
平成 13 年第 17 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 17  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 8 月 30 日(木) 14:30～16:10 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 

議員 福田 

同    竹中

同    片山

同    塩川

同    平沼

同    速水

同    牛尾

同    奥田

同    本間

同    吉川

臨時議員 武部 

同    川口

同    石原

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

純一郎 内閣総理大臣 

康夫 内閣官房長官 

平蔵 経済財政政策担当大臣 

虎之助 総務大臣 

正十郎 財務大臣 

赳夫 経済産業大臣 

優 日本銀行総裁 

治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

勤 農林水産大臣 

順子 環境大臣 

伸晃 行政改革担当規制改革担当大臣 

(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 経済動向分析・検討チーム結果とりまとめ 

資料 2 片山議員提出資料 

資料 3 武部臨時議員提出資料 

資料 4 川口臨時議員提出資料 

資料 5 石原臨時議員提出資料 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第17回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日はありがとうございます。 

（報道陣退室） 

（竹中議員） 本日の議事でありますけれども、前回、一昨日に続きまして「基本方

針」のフォローアップでございます。これをどのように取りまとめて、いつの時

点でわかりやすく示していくのか、大変重要な問題だという御指摘がございまし

た。とりあえず予定されておりますように今回と前回、こういう作業を続けた上

で、その過程でどのようなタイミングで発表するかということについては、総理

の御判断を仰ぎながら決定してまいりたいと思っております。 

今回でありますけれども、臨時議員として武部大臣、川口大臣及び石原大臣に

御参加をいただいております。 

本題に入ります前に一言連絡事項でありますけれども、今日の資料の中の資料

１「経済動向分析検討チーム結果の取りまとめ」というのがございます。これは

８月上旬から６つの分野につきまして広くマーケット関係者、民間エコノミスト

の方々から、ヒアリングを中心に情報収集を行っております。景気の現状及び政

策対応について活発な議論をいただきましたので、それの取りまとめの報告書だ

け、今日は提出しております。次回ないしは次々回等の検討の中で、また御紹介

をしながら議論の参考にしていきたいと考えております。 

それでは本題に入りますけれども、本日も多くの議員に出席していただいてい

る一方で審議時間は１時間半と限られておりますので、効率的な議事進行に御協

力をお願いいたします。 

それでは、審議に入ります前に総理からごあいさつをお願いいたします。 

（小泉議長） いろいろ良い提案を出していただいていると思うんですが、分けても

大事なのは、わかりやすく説明してもらうことでありますので、内容とそれをど

う表現するか、より一層工夫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す。 

○基本方針のフォローアップについて

（竹中議員） それでは、本日の議題でありますフォローアップの審議でありますけ

れども、まず各大臣から一通り御報告をいただきまして、後で取りまとめて自由

討議にさせていただきます。 

それでは、片山議員にお願いしたいと思います。 

（片山議員） それでは、総務省をお願いいたします。そこにお示ししておりますレ

ジュメの順でお話し申し上げます。 

１ページ目は総論でございますが、ここで留意いただきたいのは、２つ目の丸

の、国と地方は構造改革のパートナーであるということが１つ。それから、一番

下の丸の、こうした使命を果たすため“ノーチェンジ、ノーチャンス”、「チェ
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ンジしなければチャンスがないよ」という姿勢で以下の課題に取り組む。すなわ

ち、行政改革を推進し、国民本位の行政を実現する。地方分権を一層推進し、地

方の自立・活性化のための基盤を強化する。ＩＴ革命を推進し、社会経済構造を

刷新する。 

２ページ目は、それについてもう少し詳しく書いておりますが、３ページ目か

らの各論に入らせていただきます。 

３ページ目は、 初に国の行政の構造改革でございまして、「（１）行政改革

大綱に沿った行政改革の推進」です。行政改革大綱を昨年の12月に決めておりま

すけれども、これに基づく行革を平成17年までの間を１つの目途として、集中的・

計画的に実施する。このうち、現在、石原大臣が中心に取り組んでおられます特

殊法人等改革、公務員制度改革、公益法人改革等については、行政改革担当大臣

と連携しつつ推進するということが１つ。 

それから、私どもの方の定員管理、組織管理の話ですが、国家公務員の定員に

ついては、そこにいろいろ書いていますけれども、メリハリの利いた定員配置に

する。10年間25％純減を目指した政府全体としてのスリム化を推進する。この25％

の中には、独立行政法人等への移行も入っておりますけれども、それを含めて行

う。組織の方は、減量・効率化等を実現しつつ、内外環境に即応する改編に積極

的に対応する。 

３つ目の丸でございますが、情報公開制度については現在行政機関については

施行中でございますけれども、独立行政法人、特殊法人等を対象とした法案は現

在継続審査になっておりますので、次の臨時国会で成立を図りたいと考えており

ます。 

それから、（２） は政策評価制度でございまして、国民の立場に立った統一的・

総合的な政策評価を行って、その結果を予算、機構・定員へ反映させることを考

えながら取り組む。政策評価法は通っておりますが、施行は来年の４月からでご

ざいます。現在、各府省ではそれについての対応を御検討いただいておりますの

で、それを促進していこうと思っております。 

４ページは、地方税財政制度の改革でございまして、（１）は「地方税中心の

歳入構造への改革－地域における受益と負担の関係の明確化」。そこに書いてあ

りますのは、税源移譲等により、国税と地方税の比率を１対１にすることを目指

して検討する。目指して検討するのでございまして、直ちに実現ということでは

ありません。今は６対４でございますので、これを１対１にする。歳出の方は逆

に35対65でございます。その際、個人住民税、地方消費税など偏在性の少ない税

目の充実を図る。所得税から個人住民税へ。今、消費税は地方消費税と国の消費

税と分かれておりますけれども、地方消費税のウェートを高めていくこと等を考

えております。法人事業税への外形標準課税の早期導入を図る。 

（２）の地方財政構造改革プランですが、１つは、地方交付税の改革です。こ

れは、そこにありますように、地方団体の自主的・自立的な財政運営を促す方向

で事業費補正を縮小し、段階補正を見直します。さらに税収確保努力へのインセ
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ンティブを強化するため、留保財源率は現在都道府県が20％、市町村が25％にな

っておりますけれども、これを見直して更に拡大することを検討します。 

地方財政計画の改革でありますが、地方財政計画を策定する際に重点７分野の

経費を拡充する一方で既定経費の見直し、定員の計画的削減、箱物投資の抑制、

こういうことを行いながら、地域情報化等のインフラ整備の重点化等により、地

方単独事業を、来年度はマイナス10％にいたします。それにより１兆数1,000億円

の削減になると思いますので、地方財政計画を抑制することにより地方財源不足

額の圧縮・借入金の抑制、ひいてはこれが地方交付税の縮減につながることにな

るわけであります。この数字は、今後、国の歳出見直しの状況を見ながら年末ま

でに詰めていくことになると思います。 

地方道路財源の充実でございまして、地方道の整備状況の立ち遅れ、今、国道

の改良率は９割となっております。都道府県道は６割、市町村道は５割でござい

まして、そういう整備状況が遅れている上に地方道路整備に占める道路特定財源

の比率は３割です。国はほぼ10割ですから、こういう現状を踏まえ、道路特定財

源の在り方については地方の自主的な道路整備のための財源の拡充、地域課題へ

の対応を重視した使途の拡大を図る。 

  現在、大体国税として入っているのが３兆6,000億円、地方税として入っている

のが２兆3,000億円、トータルで５兆9,000億円です。ところが、実際に使ってい

るのは、国から補助金で１兆1,000億円が地方へ流れています。それから、14年度

までの現行５か年計画の特例の措置として、7,000億円の交付金がまた別に地方へ

いっています。ということは、１兆8,000億円が国から地方に移っているものです

から、５兆9,000億円のうち地方が使っているのが４兆1,000億円、国が使ってい

るのが１兆8,000億円なんです。 

だから、道路特定財源の問題は国の制度の問題であるけれども、現状は地方の

問題と言ってよい。そこで、地方の首長さんが色々と言うわけです。４兆1,000億

円は既得権ではありませんけれども、現在は地方が使っている事実があります。

そこで、地方の全部の道路費はどのくらいか。今、８兆円です。89兆円の地方財

政の規模のうち８兆円を道路に支出しています。これは今の整備率から言うと続

けなければならないと思いますので、現実は道路特定財源を４兆1,000億円も地方

が使っているものですから、この辺をどう考えるか。使途の拡大もありますけれ

ども、そのあたりをいかにするか。 

  国道はほぼ整備は終わりかけています。したがって、7,000億円はオーバーフロ

ーするから交付金で地方にきているのです。今日、扇大臣がおられればもっと詳

しく話しますけれども、私だけが言うのは具合が悪うございますので、一応問題

提起だけにさせていただきます。 

  ５ページ目は、地方行財政運営の効率化・透明化へ向けた改革でございまして、

これは国の方にやっていただく必要がありますが、公共投資の重点化、ＩＴ関連

投資、その他ＰＦＩの活用、健康づくり事業の実施による医療費・介護費用の抑

制、公設民営方式の活用等による行政コストの引下げ、ＮＰＯとの連携等により
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国にもやっていただきますが、これによって地方行財政運営の効率化を図ってい

く。それから、地方にも行政評価システムの積極的な導入を図る。それから、バ

ランスシートの活用。バランスシートは今、試行的に総務省でやっておりますけ

れども、この活用、パブリックコメントなど新しい手法を入れるということを掲

げております。 

地方政府の再編、行政体制の方は、そこにありますように、市町村合併の推進

でございまして、今日第３回目の市町村合併支援本部で支援プランを決定いたし

ました。これは総務省だけではなくて各府省全部が連携をしていただくと、こう

いうプランができましたので、これを市町村、都道府県に提示して是非強力に推

進したいと思っております。 

丸の２つ目は、地方分権改革推進会議で、国と地方の役割分担の見直しや地方

税財源の充実確保を御議論いただくとともに、地方制度調査会において地方分権

や市町村合併の進展に応じた都道府県や市町村の在り方や、あるいは団体規模等

に応じた事務配分等を御検討いただくということを書いております。 

６ページは大きい３で、電子政府・電子自治体の推進でございまして、是非こ

れを進めたい。電子政府・電子自治体の実現でございますが、まず２年後になっ

ております電子政府の仕事を前倒しする。国が行う約11,000件の手続のオンライ

ン化について、平成14年と言うと来年度ですけれども、現行プランでは35％前倒

しになっていますが、これは各府省と相談して50％にしたい。それから、地方団

体の扱う残りの5,100件の手続については、国が法令等でそれを規制している。今、

ＩＴ化はできないような仕組みになっておりますので、これを直さなければいけ

ません。来年度中にはその条件整備を59％まで行う。こういうことを打ち出した

いと思います。 

また、基盤整備についてはそこにありますように、汎用受付システムの構築や、

法令の見直しや、組織や個人の認証システムや、行政のネットワーク化を行うと、

こういうことでございます。「また」以下は、電子申請に係る大量の申請書類の

円滑な送受信のための技術開発。合わせて、地方団体が都道府県単位で共同利用

できるシステム開発を行う。 

丸の２つ目は、電子投票の試行でございまして、これは法案を通常国会で用意

いたしておりましたが、ちょっと法案が混み合いましたので臨時国会に送りまし

たが、与党との調整ができれば臨時国会でこれを通したいと思います。 

それから、地方団体の一部で入札手続の電子化を行っておりますが、これも円

滑に行うための環境整備を進めてまいりたいと思います。 

７ページは、高速・超高速インターネット網の整備推進でございまして、平成

17年までに全国隅々までブロードバンドを普及しよう。そこで「全国ブロードバ

ンド構想（仮称）」、余り名前はよくないですけれども仮称でございますが、こ

れを秋までにつくる。全体のマスタープランですね。それを行う。その中で１つ

は、全国すべての地方団体で、公共的な拠点を全部ＬＡＮでつなぐ、高速の公共

ネットワークを整備する。そのＬＡＮからそれぞれの家庭につなぐ枝線を考えて
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いくというわけでございますが、民間事業者ではできないところ、採算の合わな

い条件不利地域等については公共ネットワークということで公的支援等を含めて

整備を進める。これを、新しく打ち出し、予算も要求いたしたいと思っておりま

す。 

それから、インターネット利用基盤技術の開発、実証を行う「ｅ！プロジェク

ト」その他の技術開発も進める。 

２つ目は、コンテンツの問題でございまして、いろいろなコンテンツの育成、

流通、ルール化、それを推進する。そこに書いてありますように教育などの公的

分野でのもの、著作権等の保護を図りつつコンテンツ利用を促進するルールをつ

くる。また配信技術、その他の環境整備を進めたいと考えております。 

８ページはＩＴの人材育成でございまして、１つは昨年度から本年度に引き続

いて550 万人のＩＴ講習を実施いたしておりますが、これを引き続いて行うが10

分の10の国のお金ではなくてできるかできないか、これを検討いたしたいと思い

ます。それとともにＩＴ基礎技能住民サポートセンターをつくる。それから、そ

ういうＩＴ講習のリーダーを地域的に育成していくということが重要でございま

してＮＰＯ等々との協力も必要であります。 

２つ目は、小学校、中学校、高等学校は全国で約四万校ありますけれども、こ

れを今言いましたイントラネットでつなぐ。そのために地方団体への支援を充実

いたしたい。 

３番目は、高齢者・障害者、そのような人に情報バリアフリーとして、手軽に

利用できるモデル拠点を支援したり、ＮＰＯのポータルサイトの構築も考えると

いうことでございます。 

次が、ＩＴ関係の人材育成のために３万人の研修を行ったらどうだろうか。こ

れは同時に雇用創出につながっていくわけでございますので、そこにあるように

中位からそれ以上の専門知識や技能を有する人材育成の研修を全国的にやったら

どうだろうかと思っております。 

４番目は規制改革でございまして、インフラ部門に加え、コンテンツなどの幅

広い分野を視野に入れた規制改革を積極的に進めていく。 

５番目は、地域の特性や資源を活かし、都市の再生や農山漁村等の活性化を推

進でございまして、１つ目の丸は、情報インフラを始め地域の発展基盤の整備を

重点的に支援するということ。 

２つ目は、地域の科学技術の振興やＮＰＯとの連携により、新産業や新規雇用

の創出を図る。 

３つ目は、消防力の整備充実や、消防防災分野におけるＩＴ化の積極的推進に

よって安心できる地域づくりを実現する。 

一番下にありますのは、市町村と郵便局の連携施策によるワンストップサービ

スなど、地域住民の利便の向上を図って地域の活性化を推進する。 

こういうことでございまして、以上、来年の国と地方は構造改革のパートナー

としての地方の役割と考えております。 
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（竹中議員） ありがとうございました。続きまして、武部議員からお願いいたしま

す。 

（武部臨時議員） 食料の安定供給と美しい国づくりということで、どのように構造

改革に取り組むかということについて、就任以来、農林水産省を挙げて取り組ん

できた所存です。 

私は、構造改革はかなり進んできたと。その胎動があるというのは、たとえて

言うならば、私は民間企業の農業への参入、５年後には農地法を改正するという

ことを視野に入れて取り組んでいきたいということについても、このごろは聞い

てくれるということですね。先日、農業者代表者大会でもこのことを申し上げま

したけれども、野次ひとつありません。これは大きな変化だと私は自覚しており

ます。 

先般、５月31日の第９回のこの会議において、私案という形で私の考えをお示

しいたしましたが、その後、策定されましたいわゆる「骨太の方針」の中におい

て、この１枚紙を見ていただきたいと思いますが、この図の左上にありますよう

に、農林水産関係につきましては、環境、水、食料などのヒューマン・セキュリ

ティの確保、食料自給率の向上に向けた農林水産業の構造改革、都市と農山漁村

の共生と対流、ハードからソフトへの政策手段の転換という４つの大きな視点が

示されたところでございます。 

これらの視点に即しまして、農林水産分野における構造改革を強力に取り組ん

でまいりたいと思いまして、そのための方策として十大重点プランということに

凝縮されたものを中央の広いグリーンの部分に示させていただきました。これら

のプランを推進するために、まず農林水産公共事業につきましては思い切って農

業分野で５％、林野水産分野で３％分を構造改革のベースとして、緊急的に実施

することが必要となる施策にシフトすることといたしました。これにより真ん中

の緑の１番、赤いマークの付いている１番、４番、８番、９番の施策の中で、特

に地域農業の構造改革への取組や、セーフガード関連での野菜等の生産流通の構

造改革への取組などを実施することとしております。 

また、右上にありますように、地域における多様な農業経営等の存在を踏まえ

まして、これまでのように一律に同様な施策を行うことはやめまして、意欲と能

力のある経営体を、食料安定供給を中心的なものとして産業としての農業政策を

これらの下に集中化、重点化することとしております。 

このことによりまして、真ん中の１番にありますように、創意工夫を生かした

農業経営の展開を推進し構造改革を断行する。特に、構造改革が遅れている米に

ついては需要の動向に即した生産を行い、水田農業の構造転換を図る観点から米

の生産から流通に至るまでの政策を総合的かつ抜本的に見直してまいりたいと、

このように考えております。 

６番目の村づくりについてでありますが、都市と農山漁村が対立するものとと

らえるのではなく、都市住民をも含めた多くの国民の願望を実現するための取組

として推進してまいりたい。具体的には、都市の住民は、きれいな空気、美しい
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自然を求め、農山漁村の住民は、都市と変わらない社会基盤の下での生活、都市

の持つ魅力へのアクセスを求めているわけでありますから、これらの願望を実現

するため市町村のイニシアチブの下、都市と農山漁村の共生、対流が可能となる

ように、人、物、情報あるいはお金も入ると思いますが、循環する共通社会基盤、

プラットフォーム整備を行い、これにより都市住民にも開かれた新たな村づくり

を展開してまいりたいと思います。 

次の７番目の公共事業関係についてでありますが、農山漁村の農地、水、森林

などの社会資本は都市住民の食料、水などライフラインを支える緑の基盤として

の役割を持っているわけです。こうした農山漁村の社会資本の整備については、

自然と共生する環境を創造する事業に転換してまいりたいと考えております。特

に、諫早湾干拓事業につきましては一昨日私からコメントを発表したとおり、環

境創造型事業への転換に向けた先駆的な取組としたいと考えております。 

森林・林業、水産分野につきましては左下にありますように、新たな基本法が

それぞれ森林・林業基本法、水産基本法が前国会で成立をいたしました。これに

即しまして、有限な地球資源を未来へ引き継いでいくという観点から、地球温暖

化防止への森林の貢献や、新たな国際海洋秩序の下での水産資源の管理に特に力

を入れてまいりたいと思います。 

また、真ん中の下の方の10番のいわゆる「骨太の方針」の重点７分野は、農林

水産業の構造改革においても21世紀の政策課題として極めて重要でありまして、

具体的には重点１から９のプランとも関連いたしますが、自然と共生する農山漁

村環境や豊かな森林環境の創造、宝の海である有明海再生対策、村づくり維新の

取組、地域の創造性を生かした米の構造改革の推進、イネゲノム研究の加速化、

環境分野における技術開発研究、ＩＴ化の推進などについて積極的に取り組んで

まいりたい。構造改革特別要求・公共投資重点化措置要望として、これを要求し

てまいりたいと思います。 

これに加えまして、今後の取組として景気対策関連としては、右の欄の米印に

ありますように農業法人、アグリビジネス分野の雇用創出や森林整備等による緊

急雇用対策、有明海再生対策、ＩＴ化が遅れている農山漁村のＩＴ化の推進等を

講じていくことを検討してまいります。 

以上の取組を通じまして、国民に対し将来にわたって安全でおいしい食料の安

定供給を確保する観点から、先進国の中で 低水準なる我が国の食料自給率の向

上を図り、平成22年度に45％達成を目指して農山漁村と都市との共生、対流を実

現し、もって循環型社会の形成による環の国づくりを進めてまいりたいと、かよ

うに存じます。以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。続きまして、川口臨時議員から御報

告をお願いいたします。 

（川口臨時議員） それでは、資料４によりまして御説明をさせていただきます。ま

ず表紙を１枚開けていただきますと、「環の国日本」づくりプランというふうに

書いてございまして、これが環境省の「骨太の方針」を受けたプランでございま
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す。 

それで恐縮ですが、その資料の一番後ろに横長の紙がありますので、それを広

げていただきたいと思います。環の国プランというふうに呼ばれているわけです

けれども、これは先般「環の国日本」づくり会議というのを、この官邸で総理も

御出席いただいて半年ほどやらせていただきまして、そのときに物質循環の環で

すとか、人と人との環ですとか、自然と人間の環ですとか、経済と環境の環です

とか、そういったさまざまな環について基本的な考え方がそのときに示されまし

たので、それを受けてつくったものでございます。 

まず、今１枚取り出していただきましたが、それ以外のところの一番 後のペ

ージを開けていただきますと、こういった「環の国日本」づくりという絵が出て

くると思います。実は、環境省からお出ししたときには、これは非常にきれいに

色が付いていたんですけれども、官邸に着きましたら色気が抜けてしまいまして

白と黒だけになってしまいました。これが「環の国日本」づくりのプランでござ

いまして、上の４つ、地球環境保全の推進、自然と共生する社会の実現、循環型

社会の構築、総合的環境管理による安全と安心の確保、この４つが直ちに取り組

むべき重要な課題ということでございまして、新しい日本の未来像を頭に置いて

これに取り組んでいきたいということです。 

それから、この４つについて取り組んでいくために、環境配慮型社会の基盤を

つくる必要があります。それがその下の３つでございまして、環境パートナーシ

ップの推進というのは、政府とあるいは地方公共団体、民間、市民の方々とパー

トナーシップをつくりながら進めていきたいということです。それから、グリー

ン経済社会への構造改革というのは、国民一人ひとりのライフスタイルの変革な

り、あるいは産業において環境経営をしていただく、あるいはアセスをしていた

だくといったことについてのルールを設定し、情報提供していくことが必要であ

る。それから３番目の環境研究・環境技術開発の促進というのは、こういったこ

とを基盤づくりの一環として進める必要があるということでして、環境省はこの

７つの柱に沿った施策につきまして、平成14年度の予算要求あるいは次期の通常

国会に向けた法案の提出を考えていきたいと思っております。 

そういうことがその全体像でございますけれども、この７つの柱のうち今日は

特に重要だと思われる３つにつきまして細かく御説明をさせていただきますが、

その３つが先ほど広げていただいた横長の紙に書いてあります。 

まず温暖化社会、この３つのうち一番上が、脱温暖化社会への挑戦ということ

でございます。これは先般来いろいろ新聞で書いていただいていますけれども、

京都議定書の2002年までの発効を目指して、環境省といたしましてほかの省庁と

連携をして国際交渉に全力で取り組んで、またその国内対策にも全力を尽くして

いくということでございます。それで、日本が京都議定書を締結できるためには

６％の削減を自らやるということが必要でございます。 

ただ、 近の数字で1999年度の温室効果ガスの排出を見ますと、これを非常に

上回った数字になっておりまして、特に運輸、民生を中心に上回っているという
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ことでございまして、90年比で99年度は既に6.8％増加をしているということでご

ざいますので、国内の排出削減対策を一層進める必要があります。他の省庁と連

携をいたしましてこれを進めていきたいと思いますけれども、この脱温暖化社会

への挑戦の真ん中のところに四角く囲んでございますけれども、環境省といたし

ましては、来年度の予算で地球温暖化防止国民運動の展開、家庭・業務施設など

の温暖化診断、地域の特性を生かした脱温暖化社会構築事業、それから、地球温

暖化に関する調査研究の推進に重点的に取り組んでいきたいと考えております。 

次が、循環型社会の構築ということでございまして、これは総理が御提唱にな

っていらっしゃる「ごみゼロ作戦」といたしまして、環境省として廃棄物の排出

抑制と、循環的な利用によるごみゼロ社会の構築に取り組んでいきたいと考えて

おります。このために、何をするかということですけれども、民間の力を活用し

た廃棄物処理、リサイクル関連施設の整備に加えまして、ごみゼロパートナーシ

ップの会議の開催ですとか、不法投棄の回収に市民ボランティアの方に加わって

いただくといったパートナーシップを組んだ施策を展開していきたいと思ってお

ります。 

それから、循環型社会の構築の上から２番目に、自動車リサイクルの法制度化

と書いてございますけれども、使用済みの自動車を減量化、リサイクルするため

の新たなシステムといたしまして、次期通常国会に、自動車リサイクル法案を関

係省庁と御相談をして提出をしたいと考えております。 

それから、その次にダイオキシン規制について書いてございますけれども、財

政支援を重点的に行いまして、平成14年末までに全国のダイオキシン類の排出総

量を平成９年に比べて９割減らしていくというふうに考えております。 

それからＰＣＢでございますけれども、先の国会でＰＣＢの処理についての２

つの法律を成立させていただきましたので、その枠組みに基づいて、国が関係自

治体と協力をして拠点的な処理施設の立地を図って速やかに処理体制を整備し、

早期の処理に取り組みたいと考えております。 

それから３番目の自然共生型社会の実現、一番下のところでございますけれど

も、これも今年の５月の総理の所信でも表明された重要な課題でございます。こ

の実現に向けまして、今年度中にその基本的な方針、ここに網かけをしてあって、

新生物多様性国家戦略の策定と書いてございますが、これを取りまとめることと

いたしております。 

具体的な政策といたしまして、その次の平成14年のところに幾つか書いてござ

いますけれども、まず自然再生事業の推進ということで、例えば、日本を代表す

る湿原である釧路の湿原ですとか、あるいは埼玉所沢のかつて産廃銀座と呼ばれ

たところ、くぬぎ山と言われますが、こういった地域において湿原や森や干潟等

を再生する事業を各省庁が共同して、それから地元の自治体、ＮＰＯ等の方々の

参加も得まして実施する枠組みを整備して、地域に密着した事業の展開を図りた

いと考えております。このため、平成14年度の予算としては、全体で20億円ほど

要求をしておりますけれども、そのうち15億円につきましては、各省庁に配分を
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いたしまして共同で調査、計画策定を行うための調整費としていきたいと考えて

おります。それから、具体的な地域としてどこを選ぶかというのは今後御相談を

していきたいと思います。 

それから、優れた生態系を有する国立公園につきまして、荒廃を防ぐための利

用制限等の生態系保全を重視した管理手法を導入したり、今、雇用が非常に問題

ですけれども、地域の住民を雇用して山岳地のごみの撤去や、あるいは貴重な植

物の監視といった地域と連携した管理を行うことによりまして、国立公園の管理

の充実を図っていきたいと考えております。 

以上概略でございますけれども、「環の国日本」づくりプラン、簡単に言えば

環の国プランと呼んでいただいても結構ですが、これは国民一人ひとりが将来に

わたって安全で安心な生活をしていくことができるということを第一の目的にす

るものでございます。ただ、そういうことですけれども、これは同時に現在の課

題である科学技術の問題ですとか、それから都市の再生ですとか、そういった「基

本方針」に盛り込まれたほかのプログラムにも非常に貢献をする性格のものであ

ると思っております。 

それから、環の国で示されたような官民を挙げてパートナーシップを組んで取

り組むということ自体が、今までの量にとらわれた考え方、あるいは行動様式を

質の高いものに転換をしていくというプロセスを通じて、新しい経済的発展の原

動力となる役割を果たすものだと思っておりまして、長期的に日本の国際競争力

の強化にもつながると考えているということを 後に申し上げて御説明とさせて

いただきます。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。続きまして、石原臨時議員から御報告をお

願いいたします。 

（石原臨時議員） それでは、資料の５－１をごらんいただきたいと思います。私が

担当させていただいております特殊法人等改革並びに規制改革は、言うまでもご

ざいませんが、民営化、規制改革プログラムといたしまして７つの改革の第１に

挙げられている、小泉内閣にとりまして重要な政策課題の１つであると思ってお

ります。 

特に、規制改革についてまずお話をさせていただきますと、５－１の資料の後

ろに別添で「重点６分野に関する中間とりまとめ」という、これも総理の諮問機

関であります総合規制改革会議が、参議院選挙の 中でございますが、かなりハ

イピッチで具体的な取りまとめをしていただきましたものを添附させていただい

ておりますけれども、やはりこの中に、これまでやることのできなかった社会的

な分野の規制改革、抵抗をする方がたくさんあります。それだけ既得権益がある

ところですけれども、今朝も総合規制改革会議を宮内議長の下で開いた中で、や

はり、このまとめたものを竹中大臣が取りまとめる工程表の中に載せていただき

たい。そして、これまでできなかったこの分野をやることによって、５－１を１

ページめくっていただきますと目標に書いてありますように、経済が悪い。そし

て、経済を再生しなければならないという現状を考えると、この規制改革によっ
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て新たなビジネスチャンスも生まれる。そういう意味から、やはり 優先に取り

組んでいただきたいという多くの意見が出たことを、まず申し述べさせていただ

きたいと思います。 

重点分野でございますが、今申しましたように医療、福祉・保育、人材、教育、

環境、都市再生と言われるもので、ある意味では発言することもタブーと言われ

てきたものですけれども、それに関連して、やはり相対的に改革が遅れてきたの

ではないかと思います。この分野は国民の皆さん方の生活と直接密接にマッチし

ておりますし、また雇用、需要の拡大する余地が高い分野ではないかと思います。

もちろんこの７月24日に当たっては、各方面から慎重にというような御意見もご

ざいましたけれども、総理のリーダーシップでできた総合規制改革会議の皆様方

が肝入りで取りまとめていただきましたので、私も是非発表すべきだと、発表さ

せていただいたことを付言させていただきます。 

したがいまして、５－１の後ろに付いている別添の中間取りまとめをすべて工

程表に盛り込んでいただくのがいいのではないかと考えますけれども、本日は、

省庁間の調整がある程度済んで実現が図られるものを中心にお話をさせていただ

きたいと思います。 

医療でございますけれども、医療サービスの効率化や、安心感があり、透明で

公平な制度を構築すること、民間活力の活用などにより経済活力の原動力とする

ことなどが改革の視点でございます。 

こんな中、今日はおいででございませんけれども、厚生労働省の方でも医療制

度の改革については、具体的な改革案を９月の末にお出しいただけるということ

でございますが、その際には是非とも、この中間取りまとめ、５－１の後ろに付

いている小冊子の中で指摘させていただいておりますような、この電子社会で当

たり前だと思いますレセプトの電子化の推進、あるいは医療広告の規制の抜本的

な見直し、ここも反対が多いところですけれども、公と民がミックスした公的医

療保険の対象範囲の見直し、診療報酬、薬価の価格決定方法の見直し、支払基金

への審査委託の義務づけの見直し、理事長要件の見直しなど、医療機関の経営形

態の多様化といった点についても、是非盛り込んでいただくことが必要ではない

かと考えております。 

福祉・保育の分野では、施設介護・保育サービスの量的拡大、質的向上は急務

でありますけれども、また公的部門や社会福祉法人と民間企業との対等な競争条

件を確保するということが、重要な視点ではないかと考えております。例といた

しましては、ケアハウス等への株式会社等の参入の促進、ＰＦＩ制度を活用した

公設民営型のケアハウス、保育所の施設整備の推進、社会福祉法人の在り方の見

直し等々、これも是非、工程表に挙げていただきたいと思っております。 

また、人材労働分野では、高齢化や国際競争環境の変化など、経済社会の構造

変化が進むに従いまして、労働市場の状況や雇用の在り方は大きく変化しており

ます。低生産性部門から高生産性部門へ円滑に労働移動がなされますように、就

労形態の多様化を進めることとなるなどが改革の視点ではないかと思います。そ
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んな中で、募集・採用時の年齢制限の緩和、紹介予定派遣制度の運用の見直し、

職業紹介事業の見直し等々があるのではないかと思っております。 

また、教育の分野での視点、課題といたしましては、大学教育は競争的な環境

を整備することを通じて教育研究活動の活性化を図ることが必要であり、初等・

中等教育においては学校の透明性を高め、多様化を進めることを通じて質の高い

教育を提供する体制を整備することが課題だと思います。具体的には大学運営に

おける第三者評価の実施、小・中学校の設置基準の策定、コミュニティスクール

の検討等、いろいろあると思います。 

また、ただいま川口環境大臣が環の国の中で御説明をいただきましたけれども、

環境分野も非常に重要だと思っております。循環型社会の構築、地球温暖化問題

の対応、自然との共生が課題でございますが、規制改革会議では廃棄物処理に係

る業及び施設の許可の見直しや、拡大生産者責任やデポジット制の導入などを指

摘させていただいておりますので、川口大臣の部分に合わせてこの分野もよろし

くお願い申し上げたいと思います。 

そしてもう１点、これもこの低迷する経済の中で重要なポイントでございます、

いわゆる都市再生であります。都市再生本部もございますけれども、総合規制改

革会議でも、かなり踏み込んだ議論を行わせていただきまして不動産関連情報の

開示、市街地再開発事業の施行区域要件の見直し、区分所有法の建替え要件の見

直し等、指摘をさせていただいております。この分野につきましては、国交省と

かなり詰まっておりますので、具体的に工程表に載せていただいて、この都市を

再生することによりまして、経済の波及を浸透させていただきたいと考えており

ます。 

４ページに、改革スケジュールをお示しさせていただいておりますけれども、

今後是非、この中間取りまとめのうち早期に実現できる、あるいはすべきものは、

いつもは年末の閣議決定になっておりますが、順次閣議決定をしていただいて、

政府として積極的に総合規制改革会議が御指摘いただいた事項を前倒しして図っ

ていくべきものと考えております。 

また、総合規制改革会議では工程表に盛り込まれなかった事項や、新たなこれ

からまだ指摘が出てくると思いますし、更に今言いました社会的な６分野以外の

分野も含めて年内に意見を取りまとめ、これも総理の哲学でございます「民間に

できることはできる限り民間にゆだねる」という原則に沿った改革を成就すべく、

総合規制改革会議は議論を続けさせていただいていくものと存じております。 

続きまして、この総合規制改革関連のものから、次は特殊法人に移らせていた

だきたいと思います。資料５－２をごらんいただきたいと思います。基本的な考

え方、または総理からの指示、今後のスケジュールが示されておりますけれども、

やはり特殊法人等は平成13年度の予算ベースで５兆3,000億円の補助金や24兆

4,000億円の財政投融資など、国からの巨額の財政支出、借入れを受けることから、

これをゼロベースで見直すことにより財政支出の大胆な削減を目指すという観点。

更には、８月７日の閣僚懇談会において、総理から各大臣に「14年度予算でも１
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兆円程度の削減を目指せ」とかなり強い御指示がございましたので、それを受け

まして、私どもといたしましても概算要求が間もなく出揃いますけれども、特殊

法人改革の趣旨に合致しているかという観点から、９月中にそれを検証させてい

ただきまして、その結果も公表させていただきたい。こんなことも載せていただ

ければと存じます。 

また、総理はこの28日に扇大臣を呼ばれまして、道路４公団、道路公団、阪神

公団、首都公団、本四架橋公団を含む、６法人の廃止民営化について「国交省と

して早急に案をまとめよ」と指示され、私はその場におりましたけれども、扇大

臣も、「テレビの発言は時間が短くて本意じゃない、前向きに協力いたします」

という力強いお話がございました。そのことによりまして私は肩の荷が若干下り

たのでございますが、他の特殊法人につきましても、このことを踏まえまして総

理の御指摘のとおり廃止民営化を前提とした検討に積極的に取り組んでまいりま

すので、これも工程表の方でお取り上げいただきますようにお願い申し上げます。

１枚めくっていただきますと、行政委託公益法人等改革がございます。こちら

の部分も基本的な考え方等は、これを読んでいただければ御理解いただけると思

いますけれども、平成13年度中に、政府として行政委託型、公益法人型改革の実

施計画を策定いたします。総理から御指示のございましたディスクロジャーにつ

いては、もう既に８月28日にインターネットで閲覧できるような方針を決定させ

ていただきました。こういうことも非常に前向きなことでございますので、ひと

つ載せていただきますように、私の方からも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。各大臣、熱弁を振るわれた関係であ

と実は40分しか時間がございません。今日は４時にシャープに終わらなければい

けないということでありまして、「骨太の方針」を受けての具体策の議論であり

ますので、是非御質問の方もピンポイントでお願いいたします。 

それで、各議員からの御質問について個別にやっていきたいんですが、実は平

沼議員は所用のため早目に退席されるということですので、平沼議員の方から先

に御発言がもしございましたらお願いいたします。 

（平沼議員） 川口大臣に本当によく頑張っていただきまして、この地球温暖化とい

うのは真剣に取り組まなければならない問題だと私は思っています。 

ただ、環境対策を過度に進めまして、そして、経済の国際競争力を失うことを

容認するような国は世界中にないと思っています。私どももできる限り 大限の

努力をしていきますけれども、空洞化が問題になっている今日、国際競争力など

の経済の影響に十分注意を払いながら 小のコストで有効な対策を行うことが重

要だと認識しております。それで、川口大臣も頑張られましたけれども、米国が、

やはり参加することが私は非常に大切なことだろうと思います。言うまでもなく、

二酸化炭素の排出量の４分の１を占めている米国を抜きにやるということは、「仏

つくって魂入れず」ということになると思います。循環型社会の構築に関しては、

私ども一生懸命やっておりますけれども、エコタウン事業を積極的に推進してい
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かなければいかぬと思っていますし、また先ほど御指摘がございました自動車の

リサイクルの法制化、これは御省と協力をして全力で取り組んでいきたいと思っ

ています。むしろ、私から意見として申し上げさせていただきたいと思います。 

（竹中議員） 川口大臣、何か手短にございますでしょうか。 

（川口臨時議員） それでは簡単に。まず米国の参加が大事ということは、全くその

とおりでございまして、 後の 後まで働きかけるとずっと言ってきていますけ

れども、そういう意味で引き続き働きかける必要があると思います。 

それから、２番目に経済と環境の関係は非常に長いテーマでございますけれど

も、これはトレードオフ関係にあるのではなくて、両方あいまって、よりこれが

日本の国際競争力につながるという話でもありますし、温暖化対策というのはこ

こ１年、２年の話ではなくて、さまざまな経済循環のプロセスの中で100年間とい

う規模の長い話でございますから、そういったことを視野に、いい制度を正に平

沼大臣がおっしゃったようなコストエフェクティブな市場メカニズム、価格メカ

ニズムを十分に活用するような、そういう制度あるいは取組をしていくことが大

事だということで、私も全くそこは同意見でございます。 

（竹中議員） それでは、環境の話に入っていますので川口大臣に対するコメント等々

がございましたらお願いいたします。 

（牛尾議員） 大変国際的にも日本の努力は評価されているのでありますが、実際に

企業経営する方の立場から言うと、６％の目標というのは現実的には相当厳しい。

にもかかわらず、その前提になっている原子力発電などの実現は難しいという状

況の中で、この難しさを率直に国民に知らせる必要があると思います。国民は、

ごみの整理をして、皆さんの言うとおりやっていれば何となく達成できるように

安易に考えているわけですけれども、６％を実現するためには我々は生活スタイ

ルも仕事のスタイルも、相当抜本的に変えなければできないという現実の厳しさ

を、もっと公開する必要がある。そのような点で、国民がこれを達成するために

構造改革と同じぐらい大きな要素で、環境適用型のものをやって、その中で成長

するんだと、相当国民が違った意味での痛みを感じないといけない。 

日本人は痛みを感じるのは嫌いですから、今は改革の痛みが前に出ていますけ

れども、環境を達成するためには長期的には幸せがくる。また、短期的には生活

スタイルの痛みは相当出てくるということを知らないといけない。そのような点

を非常に楽観的に見ている節があるので、そのような点について、もう少し環境

白書の厳しさを国民に公開をする必要があるのではないかと私は思っております

が、その点はいかがでしょうか。 

（川口臨時議員） 私もこれは全く同意見でございまして、温暖化の対応というのは、

全国民が関わらなければいけないということはきちんとやる必要がありますし、

それなりにそういうことをやっていく仕組みですね。私が今ちょっと頭の中で考

えているのは、産業界の方にも、ＮＰＯにも、市民の方にもお入りいただいたよ

うな国民会議的なものをつくって、啓蒙活動、啓発活動はどんどんやっていく必

要があると思います。 
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ただ、同時に非常に難しいということでありますけれども、先ほど言いました

ように、これは100年の取組ですから、そういった足下のところの難しさだけにと

らわれることなく、技術開発なり、あるいは産業構造の変化なり、そういったさ

まざまなことを念頭に置いて、取組をしていくことが必要である。やはり地球が

なくなってしまえば、元も子もないというのが一番のスタートラインだと思いま

す。 

（牛尾議員） ただ、６％という現実目標が目先にあることが、非常に具体的な痛み

を強いるということについての認識が弱いと思います。 

（川口臨時議員） おっしゃるとおりだと思います。 

（竹中議員） １つ、ごみゼロ作戦というのを掲げるわけですけれども、それは具体

的に何をやってどうなるんだというのが見える必要があると思うんですが。 

（川口臨時議員） これはさまざまな今、例えばボランティアの方をというのもあり

ましたし、さっきちょっと国民会議と温暖化について申しましたけれども、同じ

ようなことをごみゼロについてもやることを考えております。 

それから、先ほど自然の再生と言いましたけれども、ちょっと例に挙げました

所沢のくぬぎ山というのは、そういった産廃で大変汚染をされたところを修復し

て、そこに自然を再生しようといったプロジェクトでございまして、まずごみを

出さなくするということが一番大事ですので、そこから始まって再生に至るまで、

さまざまなプログラムを今、考えているということでございまして、これも環境

問題すべからく見えるようにやるということが非常に大事だと思っております。 

（小泉議長） 具体的に言った方がいいですね。ごみゼロも、例えば残飯を捨ててい

たのが肥料になるとか。もっとわかりやすく説明した方がいい。家庭でごみがゼ

ロになる。自動車だったらこれから廃棄物として生産者が上乗せするのか、消費

者が負担するのか。自動車は横積みにされてタイヤなんかごみの山だけれども、

あれだって今タイヤを冷凍で粉にしちゃってという技術を民間はやっているわけ

でしょう。もっとわかりやすく説明した方がいい。 

（川口臨時議員） 高炉でプラスチック製品を還元剤として使うとか、いろいろなこ

とはかなり行われていますので、総理がおっしゃるように…。 

（小泉議長） 農水省は率先して、これから食堂なども全部捨てないで肥料になると

か、有効に今までごみだったのが新しい資源として使われるようになっていくん

でしょう。そういうのをもっと説明した方がいい。 

（武部臨時議員） 農林水産省はもう既にやっていますので、それは後でお届けしま

す。すごい量ですから。 

（小泉議長） 環境はこれから経産省と農林水産省と非常に関係あると思うんです。

科学技術、森林とか環境保全、これは雇用創出にも関係あるから、うまく連携を

とってやってください。 

（川口臨時議員） 農水大臣とは何か月前からかお話を一緒に申し上げて、それから

平沼大臣ともさせていただきましたし、大事だと思っております。 

（竹中議員） では、奥田議員どうぞ。 
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（奥田議員） 環境の件でちょっと話がずれるかもわかりませんが、原子力発電とか

大規模石油火力とか水力の発電ということが言われているわけですけれども、

近、とみにコジェネを使った分散型発電とか、それから更にマイクロタービンか

ら入っていって燃料電池とか、そういう可能性が相当現実性を持って、2010年に

は難しいけれども2050年とか、そういう時点ではそういうものがどんどんできて

くるだろう。それで、現在また電力会社とかガス会社が、そういうところに向か

って動いているわけですが、そういうことについてはどういうお考えをお持ちで

すか。 

（川口臨時議員） 私は環境に対応していくために、科学技術、技術開発というのは

一番のベースであると言ってもいいぐらい、国民の行動と並んで同じぐらいに重

要なものだと思っております。そういう意味では温暖化も含め、ごみゼロも含め、

産業界が実際に技術開発をどんどん進めていただくということは非常に大事で、

かつ政府としても支援すべきだと思っています。そこは平沼大臣と御一緒にとい

うことでございますけれども、その分散型の燃料電池を、例えば家庭で置いてコ

ジェネをするとか、そういうような話というのはまだ可能性について知られてい

ないといいますか、そういう夢を提供していってということも非常に大事だと思

っていまして、できるだけ進めることが科学技術、技術開発は大事だと思ってい

ます。 

（吉川議員） 私も、川口大臣がおっしゃったように、環境問題というのは技術が非

常に重要だと考えています。例えば、ごみ１つ取っても、分別あるいは集中とい

うようなことが非常に大切なわけですけれども、そういうことを進めるためにも

情報が必要なんですね。とりわけマクロの情報が不足していますが、これは政府

以外にやるところがないわけですから、環境関連の情報を収集蓄積して、どうい

う技術開発がターゲットとして必要かということを世の中に知らせていくことが

非常に大切だと思います。 

（本間議員） 今の吉川議員の問題とも関連するわけですけれども、環境省の場合に

は手足が少ない。そこで、実効性ある形で動く場合にはＮＰＯとの関係というの

は非常に重要だと私は考えております。それに対してのパートナーシップを提案

されておりますけれども、もう少し踏み込んだ御提案がないのかどうかというこ

とが第１点であります。 

第２点は経済的な手段、市場的な手法というものを環境行政の中でどのように

考えるかという問題です。これは炭素税等の問題、環境税等の問題、道路特定財

源の問題と絡めて、具体に議論がされているような面もございまして、その辺の

ところをどのようにお考えか。２点お聞かせいただきたいと思います。 

（川口臨時議員） パートナーシップについて具体的な提案がないかというお話でご

ざいますけれども、私のつもりとしては、とっくにスタートしているということ

でございまして、小泉内閣でタウンミーティングというのを始めていますけれど

も、実は環境省はそれをさかのぼること半年前にタウンミーティングというのを

もうスタートしておりまして、月１回のペースで私があちこちに行ってやってお
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ります。それは一例でございますが、それからごみゼロ型社会をつくっていくと

いうことについても不法投棄を一緒に監視しましょうとか、パートナーシップを

つくってやるということを考えておりまして、やるべきことはたくさんあると思

っていますけれども、既にそれはその重要な政策の一部として位置付けて実行中

であるというのが、私どもの感覚でございますというのが１つです。 

情報の整備などについてはデータベースその他、ごみについても今システムの

構築その他で予算をお願いしている部分もありますし、既に予算をいただいてい

る部分もありますし、それももっと予算をいただけるのでしたらもっとやりたい

というのが本音でございます。 

  それから、経済的手法は、先ほど価格メカニズムの活用と言いましたけれども、

私は大変に大事だと思っております。これを実際に進めていくために、例えば、

温暖化についての排出量取引というようなことを、これは非常に大事な制度だと

思いますけれども、どうやってそれをやっていくか、あるいはそれをやっていく

ことについて税もそうですが、どのようなタイミングでやれることが適切か、あ

るいはコンセンサスをいただけるか。具体的にそれをやっていく過程ではさまざ

まな工夫と状況判断が必要でございまして、それは関係省庁と御相談をしながら

適切な段階で物事を考えていくこと、あるいは議論をきちんとすることが、まず

大事であると考えております。いろいろお知恵もいただきたいと思います。 

（竹中議員） 一通り各大臣の御意見を伺う必要があると思いますので、時間の関係

で片山大臣の御説明に対する質問、コメント等がございましたらどうぞ。 

（塩川議員） 石原大臣の方で規制緩和の報告が今度出ますね。９月の中ごろですか。

規制緩和はどこでやっているんですか。規制緩和が非常に待望されているんです

ね。規制緩和は特殊法人と、それから認可法人は石原大臣にやってもらっていま

すが、規制緩和はどこがやっているんでしょうかね。あれは是非ひとつ早くやっ

ていただきたい。あれは産業界も福祉関係も建築界も非常に熱望していますので、

規制緩和はやってもらいたいと思います。 

それから川口大臣の環境の方ですが、廃棄物処理の例えば電気器具はこうしな

ければいかぬとか、自動車の廃棄はどうしなければいかぬとか、たくさん出まし

たね。あれが実際に、法律はできたけれども処理はどうしたらいいんだというこ

とで、みんなでうろうろしているんですね。ですから、ああいうふうなものは地

方自治体と一回組んで処理できるように、私は、これは14年度の重点事業だと思

うんです。ここで言っておられる循環基本計画の策定とか、それからダイオキシ

ンの規制とかありますね。要するに廃棄物処理ですね。産業廃棄物の処理をどう

したらいいのか。これは非常に強い要望がありますので、こういうようなことは

直接市民生活に影響するものだから、これは是非ひとつ来年、14年度に具体的に

強力に進めてほしいと思っていますので、哲学の問題は大分ありますので、これ

はまたいろいろ聞いて、具体的な問題としては14年度にそういうようなものを出

してほしいと思っています。 

それから農林水産大臣はいろいろやっていますが、夢が大きい農林水産大臣で

 18 



平成 13 年第 17 回 議事録 

すから、米の問題と農地の問題、これだけはおっしゃっているように片付けてく

ださい。これは金を食ってしようがないです。 

  片山大臣のは、私は賛成です。特に、資料２の４ページの１の税の問題ですね。

国税と地方税ですが、これはちょうどタコの手と足の関係で、手を食ったら足が

出てしまうんだから、これは一回相談してお互いにやっていかなきゃいかぬと思

います。ところが、２の財政構造改革プランですね。これは是非やってください。

私は、これは是非してもらいたい。 

それから、地方の道路ですね。これも私はよくわからないので相談しながらや

ってみたらいいと思います。道路の金は、国道、国の関係に行き過ぎです。だか

ら、地方にやってあげないと不便です。それから、３も是非やってほしい。 

それからもう１つ、２の地方政府のところで特に町村合併です。町村合併は私

は相当なインセンティブ、固定資産を確保しているんですから、思い切って出し

てやらせてください。そうでないと、幾らやかましく言っても地方分権は進まな

いです。 

（片山議員） 本当は農地も絡ませる方が効果があるのですが、これがなかなか言い

にくい。今はアメをたくさん与えるということですけれども、本当はムチも要る

のです。 

（塩川議員） しかし、アメをやらないと……。 

（片山議員） アメはもうやっています。それで総務省の上に各省庁のアメも付け加

えていただいてアメだらけになっていると言っていい。本当は制裁じゃないんだ

けれども、ムチも必要だと思います。 

（塩川議員） どうもありがとうございました。私はそれだけです。 

（竹中議員） では、すみません。片山大臣の御説明に対するコメント、御質問とい

うことでどうぞ。 

（牛尾議員） 大変に積極的に、ほとんどみんな同意でありますけれども、ただ具体

的に、特に電子政府、電子自治体は経済需要の拡大と雇用について非常に大きな

影響がある。だから、それが具体的にどの程度の規模になるかというガイドライ

ンを、来年、再来年ぐらいで設ける必要がある。しかもトータルに効果が上がる

ときに各県、市町村の進捗度合がばらばらなので、一番低いところに全体はきて

しまうものですから、そのような点でガイドラインを設けて、年度でどの程度の

嵩になるかという目標を立てていただくことにして、民間企業は電子政府目当て

の経済企業戦略が立てられるわけです。 

その目標がないのと標準がはっきりしていないために、さまざまな民間会社方

式で電子政府が進んでいるみたいで、その辺で 後に動き出したら５種類ぐらい

の方式になって非常にインターフェイスが難しくなります。だから、早目に規模

の大きさとスケジュールを、各県や市町村も目標にするし、企業もこの分野を有

効な経済分野としてこれから経済政策に入れるというようなことをするためには、

ここで一回ＩＴ戦略本部と総務省でつくっていただいて、できるだけ情報をクォ

ータリーにどんどん流してもらえば、企業が戦略を立てやすい。それを是非お願
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いしたいと思います。 

（片山議員）  これは2003年までにやる。 初の案は、来年度は国の方は９％でした。

それを35％に、この前してもらいました。それを、こうなったらこういう状況で

すから、景気や雇用のことを考えて50％にしようと。これはかなり無理なのです

が、各省庁にも全部うちの行政管理局から連絡をして、２か年で、今言いました

プログラムをつくり、それに従ってやってもらう。 

それから、地方の方は大分遅れています。この59％というのはネックをなくす

ということで、やるかやらぬかはこれからなのです。こっちの方はちょっと遅れ

ると思います。 

（牛尾議員） 進んでいるところと非常に差がありますね。 

（片山議員） あります。それで、電子自治体は遅れています。だから、これを大車

輪でできれば３年か４年ぐらいでやりたい。国は先行しています。だから、これ

をいろいろ今、考えています。ここに書いてある59％はできるということではあ

りません。 

（牛尾議員） わかりますけれども、これは、来年の景気回復のネックはＩＴ企業や

政府の改革、進展のスピードにあるわけですから。 

（片山議員） 電子政府の方は、これから２か年で2003年までに全部終了するプログ

ラムをつくります。 

（竹中議員） 関連して細かい話になるんですけれども、我々が経済の統計をつくる

に当たって、景気経済を見通すに当たって、いつも外すのは、実は公共投資のと

ころなんです。これは電子政府化されていなくて地方の公共事業の進捗がわから

なくて、政府が経済を予測するのに民間の消費とかは当てられるんだけれども、

公共事業が当てられないという状況になっています。そういうことも含めて、電

子政府の、これも統計の収集ということで一環ですけれども、今これはＩＴ大臣

としてもお願いして随分と頑張っていただいているんですが、その辺りは是非い

ろいろな意味で。 

（片山議員）  地方は、ものすごいばらつきがあります。それで何が一番足りないか。

人材です。だから人材の育成で、上、中、下ぐらいのレベルに分けて人材育成計

画をつくって雇用に結び付けたらいいと思います。 

（牛尾議員） それがどの程度足りないかというのをどんどん情報で送れば、学校を

つくる方も計画をつくりやすいのですから。 

（小泉議長） 地方に裁量権を与えるので、特別補助金じゃなくて一括補助金の実現

工程というのか。法案はいつごろになるんですか。 

（片山議員） 今は結局、予算上でやっているのです。統合補助金の運用ですね。そ

れで今、総理が言われるのは言わば交付税に近いもので、これは自由党や民主党

が言っております。一括補助金ですね。これは、私はそれでいいと思いますが、

各省庁との調整が大変です。各省庁がうんと言ってくれれば、我々はですね。 

（小泉議長） それは来年の通常国会に出せるんですか。 

（片山議員） それを出すところまでいっていません。今、我々は予算上で進めよう
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かと思っています。法律じゃなくてですね。予算補助の在り方で一括と。 

ただ、それでは一括を場合によっては、各省庁にまたがるものをどこで組むか

とか、いろいろな技術論があります。例えば、農林水産省だけの一括をやっても

らうとか、環境省はどうだとか、それは各省庁と相談させてください。 

（本間議員） 片山大臣のお話は、それぞれのパーツという点では非常によく考えら

れた案だという具合に考えるわけですけれども、地方制度の場合にはレゴみたい

に非常に精緻にそれぞれのパーツが連動をして連立方程式を解かなければならな

い部分があるわけです。税源配分を、今の６対４から１対１にする問題と、地方

交付税の問題と、それから補助金の問題というのは、総理も御指摘されたとおり、

全部連動している問題でありまして、ここについてのトータルなビジョンがいま

ひとつ私にはわかりづらいというのが率直な感想です。 

例えば、交付税の部分のところを見ましても、事業費補正等いろいろ御提案は

あるわけでありますけれども、現在の地方財政計画それ自身が、前年度の地方財

政計画を前提にしながら各省庁の施策を前提にし、費用を積み上げて、そして収

入の部分のところとのギャップを国税の一定割合プラス国債等あるいは地方債等

で補填をするという形になっています。後から基準財政需要額というものを決定

して、それで配分をするということになっておるわけで、それぞれの地方公共団

体が、例えば、ナショナル・スタンダード、ミニマムをどう考えるかとか、国と

地方の行財政の役割分担がどうなっているかというような本質的な問題とは関係

なく、これは決まっているというのが現実であります。そのことは、例えば、単

独事業というような観点から言うと、地方財政計画の数字と現実の数字が極めて

大きく乖離しているというのが実態になっているわけで、その辺の整合的な御提

案というものを是非お願いできないかというのが第１点であります。 

第２点は、今3,300市町村を1,000にということですけれども、「骨太の方針」

の中では、30万人単位という数字が出ておろうかと思います。この辺の関係をど

ういう具合に考えていくのか。行政効率という観点で言えば、非常に細部の問題

は大きいわけでありますし、アメの部分のところをどのように交付税等において

措置をするかという点においても、非常に重要なポイントだと思いますけれども、

この点もお聞かせ願えればと思います。 

（片山議員） 本間先生の言われる第１点は国と地方の役割分担、事務配分をしっか

りしないと、というご指摘です。それは、地方分権一括法が去年の４月から施行

されまして、今ひと区切りついたなと私は思っています。だから、現在の国と地

方の役割分担、事務配分の上に立っての我々は税源移譲と言っております。 

  そこで、この間の地方分権推進委員会の見解にもありましたように、現在では、

税を増やしてもらうのならばその分まず補助金を減らしてください。場合によっ

たら交付税を減らしても結構です。その間での行き来は中立なんです。税を増や

すことによって補助金を減らし、交付税を減らすということなのです。だから、

事務配分は引き続き見直さなければいけませんが、とりあえず現状を一応前提に

してものを考えているんです。ただ、余り税をもらいますと東京、大阪ばかり増
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えるんです。鳥取、島根は全然増えない。だから、これはやはり、１対１ぐらい

が限度です。今、実際は仕事を６割から６割５分、地方がやっていますよ。国が

やっているのは３割５分か４割です。 

  ところが、税は地方が４割で国が６割です。この乖離をなくすというのは、我々

の年来の持論ですが、それをやると税のばらつきがひどくなるので、結局１対１

ぐらい。１対１でも、やはり税の１割を国から地方へ持ってくるというのは大変

なことです。塩川大臣がおられますけれども、来年度は１対１を目指して検討を

するということで、それは今の事務配分を前提にしています。大きく事務配分を

変えるのならば、また新たに税の配分や、あるいは交付税の在り方の新しい議論

をやらせていただかなければいけないと思います。 

  それから、合併は1,000というのは与党が言っているのです。我々が言っている

んじゃないのです。ただ、与党の３党の御提案ですから尊重します。そこで都道

府県に合併のパターンをつくってくださいということで全部つくってくれました。

これが 大限ならこうだとか、このぐらいとか、いろいろ幅がありますから、一

番少なければ600、多いのは1,300程度です。だから、平均1,000ぐらいに各都道府

県も考えていると思われます。そう思いますが、今回の合併は、強制はしない、

押し付けはしない。自主的な合併です。だから、啓蒙、誘導策をどうやっていく

か、一生懸命、各省庁と一緒になって、今アメを考えておりますけれども、それ

だけでいけるのかなという感じはややあります。 

ただ、日本は空気の国ですから、空気ができればわっといくんじゃないかと、

私は今日も合併支援本部で言いました。だから、突破口が幾つかできれば相当進

む可能性はあります。ただ、アメだけでいいのかなということはちょっと心配し

ておりますが、今後これは検討します。 

（竹中議員） それでは、武部大臣に対するコメント等をお願いいたします。 

（吉川議員） 私は、日本の農政というのは現在大きな問題をたくさん抱えていると

考えておりますので、幾つか御質問させていただきたいと思います。 

農政の一番の問題は、１つの産業としての農業と、土地の所有者としての現在

の農家と、それから地域としての農村という、全く異なる３つのことが政策立案

の上でうまく分離できていないところにあると考えております。これはある意味

では医療などにも当てはまることですが、現状では世襲を前提とした、あるいは

世襲を助長するようなシステムになっていると思います。農業の場合には、長い

歴史の中でそれは合理性があったんだろうと思います。しかしながら、20世紀の

終わりにはそうした合理性はなくなったと思います。ほとんどの職業で世襲性と

いうのは合理性を失ったわけですが、農業の場合には、それがいまだに残存して

いるということが１つの大きな問題になっているのではないかと考えます。 

問題は具体的にたくさんあるわけですが、例えばお話の中で、セーフガードへ

の言及がありました。セーフガードは、私は非常に重要な問題だと考えておりま

す。日本という国が世界の中で、これからどのように各国とつき合っていくのか。

世界の中でどのようにして生きていくのかという、いわば日本という国の根幹に
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かかわる極めてシリアスな問題だと考えます。 

御承知のように、例えばナマシイタケというのはつくられている土地は外国、

例えば中国ですが、技術、ノウハウ、資本はいずれも日本のものです。私は、こ

うしたものは日本の農業としてとらえるぐらいの度量があっていいのではないか

と思います。日本の近海でとれた魚だけを日本の漁業と言うのではないでしょう

し、日本の製造業は多くの企業が外国でも物をつくっている。しかし、それは立

派な日本の企業として、我々は考えているわけです。ですから、冷凍輸送技術が

これほど進んで、またいろいろな環境変化の中で、外国でつくられている日本人

が知恵を出して資本を出してつくっているものを、直ちに日本の農業ではないと

防衛的に考えるのは、おかしいのではないかと思います。 

第２点は、お話の中で米の生産に関わることがいろいろあったと思います。大

臣がリーダーシップを発揮されて改革が進んでいるのであるとは思います。しか

し、生産調整あるいは食料法等、米政策が具体的に今回はどのように大きな改革

であるのか。この10年ぐらいを振り返りますと、ウルグアイラウンド対策費とい

うことで６兆円ぐらいの金を農業対策に使ったわけですが、これによって日本の

農業はどれぐらいよくなったのか。その効果がどれぐらい検証されているのか。

また、今回考えられているプランでは、前とはどこが違うのか。それによって今

後、日本の農業がどういうふうによくなるのか。各種のアンケートを見ても、日

本人の大多数は、日本の農業に頑張ってもらいたいと考えているわけで、日本の

農業がなくなっていいと考える人はほとんどいない。では、本当に日本の農業が

よくなるために、今度の政策はどういう意味でいいのかということをそれこそわ

かりやすく説明していただけたらと思います。流通に関わることもお話の中にあ

りましたが、それでは農協の問題はどうなのか。こういうようなことも問題とし

て挙がってくるのではないかと思います。 

後にもう１つだけ、別件で質問させていただきます。お話の中にもありまし

たが、漁港漁場整備というものの長期計画があります。これは５か年計画なわけ

ですが、計画を長期的に立てておくのは賢いことだとは思いますが、お金の使途

まで含めて長期間にわたってのコミットメントをあらかじめするというのにどれ

ぐらい合理性があるのか。この点については「基本方針」、「骨太の方針」でも

我々は疑問を呈しました。この点についても大臣のお考えをお聞かせいただけた

らと思います。 

（武部臨時議員） 吉川先生とは一度時間をいただいて個別に議論をさせていただい

て御指導をいただきたいと思っておりますが、先生の問題提起は考え方としては

私の認識とほぼ同じだと思っております。 

ただ、政治的なプロセスということを考え、いかに理想に近づけていくかとい

う過程はさまざまあります。それで、産業としての農業ということは私も前にも

お話ししましたように、食料自給率45％達成に向けて貢献してくれる人はどなた

も農業に参入していただこうということと、それからお話がありました担い手と

か後継者の問題も世襲制を前提に考えているから問題があるので、法人として考
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えれば全くそういう後継者とか担い手の問題などというのはなくなるわけですね。

ですから今度の予算でも法人化の推進、それから集落営農ですね。大体日本の農

業の特に米のことですけれども、１ヘクタール未満が８割なんです。これは農業

という状態ではありませんで、本当に健康生きがい型の農業というか、ガーデニ

ングに近いものだろうと私は思っています。そういう意味で、土地の問題も農地

転用期待というのもかなりありまして、だから手放さないというのと、それから

非常に保守的な考えがあって、先祖代々の土地をそう簡単に手放したら御先祖様

に申し訳ないとか、また大企業が入ってくることによって大型店のような心配も

しているんですね。大型店が進出したけれども、だめになったといったらお化け

屋敷みたいなものを置いていなくなっちゃう。農村がそんなことで荒廃したら大

変だ。農業というものの産業としての今度の私の考え方は、相当変わってきます。

法人化、集落営農、民間企業の参入、それも今の新たなる農業経営政策の研究と

いうのもやっております。後から先生に資料も送りますし、御説明させていただ

きたいと思います。 

もう１つは、やはり資源維持管理ということで、川口大臣の分野でもあるんで

すね。ヨーロッパ辺りでも自然景観を維持するとか、農村文化を守るとか、そう

いったことも当然大事だと思っていまして、それはそれで別な政策でやろうと。 

  米の話を先に申し上げますけれども、今まで減反100万ヘクタール以上をやって

います。しかし、減反しても、みんな能力はありますから、した分は生産力を駆

使して大量の米をつくると、それだけ潜在的に農村に力があるわけですね。です

から、今後は米の政策では30年にわたって実施してきた生産調整というものを面

積から数量に変えていこう。数量に変えていくということは、一面私も事務方と

話をして、数量を減らすということは惰農になるんじゃないかということを指摘

したんですけれども、そうじゃなくて需要に合った米をつくろう。高く売れる米

をつくろうとか、有機米をつくろうとか、そういう個人個人の能力といいますか、

目標に向かっての見直しにつながっていくだろうと思います。 

それから、稲作農家の経営安定対策として先ほど言いましたように副業農家で

すね。サラリーマン農家と言っても過言ではない。この人たちにも６万円の金を

出しているんです。６万円と言いながら、全体では35％ぐらいですから数100億円、

400億円ぐらいになるんですね。こんなことはもうやめてしまえ、その金があるん

だったら別のものに使え、ということで、これはいろいろと抵抗があるかもしれ

ません。特に農協等の抵抗があるかもしれませんが、これは断行していかなけれ

ばならない。 

  ただ、一番の問題は、米でも平成７年から12年度の５年間で２兆9,000億円から

１兆9,000億円と１兆円も稲作による農家収入が落ちているんです。特に大きい農

家、主業農家というものが苦労をしている。それから、備蓄も財政負担にもなっ

ておりますし、これも需要に見合った備蓄に切り替えていこうということなど、

米政策全体を思い切って見直していきたいと思っています。 

あとは、セーフガードのことは先生のおっしゃることはわかりますが、これは
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ルールに従ってやっていることでありますし、アメリカでも６件調査し、５件に

ついてセーフガードを本格発動しているんですね。ですから、日本だけがとやか

く言われる筋合いはないと思います。中国の生活水準は上がりまして、所得水準

は上がりましたから、日本に輸出していた高級魚について、 近その輸出が減少

しているんです。中国人も今は肉を食べるようになっています。13億ですよ。そ

れで砂漠化現象がものすごい状態になっています。中国はいつまでも輸出国とし

て力を蓄えていけるのかどうかということを考えますと、やはり自給率目標につ

いてもなぜ45％なのか。これはなかなか説明のしづらい話です。 

しかし、言えるのは、客観的にＯＥＣＤ加盟国30か国で29番目の自給率です。

178か国の国連加盟国の136番目ですね。そして、山は荒れて、農村は疲弊してい

る。こんな小さな国ですし、私はやはりもっと緑豊かな美しい国にしていってい

いんじゃないか。そのためには、農村で頑張る人ですね。これは野菜なども３割

コストを下げるような政策です。ですから、先生がおっしゃるとおり、私は北海

道の農家は会社にして、そして冬の間は仕事がないんだから中国の南の方に行っ

て野菜をつくったりしてそこで商売をやったらどうだということも申し上げてい

ます。 

ただ、先ほども申し上げましたが、農協の指摘もありましたけれども、そう一

遍にはいかない。土地に対する執着心があるのは事実ですから、やはり国民の合

意というものもなければなりません。ただ、私は農林水産大臣として消費者と生

産者の真ん中にいますから、国民の合意がなければ農業政策は進めていけません

し、そういうスタンスでやっていきたいと思っていまして、漁港の長期計画は政

策の目標はちゃんと立てます。しかし、経済財政諮問会議の御議論があると思い

ますから、今後は５年間ぐらいで全く計画がなくていいということにはならぬと

思いますし、今後11月ごろまでにどういう計画に変えていくか。今までのような

事業量を何年間でどれだけやるというような計画はやめようと、新たな視点で考

えていくことにしております。 

ちょっと長くなりまして申しわけないんですけれども、先生の御指摘の問題は

非常に幅広いものですからお許しをいただきたいと思います。 

（竹中議員） 時間がなくて大変申し訳ございません。 後に石原大臣に対してのコ

メント、御質問がございましたらどうぞ。 

（牛尾議員） 今、総理の御趣旨に従って雇用拡大を各分野でやっていますが、やは

り一番引っかかるのは規制撤廃の、特に初めの４つですね。医療、福祉・保育、

人材、それに教育、この規制撤廃の工程表を、受け入れる側の省庁が、このよう

にやりますよ、という工程表を書いてくれれば、それに基づいて完全に雇用を増

やすことは着々とできる。それを個別で我々がやっていましても全然歯が立たな

いし、その辺を閣議か何かで受け入れる側の方で規制改革をどのようなスケジュ

ールで、すみやかに受け入れるかということを決めるように是非進行をお願いし

たいと思います。 

（本間議員） 特殊法人改革について、総理の御指示のとおり積極的にやっていただ
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くのは非常に国民にとっていいことだと思うんですが、１つわかりづらいという

部分があります。それは、現在、来年度予算の中で１兆円をどう切るんだという、

出資金、補助金の問題がございます。その上で組織替えや民営化等をしていく、

あるいは廃止をしていくときに、処分の費用、あるいは収入も含めてどのような

形でこれを移行していくのか。これは大括りのもので結構でございますので、工

程表を、是非、特殊法人改革に沿って独立的な形で国民にアピールすべきです。

例えば、住宅補助の政策を国民住宅金融公庫という形でやっているわけですが、

昨日のニュース番組の中では、それが全くなくなってしまう、あるいは財政負担

なくそれが行われているような錯覚があり、それをやめるということは国民にと

って痛みだけがあるように報道されており、誤解を招きやすくなっていますので、

是非その辺のところを御工夫をお願いいたしたいと思います。 

（石原臨時議員） 承りました。牛尾議員の御指摘は、実は総合規制改革チームも同

じ局面に達していまして、事務局も正直言いまして雇用が広がるような分野のと

ころの抵抗は強くて切り込めていない。未調整というのが現状でございます。 

（牛尾議員） これは決まってから 低５、６か月の期間を要しますから、いろいろ

な経済の緊迫した状態から言うと、９月末ぐらいに大体の見通しがついて作業に

入って、来年の１月ぐらいには雇用の創出が始まり出すぐらいのテンポで入らな

いと、せっかくの「改革なくして成長なし」というスローガンが生きてこないだ

ろう。そのような点では本当に早い、中身を全部書いてあるわけですから、受け

取る方の省が現実にこのようにやりますよと言ってくれないと、非常に重要な局

面になっていると思います。 

（竹中議員） 中身についても、示し方についても幾つかの重要な点がたくさん残さ

れていると思いますので、皆さんの御協力を仰ぎながら努力をしていきたいと思

います。 

それでは、以上で今日の会議は終わらせていただきます。議事録等の公表はい

つもどおりとさせていただきます。ありがとうございました。 

（以 上） 
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