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第 17 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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 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  武部 勤  農林水産大臣 
同     川口 順子 環境大臣 
同     石原 伸晃 行政改革担当規制改革担当大臣 
 

（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 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 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣より本日の議事が紹介されるとともに、資料 1の提出につい
て報告がなされた。 

 
○小泉内閣総理大臣から、「いい提案を出していただいているが、分けても大事なことは
わかりやすく説明してもらうことである。内容と表現について、より一層工夫をお願い
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する。」と挨拶。 
 
○基本方針のフォローアップについて 
（片山議員）（資料 2 に基づき説明。）総論は、国と地方は構造改革のパートナーとして、

“ノーチェンジ、ノーチャンス”の姿勢で取り組むということ。 
    次に各論。「国の行政の構造改革」については、まず、行政改革大綱等に沿って、

平成 17 年までの間を一つの目途として集中的・計画的に実施する。このうち、特殊
法人等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。 

    国家公務員の定員管理については、メリハリの利いた定員配置とともに、政府全体
としてのスリム化を推進する。組織については、減量・効率化等を実現しつつ、内外
環境に積極的に対応する。 
  独立行政法人、特殊法人等を対象とした情報公開法案については、次の臨時国会で
成立を図りたい。 

    政策評価制度については、国民の立場に立った統一的・総合的な政策評価を行い、
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。 

    「地方税財政制度の改革」については、まず、地方税中心の歳入構造とするため、
税源移譲等により、国税と地方税の比率を現在の６対４から１対１を目指して検討す
る。その際、個人住民税や地方消費税など、偏在性の少ない税目の充実を図る。また、
法人事業税への外形標準課税の早期導入を図る。 

    次に、地方財政構造改革プランとして、地方交付税を改革し、地方自治体の自主的、
自立的な財政運営を促す方向で、事業費補正を縮小し、段階補正を見直す。さらに、
税収確保努力へのインセンティブを強化するため、留保財源率の更なる拡大を検討す
る。 

    また、「地方財政計画の改革」として、重点７分野の経費を拡充する一方で、既定
経費の見直し、定員の計画的削減のほか、地方単独事業を、来年度はマイナス 10％
程度とし、一兆数千億の削減を見込む。これにより、地方財政計画を抑制する。ひい
てはこれが地方交付税の縮減につながるが、数字については、今後国の状況を見なが
ら年末までに詰める。 

    地方道路財源の充実としては、地方道の整備状況の立ち遅れなどの現状を踏まえ、
地方の自主的な道路整備のための財源拡充、地域課題への対応を重視した使途の拡大
を図る。 

    現在、国税収入が約３兆 6,000 億円、地方税収入が２兆 3,000 億円だが、支出段
階では、地方が４兆 1,000 億円、国が１兆 8,000 億円。道路特定財源の問題は、現
状からすれば地方の問題。なお、本年度は、地方は 89 兆円の地方財政規模のうち８
兆円を道路に支出しているが、今の整備率から言うとある程度続けなければいけない。
今日は、扇国土交通大臣が不在のため、一応問題提起だけする。 

    地方行財政運営の効率化・透明化へ向けた改革としては、公共投資の重点化等によ
り、国のみならず地方行財政運営の効率化を図る。地方にも行政評価システムの積極
的な導入を図り、バランスシートの活用、パブリックコメントなど新しい手法を入れ
ることとしている。 

    地方政府の再編、行政体制整備については、今日第３回目の市町村合併支援本部で
各省庁連携による市町村合併支援プランを決定したが、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。また、地方分権改革推進会議において、国と地方の役



 

 3

割分担の見直しや地方税財源の充実確保を、また地方制度調査会においては、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、団体規模等に応じた事
務配分等を御検討いただく。 

    次に、「電子政府・電子自治体の推進」については、平成 14 年度に国が行う約１万
1,000 件の手続の 35％というオンライン化実施率を 50％とし、地方自治体の扱う
5,100 件の手続については、法令改定等により条件整備率59％の引き上げを目指す。
また、汎用受付システム構築等の基盤整備を進める。また、電子投票の試行のため、
与党との調整で了解が得られれば、法案を臨時国会で通したい。更に、入札手続の電
子化も進める。 

    「高速・超高速インターネット網の整備推進」については、平成 17 年度までの普
及を目指した「全国ブロードバンド構想（仮称）」を今秋までに作成する。地方自治
体の高速の公共ネットワークの整備を行う。民間事業者ではできない、採算の合わな
い条件不利地域等については公的支援を含めて加入者光ファイバー網の整備等を進
める。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。 

    さらに、コンテンツについても、教育などの公的分野での育成・流通、ルール整備、
配信技術その他の環境整備を進めることとしている。 

    ＩＴの人材育成については、昨年度開始のＩＴ講習は本年度 550 万人。来年度も
引き続き実施する地方公共団体への支援を考えたい。ただし、全額国費で行うか否か
については検討。ＩＴ基礎技能住民サポートセンターの整備、地域ＩＴリーダーの育
成をＮＰＯ等と協力しつつ実施する。全国約４万の小・中・高校のネットワーク整備
のため、地方団体への支援を充実する。高齢者・障害者が手軽に利用できるモデル拠
点の支援や、ＮＰＯのポータルサイトの構築を推進する。高い専門知識や技能を有す
る人材３万人の研修を支援する。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も積極的に進めていく。 

    「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」について
は、情報インフラを始め地域の発展基盤整備の重点的支援やＮＰＯとの連携による雇
用創出、消防力の整備充実による安心な地域づくり、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による地域の活性化を推進する。 

（武部臨時議員）（資料 3 に基づき説明。） 食料の安定供給と美しい国づくりに向け、省
を挙げて構造改革に取り組んできた。先日の農業者代表者大会で、私から、民間企業
の農業への参入について５年後に農地法を改正することを視野に入れてと言ったと
ころ、野次一つない。構造改革への胎動が感じられる。 

    骨太の方針では、環境などのヒューマン・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。これらの視点に即して、十大
重点プランを策定。公共事業については、農業で５％、林野水産で３％を、緊急実施
が必要な施策へシフト。セーフガード関連で野菜の生産流通の構造改革へ取り組む。 

    また、地域における多様な農業経営の中で、意欲と能力のある経営体に集中化、重
点化。創意工夫を生かした農業経営の展開を推進。特に米については、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す。 

    「むらづくり」は、都市住民をも含めた国民の願望を実現するための取り組みとし
て推進。都市と農山漁村の共生、対流が可能となるよう、都市住民にも開かれた「む
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らづくり」を展開。 
    農山漁村の農地、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

える役割を持っている。これらの整備は、自然と共生する環境を創造する事業に転換
する。 

    森林・林業、水産については、前国会で成立した、森林・林業基本法、水産基本法
に則して、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
管理に特に力を入れてまいりたい。 

    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、極めて重要である。
具体的には、自然と共生する農山漁村環境や豊かな森林環境の創造、有明海再生、む
らづくり維新、米の構造改革、イネゲノム研究、環境分野における技術開発研究、Ｉ
Ｔ化の推進等の取組について、構造改革特別要求・公共投資重点化措置要望を要求す
る。これに加え、景気対策関連として、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、農山漁村のＩＴ化の推進等につい
て検討する。 

（川口臨時議員）（資料 4に基づき説明。）『「環の国日本」づくりプラン』は、『「環の国日
本」づくり会議』で示された、物質循環の環、人と人との環、自然と人間の環、経済
と環境の環などについての基本的な考え方を受けて作成。 

    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。また、そ
のための基盤として、民間、市民の方々との環境パートナーシップの推進、グリーン
経済社会に向けた、国民一人ひとりのライフスタイルや経営の構造改革、環境研究・
環境技術開発の促進等を進める。 
この７つの柱に沿った施策について、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検討している。今日はこの７つの柱のうち、特に重要な３
つについて詳細に説明したい。 

    まず、脱温暖化社会への挑戦について、京都議定書の 2002 年までの発効を目指し、
他省庁と連携し国際交渉・国内対策に全力を尽くす。また、京都議定書締結のため、
我が国としても６％の削減を実行する。 

    99 年度の温室効果ガスの排出は 90 年比で既に 6.8 ％増加しており、他省庁と連携
して、国内の排出削減対策を進める。来年度予算では、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」等の地域の特性を生かした脱温暖化社会構
築事業等に重点的に取り組む。 

    循環型社会の構築に向け、廃棄物の排出抑制と循環的利用によるゴミゼロ社会の構
築に取り組む。このため、廃棄物処理、リサイクル関連施設の整備に加え、ごみゼロ
パートナーシップの会議の開催等、パートナーシップを組んだ施策を展開。また、次
期通常国会に自動車リサイクル法案を共同提出。ごみ焼却施設のダイオキシン対策に
ついては、財政支援を重点的に行い、平成 14 年末までに排出総量を平成９年比で９
割減らす。さらに、PCB 対策については、先の国会で成立した２つの処理法の枠組み
に基づき、国が関係自治体と協力して、拠点的な処理施設を整備し、早期処理に取り
組む。 

    自然共生型社会の実現に向け、今年度中にその基本的な方針である新生物多様性国
家戦略を取りまとめる。それに基づき、湿原等の再生事業を地元自治体、ＮＰＯ等と
共同で実施する枠組みを整備して地域に密着した事業を展開。具体的な地域選定につ
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いては今後検討。また、国立公園について生態系保全を重視した管理手法を導入し、
地域と連携した山岳地のごみ撤去などにより、管理の充実を図る。 

    『「環の国日本」づくりプラン』は国民一人ひとりの将来にわたる安全で安心な生
活が第一の目的だが、科学技術等、基本方針の他のプログラムにも貢献。また、官民
パートナーシップは、今までの考え方や行動様式を質の高いものに転換していくプロ
セスを通じ、新しい経済的発展の原動力ととして、長期的に日本の国際競争力の強化
にもつながる。 

（石原臨時議員）（資料 5に基づき説明。）規制改革並びに特殊法人等改革は、民営化、規
制改革プログラムとして７つの改革の第１に挙げられており、小泉内閣にとって重要
な政策課題の一つ。規制改革については、今朝の総合規制改革会議で、「中間取りま
とめ」としてまとめたものを改革工程表の中に載せていただき、規制改革によって新
たなビジネスチャンスも生まれるので、最優先にという多くの意見が出た。 

    医療、福祉･保育、人材、教育、環境、都市再生といった分野は、相対的に改革が
遅れてきたが、国民の生活と直接マッチし、雇用、需要の拡大する余地が高い分野。 

    従って、この中間取りまとめをすべて工程表に盛り込んでいただきたいが、本日は
省庁間の調整がある程度済んでいるものを中心にお話をさせていただく。 

    医療については、医療サービスの効率化や、安心、透明、公平な制度の構築、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。 

    厚生労働省においても具体的な改革案を９月の末に出すので、その際には中間取り
まとめで指摘している、レセプトの電子化の推進、医療広告規制の抜本的な見直し、
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盛り込むことが必要と考える。 

    福祉・保育については、施設介護・保育サービスの量的・質的向上は急務。ととも
に、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の確保も重要な視点。ケ
アハウス等への株式会社等の参入促進、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、工程表に挙げてい
ただきたい。 

    人材労働分野では、経済社会の構造変化に従い労働市場の状況や雇用の在り方は大
きく変化。高生産性部門へ円滑に労働移動がなされるよう、就労形態の多様化を進め
ることが改革の視点。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。 

    教育の分野では、大学教育の競争的な環境の整備を通じ教育研究活動の活性化を図
ることが必要であり、初中等教育においては学校の透明性を高め、多様で質の高い教
育の提供が課題。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。 

    環境分野については、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。規制改革会議では廃棄物処理業、施設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。よろしくお願いしたい。 

    そして都市再生であるが、総合規制改革会議でも踏み込んで議論。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
し等を指摘。この分野については国交省とかなり詰まっており、具体的に工程表に載
せていただき、都市再生によって経済の波及をと考えている。 
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    「改革スケジュール」については、中間取りまとめのうち早期に実現できる、すべ
きものは、年末を待たず、順次閣議決定をし、政府として積極的に前倒しを図ってい
くべき。 
総合規制改革会議においては、工程表に盛り込まれなかった事項や、新たな指摘、

社会的な６分野以外の分野も含め、年内に意見を取りまとめ、民間にできることはで
きる限り民間にという原則に沿って議論を続ける。 

    続いて特殊法人。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。このため、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必要。また、８月７日の閣
僚懇談会において、総理から、14 年度予算でも１兆円程度の削減を目指せとの指示。
私どもとしても９月中に検証し結果を公表させていただく。総理はこの 28 日、扇大
臣に、道路４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、扇大臣からも、前向きに協力いたしますという力強い話があった。他
の特殊法人についても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
に取り組むので、これも工程表の方で取り上げていただきたい。 

    「行政委託公益法人等改革」については、平成 13 年度中に政府として改革の実施
計画を策定。総理から指示のあったディスクロジャーは８月 28 日にインターネット
で閲覧できるよう方針を決定。こういうことも掲載していただきたい。 

 
（竹中議員）時間がないので、質問の方もピンポイントで。平沼議員が所用のため早目に

退席されるので、平沼議員の方から。 
（平沼議員）地球温暖化は真剣に取り組むべき問題。ただ、環境対策を過度に進めて経済

の国際競争力を失うことを容認する国はない。最大限の努力をしていくが、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、最小
のコストで有効な対策を行うことが重要。米国の参加は非常に大切。二酸化炭素排出
量の４分の１を占めている米国を抜きにやるのは仏つくって魂入れずだ。循環型社会
の構築に関しては、エコタウン事業や自動車のリサイクルの法制化に全力で取り組む。 

（川口臨時議員）やはり米国の参加は大事。最後の最後まで働きかける。それから、経済
と環境の関係はトレードオフ関係ではなくて、両方あいまって日本の国際競争力につ
ながる。温暖化対策はさまざまな経済循環のプロセスの中で 100 年間という話なの
で、そういったことを視野に、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制度あるいは取り組みをしていくことが大事。 

（竹中議員）川口大臣に対するコメント等、どうぞ。 
（牛尾議員）国際的にも日本の努力は評価。企業を経営する方の立場から言うと６％の目

標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。
６％を実現するため、我々は生活や仕事のスタイルを抜本的に変えなければできない
という現実の厳しさを国民にもっと公開すべし。構造改革と同じぐらい大きな痛みが
ある。そういう点についてもう少し、環境問題の厳しさを国民に公開をする必要があ
る。 

（川口臨時議員）同意見。温暖化対応は全国民が関わらなければいけない。私が今頭の中
で考えているのは産業界、ＮＰＯ、市民が参加する国民会議的なものをつくって啓蒙
活動をやっていくということ。ただ、これは 100 年の取り組みなので、足下の難し
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さだけにとらわれることなく、技術開発、産業構造の変化、様々なことを念頭に置い
て取り組むことが必要。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。 

（牛尾議員）ただ、６％という現実目標が目先にあることが、具体的な痛みを強いる。そ
のことについての認識が弱い。 

（川口臨時議員）その通り。 
（竹中議員）ごみゼロ作戦を掲げているが、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。 
（川口臨時議員）例えばボランティアや、国民会議を考えている。先ほど例に挙げた所沢

のくぬぎ山は、産廃で大変汚染をされたところを修復して自然を再生するプロジェク
トだが、まずごみを出さなくなるということが一番大事。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、考えているところ。すべからく見えるようにやる
ということが非常に大事。 

（小泉議長）ごみゼロも、例えば残飯が肥料になるとか、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。自動車は横積みにされてタイヤなんかごみの山だ
が、現在ではタイヤを冷凍で粉にするという技術を民間はやっている。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
なり行われている。 

（小泉議長）農水省は率先して、食堂の生ごみなども全部捨てないで肥料になるとか、ご
みが新しい資源となること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る。 
（小泉議長）環境は経産省と農林水産省と非常に関係ある。科学技術、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ほしい。 
（川口臨時議員）農水大臣とは何か月前からか話をして、平沼大臣とも話をした。大事だ

と思っている。 
（竹中議員）では、奥田議員どうぞ。 
（奥田議員）最近コジェネを使った分散型発電、マイクロタービン、燃料電池とか、そう

いう可能性が相当現実性を持っていて、2010 年には難しいが 2050 年とかの時点では
どんどんできてくる。現在、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
ているが、それについてはどう考えているか。 

（川口臨時議員）科学技術、技術開発というのは一番のベース。国民の行動と並んで同じ
ぐらいに重要。温暖化やごみゼロも含め、産業界の技術開発は非常に大事で、政府と
しても支援すべき。そこは平沼大臣と御一緒にということになるが、分散型燃料電池
を例えば家庭で置いてコジェネをするとか、そういう夢を提供することも非常に大切。 

（吉川議員）私も技術が非常に大切だと考えるが、例えばごみ一つ取っても分別、集中の
ためには情報が必要。政府以外にやるところがないので、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
くということが大切。 

（本間議員）吉川議員の問題とも関連するが、環境省には手足が少ない。そこで、ＮＰＯ
との関係は非常に重要。パートナーシップが提案されているが、もう少し踏み込んだ
提案はないのか。 

    また、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
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か、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
論がされているが、どのようにお考えか。 

（川口臨時議員）パートナーシップについては、私としてはとっくにスタート。小泉内閣
でタウンミーティングを始めているが、環境省はそれをさかのぼること半年前にタウ
ンミーティングをスタートし、月１回のペースで私があちこちに行っている。ごみゼ
ロ型社会をつくることについても、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いて、既に重要な政策の一部として位置
付けて実行中。情報の整備についてはデータベース等、ごみについてもシステムの構
築等で予算をお願いしているところ。 

    それから、経済的手法は私は大変大事と思っている。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など、どうやってどのようなタイミングでやるか、
コンセンサスをいただけるか、具体的にやっていく過程で様々な工夫と状況判断が必
要。関係省庁と御相談しながら適切な段階で物事を考えていくことがまず大事。お知
恵もお借りしたい。 

 
（竹中議員）片山大臣の御説明に対するコメント等、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る。９月の中ごろか。規制緩和が非

常に待望されているので、是非早く。産業界なども非常に熱望している。 
    それから環境の方だが、廃棄物処理について、例えば電気器具はこう、自動車の廃

棄はどう、とかたくさん出た。実際には法律はできたが処理はどうしたらいいんだと、
みんなでうろうろしている。だから、地方自治体と組んで処理できるようにしたい。
循環基本計画の策定とか、ダイオキシンの規制とか、要するに廃棄物処理だが、これ
をどうしたらいいのか。非常に強い要望があり、直接市民生活に影響する。是非 14
年度に具体的に強力に進めてほしい。 
農林大臣については、米の問題と農地の問題、これだけは片付けて欲しい。 
片山大臣に賛成。国税と地方税の関係については、相談してお互いにやっていかね

ばと思う。財政構造改革プランは是非やって欲しい。地方の道路については相談しな
がらやってみたらいい。道路の金は国の関係に行き過ぎているから、地方にやってあ
げないと不便。あと電子自治体も是非やってほしい。町村合併については、相当なイ
ンセンティブを与えてやらせて欲しい。そうでないと、幾ら言っても地方分権は進ま
ない。 

（片山議員）アメをということだが、本当はムチ的なものも要る。アメはもう与えている。
各省庁のアメも付け加えてアメだらけになっている。本当はムチ的なものも必要だと
思う。 

（竹中議員）片山大臣のご説明に対するコメントをお願いしたい。 
（牛尾議員）電子政府、電子自治体は経済需要の拡大と雇用に大きく影響する。どの年度

でどの程度の規模となるのかガイドライン、目標を立てると、民間企業は企業戦略を
立てられる。その目標がないと標準がはっきりしないため、最後にはインターフェイ
スが難しくなる。だから、早目に規模の大きさやスケジュールを、ＩＴ戦略本部と総
務省でつくり、情報を流してほしい。 

（片山議員）2003 年までにやる。最初、来年度は国で９％だったが、35％とし、今回は
これを 50％。かなり無理となるが、２か年で今、言ったプログラムををつくり、そ
れに従って是非実現させるよう各省庁にも連絡したい。地方の方は遅れており、この
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59％というのはネックをなくすという意味。これからの話。 
（牛尾議員）非常に差がある。 
（片山議員）電子自治体は遅れている。大車輪でできれば３年か４年位か。ここに書いて

ある 59％はできるということではない。 
（牛尾議員）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

けだから。 
（片山議員）電子政府の方は 2003 年までに全部実現できるプログラムをつくる。 
（竹中議員）経済の統計をつくるとき、景気経済を見通すに当たりいつも外すのは公共投

資。これは電子政府化されていないため地方の公共事業の進捗がわからず、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が公共事業が当たらない。ＩＴ大臣
としてもお願いしている。 

（片山議員）地方で一番足りないのは人材だ。人材育成計画をつくって雇用に結び付けた
い。 

（牛尾議員）どの程度足りないか、情報を送れば、学校をつくる方も計画をつくりやすい。 
（小泉議長）地方に裁量権を与える一括補助金の法案はいつごろになるのか。 
（片山議員）今は予算上で統合補助金として措置。総理が言われるのは交付税に近いもの

で、自由党や民主党が言っている、一括補助金。これは、各省との調整が大変。各省
の了承があれば出せる。 

（小泉議長）それは来年の通常国会に出せるのか。 
（片山議員）出すところまでいっていない。今は、法律ではなく、予算上で進めようと思

っている。ただ、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
る。例えば農林水産省だけの一括をやるとか、それは各省庁と相談させていただきた
い。 

（本間議員）片山大臣のお話はパーツではよく考えているが、地方制度の場合にはそれぞ
れのパーツが連動しており、連立方程式を解かなければならない。税源配分を１対１
にする問題、地方交付税の問題、補助金の問題は、総理も指摘されたとおり全部連動
している。トータルなビジョンがいま一つわかりづらい。 

    例えば交付税を見ても、現在の地方財政計画は、前年度計画や各省庁の施策を前提
にし、費用を積み上げ、そして収入とのギャップを国税の一定割合プラス国債や地方
債等で補填するという形になっている。基準財政需要額は後追い的に決定し、配分し
ており、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決められている。単独事業は、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のが実態。その辺の整合的なご提案というものをお願
いしたい。 

    第２点は、今 3,300 市町村を 1,000 にということだが、骨太の方針の中では 30 万
人単位という数字が出ている。行政効率という観点で言えば、非常に問題は大きく、
アメをどのように交付税等で措置するか、非常に重要なポイント。この点もお聞かせ
願いたい。 

（片山議員）本間先生の質問の第１点、国と地方の役割分担、事務配分については、地方
分権一括法が去年の４月から施行され、その点はひと区切りついたと思っている。だ
から、今これを前提に税源移譲を言っている。 

    先だっての地方分権推進委員会の見解にもあったように、税を増やして、補助金を
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減らし、交付税を減らす。その間での行き来は中立。ただ、あまり税を増やすと東京、
大阪ばかり増え、鳥取、島根等は全然増えない。だから、これは１対１ぐらいが限度。 
今、実際は仕事を６割から６割５分地方がやっており、国は３割５分か４割。とこ

ろが、税では地方が４割で国が６割。この乖離をなくすのは我々の年来の持論だが、
税のばらつきがひどくなるので、結局１対１ぐらい。これでも大変なことだ。大きく
事務配分を変えるなら、また新たに税の配分や、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ならないと思う。 

    合併で 1,000 というのは与党が言っている。与党３党のご提案なので尊重する。
そこで都道府県に合併のパターンをつくってもらった。これは、それぞれ幅があり、
一番少なければ 600 、多いのは 1,300。だから、平均 1,000 ぐらいに各都道府県も
考えていると思うが、今回の合併は強制や押し付けはしない、自主的な合併だ。だか
ら、一生懸命各省庁と一緒になって誘導策を考えているが、それだけでいけるのかと
いう感じはある。 

    ただ、日本は空気ができればわっといく、突破口が幾つかできれば相当に進む可能
性はある。ただ、今はアメだけでいいのかなと心配しているが、今後これは検討する。 

 
（竹中議員）武部大臣に対するコメントをお願いしたい。 
（吉川議員）日本の農政が抱えている問題について質問したい。 
    農政の一番の問題は、産業としての農業と、土地所有者としての農家と、地域とし

ての農村という全く異なるもの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。農業の場合には、現在でも世襲を前提とした、あるいはそれを助長するシステ
ムが残存していることが大きな問題だ。セーフガードへの言及があったが、これは、
日本が今後世界の中でどう生きていくのかという根幹にかかわるシリアスな問題だ。
例えば生シイタケは、つくられているのは外国だが、技術・ノウハウ・資本はいずれ
も日本のものだ。これは日本の農業ととらえてもいいのではないか。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。多くの製造業は外国でも物をつくってい
るが、立派な日本企業と考えられている。冷凍・輸送技術が進む中で、日本人が知恵
と資本を出して外国でつくっているものを日本の農業ではないと防衛的に考えるの
はおかしい。 

    第２点は米の生産について。大臣がリーダーシップを発揮され改革が進んでいるが、
生産調整あるいは食糧法等、コメ政策が具体的にどのように大きな改革になるのか。
例えばこの 10 年、ウルグアイラウンド対策費として６兆円ぐらいの金を農業対策に
使ったが、これによって日本の農業はどの位よくなったのか。その効果はどれぐらい
検証されているのか。また、今回考えられているプランは前とどこが違うのか。それ
によって日本の農業がどのようによくなるのか。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。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わかりやすく説明していた
だきたい。流通の話もあったが、農協の問題はどう考えるのか。 

    最後に漁港整備の長期計画について。計画を長期的に立てることはいいが、お金の
使途まで長期間にわたってのコミットメントすることにどれ位合理性があるのか。基
本方針でも疑問を呈した。この点についても大臣の考えを伺いたい。 

（武部臨時議員）吉川先生の問題提起は、私の認識とほぼ同じ。ただ、政治的なプロセス
を考え、いかに理想に近づけるかという過程は様々。 
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産業としての農業は、食料自給率 45％達成に向け貢献してくれる人は誰でも農業
に参入してもらおう、それから担い手とか後継者の問題も世襲制を前提ではなく、法
人として考えればそういう問題はなくなる。今度の予算でも法人化の推進と集落営農。
日本の農業、特に米のことだが、１ヘクタール未満が８割。これは健康生きがい型の
農業、ガーデニングに近い。土地問題も農地転用期待や保守的な考えもある。また、
大型店が進出しても失敗したら廃墟が残される。農村がそんなことで荒廃したら大変。
法人化、集落営農、民間企業の参入、新たな農業経営政策の研究というのもやってい
る。 

    もう一つは、資源維持管理で川口大臣の分野でもある。ヨーロッパでも自然景観の
維持、農村文化の保護、それはそれで別な政策でやろうと。 
  コメの話を先に話したが、これまで減反 100 万ヘクタール以上をやっている。し
かし、減反しても、生産力を駆使して大量の米をつくるという潜在的な力が農村には
ある。今後、コメ政策では 30 年にわたって実施してきた生産調整を面積から数量に
変えていく。需要に合った米、高く売れる米、有機米をつくるとか、個人の能力、目
標に向かっての見直しにつながる。 

    それから、稲作農家の経営安定対策として副業農家にも６万円の金を出しており、
全体では 35％ぐらいだから 400 億円位。別のものに使うと抵抗があるが断行しなけ
ればならない。 

    ただ、一番の問題は、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減少。特に大きい農家、主業農家が苦労。備蓄
も財政負担になっており、需要に見合った備蓄に切り替えていくなど、コメ政策全体
を思い切って見直していきたい。 

    セーフガードについては、ルールに従ってやっている。米国でも６件調査し、５件
本格発動。日本だけがとやかく言われる筋合いはない。中国の生活水準や所得水準が
上がり、日本に輸出していた高級魚について最近その輸出が減少し、また、中国人も
今は肉を食べるようになっている。一方で、砂漠化現象が進んでいる。中国がいつま
でも輸出国としていられるかを考えると、やはり自給率目標についてもなぜ 45％な
のか。なかなか説明のしづらい話だ。 

    しかし、ＯＥＣＤ加盟国 30 か国で 29 番目の自給率。178 か国の国連加盟国の 136 
番目。そして、山は荒れ、農村は疲弊。こんな小さな国であるし、もっと緑豊かな美
しい国にしていいのではないか。そのために、農村で頑張る人、野菜なども３割コス
トを下げるような政策。北海道の農家は会社にして、そして冬の間は仕事がないから
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
とも言っている。 

    ただ、農協の指摘もあったがそう一遍にはいかない。土地に対する執着心があるの
で国民の合意がなければいけない。私は農林水産大臣として消費者と生産者の間にい
るので、国民の合意がなければ農業政策は進められないというスタンスでやっていき
たい。 
漁港の長期計画は政策の目標はきちんと立てる。しかし、経済財政諮問会議の議論

があると思うので、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
うな事業量についてどうするか、新たな視点で考えていきたい。 

 
（竹中議員）最後に石原大臣に対してのコメントをお願いしたい。 
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（牛尾議員）今、総理のご趣旨に従って雇用拡大をやっているが、一番引っ掛かるのは規
制撤廃の初めの４つ。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という工程表を書いてくれれば、それ
に基づいて雇用を増やすことが可能。個別で我々がやっていても全然歯が立たない。
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、閣議等で決めるよう
に是非進行をお願いしたい。 

（本間議員）特殊法人改革について、現在来年度予算の中で１兆円をどう切るかという、
出資金、補助金の問題がある。その上で組織替えや民営化、廃止の際の処分費用や収
入も含め、どのような形で移行していくのか。大括りのものでいいが、工程表を特殊
法人改革に沿って独立的な形で国民にアピールすべし。財政負担なく特殊法人の業務
が行われているような錯覚があり、国民にとって改革の痛みだけが報道されている。
誤解を招きやすいので工夫すべし。 

（石原臨時議員）了解。総合規制改革チームも同じ局面。事務局も雇用が広がるような分
野は、抵抗が強く切り込めていない。未調整というのが現状。 

（牛尾議員）決まってから最低５、６か月の期間を要するとはいえ、９月末位に大体の見
通しがついて作業に入り、来年１月位に雇用の創出が始まり出す位のテンポでないと、
せっかくの改革なくして成長なしというテーマが生きてこない。中身は全部書いてあ
るので、受け取る方の省が現実にこうやると言ってくれないと。非常に重要な局面に
なっている。 

 
（竹中議員）中身についても、示し方についても重要な点がたくさん残されているので、

皆さんの御協力を仰ぎながら努力していきたい。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） 

 


