろとい

うようなことを考えたときに、それは、手法としてどういうものがあるんだろう

か。客観的に要管理先の状況にあるのが、政治を先に持っていくとか、客観的に

要管理先にあるものを破綻させるということで、法的整備に持っていくというこ

とは、牛尾先生なんかの実業家の話を聞いてもいいですけれども、元利の支払い

が滞ったら、コンコンと行って「あなたは法的整理ですよ」と。債務超過でも何

でもないところは、これは言えないじゃないでしょうか。だから、具体的に何を

おっしゃっているかわからない。 

（吉川議員） １つだけよろしいでしょうか。私は大臣の今のお話は理解できたつも

りなんです。１つだけ意見なんですが、この計算の背後に根拠がある、モデルが

あるわけですが、それを差し支えなければ、プロ向けに公表された方がいいと思

います。国際的にも、例えばアメリカのエコノミストはそれを理解すると思うん

です。モデルの計算根拠を、こういう根拠で計算したというのをプロ向けですが、

むしろ対外的に公表された方が、こういう根拠でやっているんだということで、

ベターだという感じがしました。 

（塩川議員） 「骨太」とまた別の話にしてもらわないと、「骨太」をいかにアピー

ルするかなんだよ。アピールしなかったら、「骨太」もくそもないよ。 

（竹中議員） あと２分ぐらいで、まとめさせていただきます。ありがとうございま

す。 

さっき財務大臣が言われたことは、私たちすごく悩んでいるところでありまし

て、各大臣にお願いして、とにかくイニシアティブを発揮してくださいと。今日

お伺いして、本当にいろいろ御苦労なさってくださっているのがよくわかりまし

た。本当にありがとうございます。ただ、先ほどから御意見がありましたように、

やはり目玉というのが国民のアピーリングなものというのを、今日もいろんなコ

メントがございました。あと一工夫、二工夫していただくことによって、さっき
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財務大臣がおっしゃったように、すごく国民にわかりやすい、アピーリングなも

のがそれぞれに必ず出てくるのではないかというふうに思うんです。今日、各大

臣の御意見が外に出ます。外に出ますので、これに対しては評価の部分も、また

批判の部分も当然社会では出てくると思いますので、それぞれについて今日のコ

メントも踏まえて、あと工程表の最終取りまとめまで、まだちょっと遅れている

省庁もありますので、先ほど坂口大臣がおっしゃったように、９月30日までなか

なか難しいというものもありますので、あと工程表の日程的なものは、２、３週

間待たなきゃいけない部分があります。しかし、それまでに先ほどから御指摘が

あるように、とにかく目玉として何か伝わるものに何とかしなければいけない。

もう１つは、やはり政策というのは細かいんです。政策の簡素化というものもな

いと国民にはわかってもらえないのではないかと思います。 

それともう１つ、１にも２にももっと早くできないか、もっと早くできないか

というのもあろうかと思うんです。そういった点、今日は、資料は外に出ますの

で、御配慮いただいた上で、繰り返しますけれども、先ほど御指摘あった点を踏

まえて、本当に国民にとって目玉となるわかりやすいビジブルなものを２、３週

間ぐらいで、工程表としてまとめないといけないと思いますので、引き続きぜひ

とも御協力をお願いしたいというふうに思っております。 

（塩川議員） ３週間ですか。３週間もかかりますか。あの指標は９月早々に出ます

よ。地域がどうだということは一斉にマスコミはやりますよ。その時に、もたも

たして、まだやってまんねん、ちんたらちんたらと。これじゃ通らないでしょう。

だから、そんなときに、「骨太の方針」に基づいて、こういうことをやりますと

いうことを出して、はじめて小泉は参議院選挙中言っていたように参議院選挙が

済んだらやるんだなと。 

（牛尾議員） 経営判断的にはそのとおりだけれども、実はそれだけの作業ができる

かということですね。 

（塩川議員） ちんたらちんたらやっておったら、間に合わんと思うね。 

（坂口臨時議員） 世の中、玄人もおれば、素人もおりますので、玄人筋からは積み

上げたものも、それは示さなければいかんということになるだろうというふうに

私は思います。だから、今積み上げていただいているものは積み上げていただく。

これはこれで進めていただきながら、しかし、素人向けにと言ったら叱られます

けれども、わかりやすいものは、わかりやすいもので別途これはつくるというこ

とにしないと、そちらの方だけでやっている作業を、これで頓挫してしまうと、

何だという話になってくる。これはこれで進めながら、いわゆる政治的に理解を

していただくようなものを幾つか、これはこれで、それはそれで、また打ち上げ

てもらうということにせざるを得ないのではないかと思います。 

（片山議員） これは概算要求のうちの20％の構造改革要求につながっていますので、

これは、これでやった方がいいですよ。ただ、目玉を何にするか、別途に用意し

た方がいい。 

（塩川議員） それがこの会議の目的なんです。この会議の目的は概算要求の説明の
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話ではないんです。 

（片山議員） 構造改革要求なので。構造改革の中身とつながっているのです。目玉

は別途やられたらいい。 

（牛尾議員） 各大臣からそういうものを出してもらう日を設定した方がいいかもし

れませんね。 

（竹中議員） 各大臣で、構造改革表を早く出していただきたいということをお願い

しているんですけれども、なかなか事務的な作業で出てこないところも、まだご

ざいます。今、大臣が判断としてあと１週間ぐらいでまとめることができるなら

ば、これはベストでありますから、各大臣が、それができるというふうにおっし

ゃってくださるのであれば、これは、私たちはぜひやりたい。 

（平沼議員） 各省庁１つずつ出せいうことですか。 

（竹中議員） ええ。 

（平沼議員） まだ、半分の大臣しか言っていないわけです。 

（竹中議員） これは来週には一通り終わりますので、その時点で出していただける

のであるならば、それをすぐにまとめるということはできると思います。 

（塩川議員） お任せします。 

（竹中議員） 総理、最後に何かございますでしょうか。 

（小泉議長） よく見れば結構出ているんだけれども、いかにわかりやすく国民に説

明するか。それと、財務大臣も意外と気が短いようでありますが、むしろ、痛み

とか批判に今度は我々が耐える番ですから、しかし揺らいじゃいかんと。「構造

改革なくして成長なし」、この基本線はがっちりと守っていかなきゃいかんと思

っていますので、よろしくお願いいたします。 

減らすので、これを注意しなきゃならないのは、７分野重点事項は増やしてく

るから、各省増やす方を削って、本来削らなきゃいけないところを削らない傾向

があるから、役所はよく注意してくださいよ。いずれ増やしてくれる方を削っち

ゃってくるんだ。財務省よく注意してください。削るところを削らないで、増や

してくれる方を削るから何にもならない。重点にならなくなっちゃうんです。そ

れをよく大臣は注意して、財務省もよく注意をして。 

（塩川議員） 僕らやってきた癖があるからな。大体やるというのはわかっている。 

（小泉議長） そうじゃないとメリハリがつかないからね。 

（牛尾議員） ５兆、２兆も、３兆はゼロになっちゃう。 

（小泉議長） そうなんだ、逆なんだよ。増やすべき方を最初減らして出してくるん

だよ。減らすべきところを減らさない。そういうのに負けないでやってください。 

（竹中議員） わかりました。今の御意見を参考にして、ちょっと進め方を含めて、

また改めて御相談をさせていただきます。今日はありがとうございました。 

（以 上） 

37 


