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1．開催日時: 2001 年 10 月 26 日(金) 17:55～19:13 
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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  扇 千景 国土交通大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)改革先行プログラムについて 

(2)社会資本整備のあり方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 


資料 1  改革先行プログラム 


資料 2  社会資本整備のあり方について（有識者議員提出資料） 


資料 3  農林水産公共事業についての基本的な考え方（武部臨時議員提出資料） 


資料 4-1 社会資本整備のあり方について（扇臨時議員提出資料） 


資料 4-2 社会資本整備のあり方について（補足提出資料）（扇臨時議員提出資料） 
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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24回の経済財政諮問会議を始めさせていた

だきます。 

本日はお忙しいところ、ありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、本日の議事でありますけれども、本日は 初に「改革先行

プログラム」を議論していただきまして、それから「社会資本整備のあり方」に

ついて御審議をいただきます。このうち「社会資本整備のあり方」の議題に関し

ましては、臨時議員としまして、武部大臣、扇大臣に御参加をお願いしておりま

す。 

また、第23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。 

なお、規制改革など特定のテーマにつきましては、11月に入ってから十分に時

間を取って、集中的に審議をしたいと考えております。今日１日で結論が出ない

ものにつきましても、引き続き議論をしていくつもりでおります。 

○改革先行プログラムについて

（竹中議員） それでは「改革先行プログラム」についての審議に移りたいと思いま

す。 

資料１「改革先行プログラ厶」は、前回御議論いただきました、プログラム素

案に金融再生法の改正や補正予算による改革先行プログラム、関係経費の裏付け

などを付け加えたものであり、先ほどの経済対策閣僚会議で決定されたものであ

ります。 

これにつきましては、特によろしゅうございますでしょうか。どうぞ。 

（平沼議員） 本改革プログラムを、補正予算の成立を含め、できるだけ迅速に、当

然のことですけれども、実行することが必要だと思っております。 

かつ、今後の報復攻撃やテロの情勢によっては、我が国を含め世界経済は更に

厳しい状況に追い込まれる可能性も存在しておりますので、そうした状況に対応

し得る機動的な経済運営、それを当然のことながら行っていかなければならない

と思っておりますので、一言付け加えさせていただきました。 

（竹中議員） 	 ありがとうございます。この点は、総理からも引き続き十分検討する

ようにという御指示があったところかと存じます。 

ほかに、特にこの「改革先行プログラム」についてよろしいでしょうか。 

○社会資本整備のあり方について

（竹中議員） それでは、続きまして、早速「社会資本整備のあり方」についての議

題に移りたいと思います。 

「社会資本整備のあり方」、今回の議論ですけれども、これからこの諮問会議
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で14年度の予算編成の基本方針を議論しなければいけません。 

さらに、中期経済財政計画を議論しなければいけません。その中に反映させる

ための議論でありますので、是非集中的に議論をしていただきたいと思います。 

まず資料２につきまして、奥田議員、吉川議員より御説明をお願いします。 

（奥田議員） 資料２につきまして、御説明申し上げます。タイトルは「社会資本整

備のあり方について」であります。 

高度成長期以来の社会資本の整備が、我が国の国民生活や経済発展を支える重

要な基盤となったことは事実であります。 

しかし、一方で公共投資につきましては、資源配分の硬直性とか、あるいは受

益者負担が極めて少ない制度の下で、必要性の低い事業までが行われるというこ

とでありまして、その仕組み、あるいは制度の見直しということは、現内閣が掲

げる構造改革の重要な課題の１つであるということでございます。 

今回のペーパーは、いわゆる「骨太方針」で示された、社会資本整備に対する

基本的な考え方を踏まえまして、現時点で考えられる具体的な方向性について、

我々民間４議員を中心に取りまとめたものでございます。 

なお、社会資本整備に関しましては、既に特殊法人改革、平成14年度の予算査

定のプロセスにおきまして、別途検討が行われておるテーマであると聞いており

ますが、今後はそこでの結果も踏まえつつ、更に検討内容を深めていきたいと考

えております。 

資料のポイントは、大きく３つ。 

１つは、公共事業の長期計画など、資源配分に硬直性を生む仕組みの見直し。 

必要不可欠な事業への絞込みなど、メリハリの効いた資源配分の実現。 

もう１つは、経済や財政と整合の取れた公共投資の水準。この３つでございま

す。 

その中で、まず私から始めの２点を御説明いたしまして、次に吉川議員から公

共投資の水準を含めて、全体をまとめていただきたいと思います。 

社会資本の整備は、数年を要しまして、しかも非常に莫大な投資がなされるた

めに、それを推進するという点で、現在ある長期計画は有用であると思います。

この現在の長期計画は、お手元の資料の一番 後のページに書いてございますが、

16本の公共事業がございます。 

しかし、長期計画の存在が資源配分を硬直的にして、経済環境の変化や財政の

事情を迅速に反映することを困難にしているという面も否定はできないわけであ

ります。そこで、まず現在の各計画の必要性を、経済や財政などの状況変化に沿

って見直すということが重要であると考えます。 

本来、社会資本整備の目標というのは、事業量などのアウトプットではなく、

例えば、安心、安全な国民生活の実現、交通渋滞、混雑の緩和など、将来にわた

ってその社会資本が生み出す経済的、社会的価値や便益、いわゆるアウトカムに

あるというふうに思います。こうした視点から、現在各計画を見直すとともに、

各事業の徹底した効率化や異なる分野の公共事業との連携を促進するなど、構造
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改革も併せて行う必要があると思います。 

さらに、アウトカム目標のみでは漠然とした計画になりまして、非効率な投資

になる恐れがありますので、例えば、首都圏の渋滞箇所を６割解消し、年間４兆

円の経済効果を生み出すなど、アウトカムと具体的な便益をセットで表記するこ

とに加えまして、都心から多摩地区までの移動時間を30分短縮するために、圏央

道を何年までにどこからどこまで、何キロ整備するなど、具体的な整備のイメー

ジも湧くような内容として、是非国民に対して具体的で分かりやすい計画にすべ

きであるというふうに思います。 

公共投資は、また経済活動や国民生活にとって必要不可欠で、投資効果が明確

なものでなければならないと思います。例えば、欧米の主要都市に比べて後れて

おります首都圏の環状道路、それを整備すれば交通渋滞は緩和されまして、移動

時間の短縮に伴う効率的な経済活動が実現されるなど、経済への波及効果は非常

に大きいと思っております。 

今後の社会資本整備は、都市再生など骨太方針で示された重点分野へのシフト

を進めるとともに、それぞれの社会資本の整備水準、あるいは整備の緊急性、利

用者等の範囲の大きさ、また国と地方の役割分担などを勘案しながら、真に必要

な社会資本を限定して重点的に整備していくということは重要だと考えておりま

す。 

なお、一昨日のある新聞に出ておりましたが、 近の米国のある大学におきま

して、日本の社会資本は米国に比べて、過去20年間にわたり必ずしも生産性の高

い分野において投資整備が行われなかったという研究レポートを出されておるよ

うでありまして、我々もこうした観点から研究を徹底的に行いまして、生産性や

効率性についての議論を積極的に行いながら、投資の重点化を図るということが

必要ではないかと思います。 

これからは、今回のペーパーで提案させていただいた内容も含めまして、社会

資本整備に、公共事業の改革の方向性を、より具体的で国民に分かり易いものと

するように、是非総理のリーダーシップを発揮していただきたいと、お願いを申

し上げたいと思います。 

私からは以上であります。 

（竹中議員） 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） それでは、私の方から、もう少し補足をさせていただきます。社会資

本整備、公共投資の内容の見直しは、構造改革の中でも非常に大切な、中核的な

役割を担うものだと私どもは考えております。経済の先行きが厳しさを増す中で、

一時的な場当たり的な需要を付けるのではなくて、民間の潜在的な需要を喚起し

て、持続的な成長を生み出すような、そうした公的支出を行う、これはとりもな

おさず、公共投資、社会資本整備の中身を見直すということにほかなりません。

我々、民間議員４人のこのペーパーは、今、申し上げたような、基本的な問題意

識で、具体的な提案を幾つかさせていただいております。 

基本的には、時代とともに社会的なニーズというのは変わってまいります。社
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会資本、公共投資の配分というのも、当然そうした時代の変化に呼応、対応して

変わらなければなりません。これは当たり前のことですが、それを阻害する制度、

硬直性を生む仕組みの見直しをしようというのが第１点であります。 

具体的には、道路等の特定財源については、総理の御指示を踏まえて、平成14

年度、15年度の予算編成の中で、そのあり方を見直すということ。 

それから、長期計画につきましても、先ほど奥田議員からお話がありましたが、

その計画そのものを見直す。具体的には集中調整期間、これは基本方針で言って

いるわけでありますが、今後２、３年の間は、計画の策定そのものも見直しては

どうかということであります。 

そうした考え方に基づいて、今年度議論が行われている、漁港、漁場整備長期

計画についても、策定時期を延期してはどうか、これが私どもの考えであります。 

第２番目は、メリハリの効いた資源配分、これも当たり前のことですが、日本

の経済社会の将来をしっかり見据えて資源配分を行っていただきたい。その重点

分野につきましては、既に先般の「骨太の方針」でうたっております。 

一方、ダム、地方空港など、今後見直しを行うべきもの、これについても我々

は資料２の３ページにおいて幾つか列挙してあります。高速道路などについては、

特殊法人の改革と並行して厳しく見直していただきたい。また、農水省関係では、

特にハードからソフトへの転換ということを提起しております。 

本日は、武部大臣が御出席されていますので、これと関連して米政策について

御質問させていただきたいと存じます。 

大臣は８月のこの諮問会議で、意欲と能力のある経営体へ、施策を集中してい

くという方針を明確にされました。米政策の抜本的見直しを行う由、発言された

わけですが、改革の現状と見通しについて、本日御説明をいただければと存じま

す。 

後に、我々のペーパーでは公共投資の水準についても見直しを行う必要があ

ると言っております。日本は、欧米よりも後れて経済発展をしたとか、あるいは

国ごとにそれぞれ個別の事情があるとか、さまざまな議論があるわけですが、し

かしながら、やはり大きく見てみますと、日本の社会資本というのは対ＧＤＰ比

で見て、先進諸国の２倍以上の水準になっているという訳ですから、やはりこの

点についても見直す必要があるのではないかというのが、我々の考え方でありま

す。 

全体として、ペーパーの内容は、今、申し上げたとおりですが、あるいはこの

ペーパーが「削る」とか、「削減する」とか、そうした話だけ述べられているよ

うな印象があるかもしれません。しかし、私どもとしては、一番初めに申し上げ

ましたように、本来公共的な支出というのは、民間の潜在的な需要を喚起すると

か、新しい社会的なニーズに応えるとか、あるいは新しいテクノロジーが出てき

たときに、それを利用するとか、要するに、将来を見据えたものであるべきだと

いう基本的な考え方であります。 

したがって、内容を見直すということが非常に大切であり、そのこと自体はむ
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しろ将来に向けての明るい話だと私ども民間議員は考えております。それを具体

的に実現していただくのが、政策を立案する各省庁のお仕事だと私どもは考えて

おります。 

私からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、資料に基づきまして、まず武部大

臣の方から御発言をお願いします。 

（武部臨時議員） お手元に、私が提出した資料があると思いますので、それに沿っ

て発言させていただきたいと思います。 

まず、農林水産公共事業のあり方につきましては、８月30日にこの経済財政諮

問会議に出席しまして、構造改革推進のための10の重点プランについて説明いた

しました。この中で、農林水産業の構造改革の断行と都市と農山漁村の共生・対

流を通じた循環型社会の実現の２点を強調させていただきました。 

農林水産公共事業は、この２つの目標を達成していくための重要な手段であり

ます。その内容、実施方法等を改善しながら、所要の予算措置を講じていく必要

があると考えております。 

何分ぐらいでしたらよろしいでしょうか。 

（竹中議員） 一応、５分ぐらいを目途にお願いできればありがたいのですが。 

（武部臨時議員） では、できるだけ手短にやります。例えば、農業の構造改革を通

じた、効率的な食料安定供給システム、生産基盤の整備を、経営・生産対策と一

体的に実施するということが、このことについて非常に不可欠であります。水田

の汎用化、畑地かんがい等のあり方がそれでございます。 

また、都市と農山漁村の共生・対流の実現に向けて、人・物・情報が循環する

共通社会基盤、プラットホームを備えた新たなむらづくりを推進していきたい、

そのためには生活基盤、生産基盤、情報化施設の整備等を総合的に実施する必要

があると考えております。 

農林水産公共事業を、私は環境創造型事業に転換していくということを明らか

にしております。したがいまして、農林水産公共事業を抑制するという考え方に

は同意できません。 

それから、14年度予算編成においても、「骨太の方針」の重点分野とされてお

ります循環型経済社会の構築など環境問題への対応。地方の個性ある活性化、ま

ちづくりの分野にも十分な予算の配分がなされる必要があるというように考えて

おります。 

特に、我が国の場合、地形的に急峻な山であり、極めて治山治水事業等も、こ

れは国土交通大臣の分野になるかもしれませんけれども、これは避けられない事

業でありますし、水田の機能と多面的な機能というものを考えましても、重要性

は御認識いただけるものと思います。 

ハードからソフトへの転換ということでございますが、14年度概算要求におい

て過去に例のない措置として、742億円という多額の予算を公共事業から非公共事

業へシフトした要求を行いました。このハードからソフトへのシフトについては、
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関係者間で厳しい議論を経まして、大変私どもも苦況に立たされた経験を経て実

現したものでありますが、今後の予算編成過程において事業の円滑な推進に必要

な予算を確保することが、今後これを定着させるために不可欠と考えております。

長期計画の策定についてでありますけれども、「骨太の方針」において示され

た基本方向を受けまして、各長期計画の内容を抜本的に見直す方向で検討してい

く所存であります。 

漁港漁場整備長期計画につきましては、先般成立した改正漁港法に基づきまし

て、漁港漁場整備の長期計画を間断しないものとすべく、14年度を初年度とする

新たな長期計画を策定する必要があると、かように考えております。 

私どもも現場におりまして、漁港だけの整備、更に沿岸漁場整備と、ばらばら

になっているものを、漁港・漁場と、それから私は漁村、そういったものを一体

的に整備するという意味で、これは先ほど御指摘がありましたように、事業量を

示すんじゃなくて、やはりアウトカム目標をきちっと設定して、これだけのもの

を整備したならば、どんな効果があるかということを明示する意味において、そ

ういう形を変えたと言いますか、中身のあるこの経済財政諮問会議の定義された

ような形で進めていきたいと思っております。 

土地改良長期計画につきましても、平成15年度を初年度とする新たな計画を策

定する考えでございます。これも、食料・農業・農村基本計画、改正土地改良法

等を踏まえた、新たな展開方向を明確化するために、現行計画を打ち切るという

考えでございます。 

これらの取組に当たりましては、先ほども申し上げましたように、経済財政諮

問会議における議論等を踏まえた新しい視点が必要であると考えております。 

事業に関しては、それぞれの長期計画に掲げる政策目標の達成のために必要な

手段を、計画上どのように位置付けるべきか、アウトカム目標をどのように盛り

込むかといった観点について、今後検討を深めてまいりたいと思います。 

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、扇大臣、お願いします。 

（扇臨時議員） 今日は、私のお配りいたしますものの中で、文章がありますけれど

も、これは役所の作った文章ですから、後でお読みいただければ結構でございま

すで、この文章は読みません。資料４－２は後でお読みいただきたいと思います。 

そうではなくて、その前に１つ「社会資本整備のあり方について」というもの

を、お手元に配ってございますので、それに関して、資料４－１だけご覧いただ

きたいと思います。 

資料４－１でございますけれども、先ほどお話がございましたように、公共投

資の水準、これが一番根本だろうと思います。公共投資は、民間の潜在的能力を

促すためにするんだと、それはもうごもっともな話なんですけれども、私はなお

かつ民間にできないところを公共でやるというのが基本だろうと思いますので、

民間ができないところを国民の税金で補うというのが基本であって、いつも総理

がおっしゃいます「民間でできるものは民間で」と、それは当たり前の話であっ
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て、その基本は公共投資ではないと思いますし、社会資本整備というのは、私は

税金をいただいた中で、民間が赤字でできないからこそ公共事業というものが必

要になってくると。 

私は、社会資本整備の基準というものを、そこに持って行かなければ、民間の

潜在能力を出すためだけにするんではないという、基本の考え方が逆だと、大変

生意気ですけれども、言わせていただきたい。 

公共投資でやっているうちに、それに刺激されて民間の潜在力が上がってきて、

そして黒字になるものだったら民間に渡せばいいんで、まず民間でできないもの

が社会資本整備の原点であるという、私はそういう考え方の発想をいたしており

ます。 

そして今、資料２で御説明いただきました４ページの「公共投資の水準を具体

的に示す必要がある」というところで、外国とのＧＤＰ比の比較がございました。

私は、元々が100年後れているんですから、このＧＤＰ比で対比するということは、

むしろおかしいと思うんです。外国がこうだから、うちはもうたくさんしている

よということになれば、ではＧＤＰが、例えば、高度成長のときのように景気が

良かったときにはどうなるのかと、では景気が悪かったときにはどうなるのか、

これ逆に考えますと、ＧＤＰ比が景気が後退しているときには公共投資の削減幅

を大きくする、では景気が良いときには増幅させて良いのかということで、ＧＤ

Ｐ比で公共事業の上下をすること自体は、日本は既に基本が違うと思うんです。 

そして、今、欧米に比べてＧＤＰ比で大き過ぎるという話を論点となさってお

りますけれども、この４ページの５年間で我が国の公共投資をＧＤＰ比で見ると、

ということで、日本、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスというのが書いて

ございますけれども、私は、少なくともこれは社会資本整備というのは、元々今

の書いてあるＧＤＰ比でいきますと、完全に日本の国は途上国並みになってしま

います。今の日本の国民の生活水準というものを、社会資本整備でどこまでに持

っていくのかということ自体の基本を、先生方なり皆さん方の中で言って下さる

なら良いと思いますけれども、単なるＧＤＰ比で先進国なのか、あるいは日本は

多過ぎるというのではなくて、私は、日本は社会資本整備後進国だと思っていま

す。ですから、そういう意味で、この４ページに書いてあるＧＤＰ比で、欧米先

進国と日本とを対ＧＤＰ比で社会資本整備が高い低いという論議は、私は御勘弁

いただきたいと、そういう基本的な考え方を持っていますので、是非この際、言

わせていただきたかったことの１つでございます。 

その前の３ページでございます。先ほど農林水産大臣がちらっと治水という話

をなさいました。私は、治水に関しては少なくとも日本の場合は、私が今お示し

ました資料４－１の７ページの絵をご覧いただけますか、このポンチ絵でござい

ますけれども、この７ページの少なくとも欧米先進国に比べて、大変災害が多い

日本列島でございます。地震もあれば水害もあるし、そしてまだ河川等々の治水

が行き届いていないから、あの昨年の名古屋の水害を見ていただいても分かりま

すように、あっという間に都市型の浸水をしてしまう。そういうことをすれば、
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欧米先進国と同じように治水の整備ができているとか、あるいは下水道整備がで

きているという、欧米先進国並みだったらおっしゃっても良いと思うんですけれ

ども、これは、欧米先進国ではなくて、日本は災害列島であるということを考え

ましたら、この３ページに書いてある整備テンポを遅らせるということは、何を

もって遅らせるか理由を言っていただかなければ、少なくとも国土交通省として

は国民の生活の安全・安心を確保することには至らないと。何のテンポを遅らす

のかというのが問題であるということを申し上げたいと思います。 

その３ページの次の高規格幹線道路の話、これはもうやっておりますので、敢

えてここでは申しません。国土交通省としては総理の御命令どおり、民営化、廃

止ということで、公団も含めた見直しをしていくと。9,342にしても、これから長

期計画を検討していくということで、凍結とは私の言葉では申しません。見直し

をするというふうに申し上げておりますので、それをいたします。 

３ページの一番下の、ＰＦＩというお話でございましたけれども、これは大変

ありがたいことに、是非お耳に入れておきたいことがございますのは、私はＰＦ

Ｉに関しましては、うちで文部科学省庁舎を初めてＰＦＩで来年度事業者の募集

をいたしますけれども、今後議員立法して下さるということで、ＰＦＩ法という

ものを議員立法で国有財産法の、国有財産を無償又は時価より低い価格で選定事

業者に使用させることができるということでなければ、私はできないと思って、

このＰＦＩ法の改正をしていただけると。 

それから、地方公共団体も地方自治法によって、地方公共団体は無償又は時価

より低い対価で選定事業者に使用させることができるという、この地方自治法に

よってもＰＦＩが民間にもっとできるようになると。 

例えば、その中で一番大事なことは、ＰＦＩ法でこの国有財産法と地方公共団

体の中で、今まで抜けていたのは、これを衆議院議長、参議院議長、 高裁判所

長官、あるいは会計検査院長、これらを明示することによって、私は今までＰＦ

Ｉができなかった公共のものが、すべて民間に変えられるということで、このＰ

ＦＩ法を改正することによって、私は大きく変わってくるということを、この際

御報告申し上げて、前倒しにできるというふうに申し上げておきたいと思います。

時間でしょうから、それぐらいにいたします。 

（武部臨時議員） 米政策のことが、吉川先生から御質問がございましたが、正直申

し上げまして悪戦苦闘しています。しかし、これは断じてやらなければならない

と思っております。中身については、この間説明しましたように、生産調整手法

については、面積から数量による配分に改めるということが第１点でございます。

しかし、これは30年間にわたりまして、続けてきた方式を抜本的に改めるという

ものでありますために、地方公共団体で担当しているものを始め、農業団体など

の十分な理解が得られる。そのことが不可欠だと思っておりまして、やはり現場

で受け入れられやすい手法というものを研究していかなければならないと思って

おりますが、しかしこれは、はっきり申し上げますと、団体などは15年度以降と

いうふうに言っています。しかし、それで妥協したら進まぬと思いますから、私
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の手元できちっと形をつくって、しかし実施は場合によっては14年度ではなくて

15年度からというようなことにしなければならないかもしれません。やはり現場

から、今もう全く拒否反応がありますから、30年間掛かったものを一気に、もう

種もみの準備などもしなければなりませんし、そうなりますと14年度の実施とい

うのはなかなか難しいと思っております。 

それから、もう１つは米価の下落が、稲作経営に与える影響を緩和する措置で

ある稲作経営安定対策、このことについて、いわゆる副業的農家は排除する、排

除するとは言ってないんですけれども、違う形でやった方が良いではないかと。

たかだか６万円で、一番困っているのは主業農家ですから、大体この５年間で１

兆円の米の収入減、年間2,000億円、その中でも主業農家が392万円から302万円に。

あと副業農家というのはサラリーマンで給料もらっているわけで、退職金ももら

えるし、年金ももらえるんですね。ところが、これに手を掛けますと、集落が成

り立たないとか、もの凄い抵抗でございます。これは、農政の根幹に関わる問題

でありますので、少し議論が必要だと思いますが、これも方向付けはしなければ

いけないと思っております。つまり、新たなる経営政策、経営安定政策というも

のを今、検討中でございますので、それと一緒にしたやり方ができないかなと。

つまるところ専業的な農家、主業農家、意欲のある農家、あるいは法人化、そう

いったものを進めるために、どうしたら良いかということも必ず道筋は付けなけ

ればならないと思っております。 

  米流通に関わる規制緩和の問題でございます。また、もう１つは備蓄運営です。

備蓄は今200万トンぐらいになっていますから、これは100万トンぐらいにしよう

と、そのことによって財政負担は相当減ってくるわけでありますので、このこと

については、私は、かなり理解が得られてきているのではないかというように思

っておりまして、今回の見直しは、これまでの政策を本当に180度変えるようなも

のでありますので、農業の現場に混乱を生ずることがないようなことも配慮しつ

つ、しかし、各方面の議論を深めて、11月中には取りまとめを行っていきたいと

いうように考えております。 

これは、私も意地をかけと言いますか、私の個人的な意地ではなくて、この政

策を180 度変えるということについては、戦略と戦術というものもありますので、

その辺の猶予と言いますか御配慮もいただなければなりませんが、必ず道筋は付

けたいと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。先ほど申し上げましたように、今日の議論

は、基本的には来年度の予算編成方針に反映させなければいけませんし、中期経

済財政計画に反映させなければいけない大変重要なポイントなんですが、それと

の関連で、特に、民間議員のペーパーの論点は、非常に多様ではあるんですけれ

ども、あえて特に挙げれば、やはり非効率な配分を温存するような仕組みとして

の特定財源、長期計画についての直接的な言及がございました。この点をどう見

るかというのが、大変重要なポイントだと思います。 

それと水準について、ＧＤＰ比でやはりマクロ的なある程度のコントロールが
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必要というような、かなり思い切った御指摘もありました。そうした点を特に中

心にして、どうぞ自由に御議論をいただきたいと思います。 

平沼大臣、どうぞ。 

（平沼議員） 基本的な考え方は、民間の皆様方が出された考え方は良いと思います。

経済の中長期発展に資するものや、国民が真に望む、そういうインフラ、これを

やっていくということは言うまでもなく必要なことだと思います。そういう意味

では、16本の長期計画を抜本的に見直すということは、それは当たり前のことで

あると思います。 

先ほど扇大臣がお触れになりましたけれども、平成18年度に向けて、公共投資

の水準を欧米の水準まで引き下げる提案がなされておりますけれども、投資、消

費などの全体のマクロ動向への影響を無視して、公共投資だけを抜き出して議論

するということは、些か不十分な議論ではないかと思っています。 

例えば、規制緩和等を通じて、どの程度民間の投資や消費が出てくるかという

ことも勘案した上で、どれだけの公共投資の削減が可能なのか、あるいはどのよ

うな公共投資を重点化することによって、どれだけ経済が活性化するかという視

点から検討を加えないと、ただ欧米の水準がこうだから、だからそこにするとい

うのは、私は今、言ったようなことを加味し、又は扇大臣が言われたようなこと

も加味して、公共投資というのは検討すべきではないかと思っております。 

（竹中議員） いつもは発言できないので一言。 

マクロのバランスに関して言うならば、多分ここに書かれた数字というのは、

一見大きいようではあるんですけれども、ＧＤＰ比で見ると多分、財政再建の筋

道から考えると、そんなに決して無理な数字ではないという点もあるのかと思い

ます。 

速水総裁、どうぞ。 

（速水議員） マクロの立場で、私も客観的に見て感じますのは、日本の財政事情が

非常に厳しい中で、しかも公共投資がＧＤＰの5.7％、米、英、仏、独というとこ

ろは、２％前後ですから、金額的にはかなり高い公共投資が使われていると言っ

て良いと思うんです。 

公共投資を削減していくというのは、長期的な観点を持っていることが望まし

いと思います。それから、この４人の民間議員の方が書いておられるように、公

共事業というものの長期計画というか、そういうものが資源配分の硬直性を生ん

でいるんではないか、そういうことを考えますと、もう少し民間の４人の方が提

案しておられるように、柔軟な見直しが必要だというふうに思います。 

私どもの立場からも、公共投資がもう少し民間需要を引き出すような投資をし

て下さると、物価の下落の防止にもなりますし、今、銀行の貸出がなかなか出て

こないんですけれども、公共投資が民間需要を喚起するような内容になってくれ

ば、金融機関の信用仲介機能というものも生きてくるんではないか、私どもが盛

んに今、市場に対して資金を出しているものが、銀行を通じて一般に回っていく

というふうな流れになっていくということを期待しております。 
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財政というのは、やはりそういう機能を持っているもんですから、この際は構

造改革に適うような支出としていただきたいというふうに思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 私どものペーパーについて、大臣方から御議論いただきましたので、

幾つかコメントさせていただきたい。１つは、扇大臣から、公共投資というのは、

民間の投資ではできないものが随分あるんだというお話がありました。それは、

私どももそう思っているわけです。問題は内容がどうかということで、我々のペ

ーパーにも書きましたけれども、公共投資の議論をするときには、必ず何か役に

立っているという議論があります。それは当然なんですが、他と比べてもっと役

に立っているかという、やはり全体で枠があるわけですから、比較する視点とい

うのが必要だということだと思います。 

それと水準の話ですが、先ほど対ＧＤＰ比で、日本は経済発展が先進国に比べ

て後れたんだから、まだストックが足りない。だから、現在、投資を一所懸命や

って貯めているんだというお話だったかと思いますが、若干細かい話になって恐

縮ですが、日本は更新投資、ストックが消えていった減価償却を埋める更新投資

でも倍なわけです。ということは、減価償却率が先進国と日本で余り変わらない

とすれば、対ＧＤＰ比で既にストックとしても十分持っているということになり

ます。はっきり言えば２倍の水準を、塊としても持っているということになるだ

ろうと私は思います。 

それから、平沼大臣から公共投資削減のペースについては、経済とのマクロバ

ランスを考えるべきではないか、というお話がありました。これは、本当におっ

しゃるとおりだと思います。これはおっしゃるとおりなんですが、その際にマク

ロバランスを考えるのは、政府全体の、ハードの公共投資だけではなくて、ソフ

トも考慮に入れた政府の支出全体でマクロバランスを十分に考えなくてはいけな

いということになるだろうと思います。政府の支出の中の特定の項目であるハー

ドの、コンクリートの固まりである公共投資、社会資本整備と呼ばれるところに

ついては、やはり見直す余地があるのではないかというのが我々民間議員の考え

です。 

先ほど扇大臣から、こういう役に立っているケースがあるという個別ケースの

お話がありましたけれども、やはり我々民間議員が議論した場合には、多くの国

民が、いわゆる公共投資の中身については見直す余地があると思っているのでは

ないか、と考えている次第です。 

（片山議員） 民間の４人の議員の御提言の中で、まず公共事業の長期計画ですけれ

ども、今までの長期計画は、それぞれの省がばらばらに考えて、ばらばらに作っ

て、投資量と事業量を決めている。勿論、整備水準などはありますが、基本的に

は、投資量でやっているのです。それで100％行ったとか、90％達成したとか、話

は逆なんで、それは個々の望ましい整備水準があって、効率化目標などは、私は

良いことだと思いますけれども、それへの達成率に切り替えなきゃいけないと思

います。投資額だから、単年度の予算の硬直性につながっているのです。ここで、
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長期計画を抜本的に私は変えなければならないと思います。望ましい整備水準は

良いし、御提案のアウトカム目標だとか効率化目標を含めたものに変えながら、

固定化しないのが良い。毎年度ローリングで変えていく。こういうことが必要な

のではないかと思います。公共投資には何か要りますよ。単年度の予算の勝負で、

道路整備をどうする、港湾をどうするのではなく、やはり、長期的な何かが私は

要ると思いますけれども、今の長期計画は段々マイナスの方が多くなってきてい

ると考えます。これは、是非変えていただきたい。 

もう１つ、公共事業というのは３種類あるのです。釈迦に説法ですが、国がや

る直轄事業、地方が補助をもらってやる補助事業と、起債ですけれども地方が自

分の財源でやる単独事業。 終的には、直轄事業と単独事業だけにすれば良い。

補助事業を止めることが、補助金１つに中央省庁の課が１つあるから、補助金を

止めれば行革になるのです。どうしても国がやるというものは直轄でやる、そう

でないものは地方に任せた方がずっと効率的です。地方は、近くで自分で選ぶこ

とになるから、霞が関で選ぶのが一番非効率で無駄なのです。補助事業は一遍に

止められないなら、総理が言われるように、統合補助金か一括補助金か、裁量の

余地は地方に与えるように大幅にすべきです。そのことが、私は、出す方も受け

る方も、すなわち国と地方の行革につながっていくと思います。 

それから、特定財源というのは、税制と絡むんです。特に、道路特定財源は。

税制の議論を絡めて、私は、是非考えなければいけないと思いますが、今の道路

特定財源は、何度も言いますけれども、国税で３兆6,000億円、地方税で２兆3,000 

億円で、使っているのは、国が１兆8,000億円で地方が４兆1,000億円ですから、

そこのところをどう考えるかということをベースにしながら、道路特定財源は御

議論いただきたいと思います。 

また何かあれば。 

（竹中議員） 扇大臣、財務大臣、農水大臣の順番でお願いします。 

（扇臨時議員） 先ほどの吉川議員のお話で、私は公共事業を見直すということには

賛成なんです。無駄があるということも当然なんです。これは、どの程度資料が

集められるか分かりませんけれども、私は、公共事業という意味は、本体工事よ

りも周辺事業への補償金の方が大きいと言いたくなるくらいのものがあるんです。

例えば、漁業補償費であるとか、土地収用のときの値段であるとか、そういうこ

との本体工事に係る金額と、周辺に係る金額というものは全く外国と比にならな

いんです。 

例えば、本四架橋の例を挙げると悪いかもしれませんけれども、どれだけ補償

費を出したか。ドーバー海峡のトンネルをつくって、あれは一銭も払っていない

んです。上は民間の観光の遊覧船が競争して入っているんです。日本は１つ作る

だけでどれだけ周辺に対して出しているか。だから、本体の事業費よりも、日本

の今のやり方でいったら、公共投資と言いますけれども、本体と周辺に対する補

償費というものが余りにも外国と違う。 

変な話ですけれども、中国が高速道路を作っているのは、どのスピードでつく
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っているかといったら、国有地なんですから、ただなんです。ここというと、ば

っと作れてしまうんです。凄いんです。比にならないんです。データがあります

から、時間が掛かるから言いませんけれども、先ほど奥田議員から、苦しい中か

らでも、空港とか道路とか、駅からの移動時間を30分以内に縮減するという大変

ありがたい御指摘をしていただいいているんで、その点に関して私は申し上げま

せんけれども、お礼を言いながらでも、少なくとも地方空港は別として、国際空

港であっても、今は余りにも着陸料が高過ぎるということも、世間の国際水準に

馴染めないということも言わなきゃいけないし、少なくともこの間も、韓国の仁

川空港に行きましたけれども、これだって着陸料が33万円で日本は90万円台です。

中国の上海も、この間総理もいらしたと思いますけれども、これは54万円です。

これだって半分です。そういうことを考えたら、本当に公共事業がまるまる使え

ているんじゃないという、この姿も日本は考えないと、先行き行き詰まるんじゃ

ないかということも言わしていただきたかったんです。 

（塩川議員） 私、４人の議員から出していただいた案は非常に参考になると思うん

ですが、しかし、このことは、長年言ってきたことなんです。私は、この議論、

今も武部大臣、扇大臣からございましたし、私は一閣僚として言うのは非常にお

こがましいし、申し訳ない、無礼だと思うんですけれども、本質論に入っていな

いと思うんです。もっと本質論に入らなきゃ改革できないと思うんです。 

例えば、農業の方について言いますならば、農地法の改正です。それと農協の

改革です。それともう１つは、専業農家と兼業農家を、はっきりした政策を取っ

て峻別するということをやらないと、何をやっても、今度のセーフガードの３品

目見ても、これは結局、専業農家と兼業農家がごっちゃになっているから、処理

がつきにくいということになってくるんです。そこらを農業政策で整備すべきじ

ゃないか。 

私が、一番がんがん言うて申し訳ないんですけれども、農協のあり方が一番問

題になってきておる。ここらをどうメスを入れるかということです。これはやっ

てもらわなきゃ、幾ら計画でどうしてということを言っていただいても、我々、

これを良くなるとは思わないんです。以前と同じようになると思うんです。 

それから、扇さんの方で、切捨てみたいなことを言うて恐縮ですけれども、財

務大臣として言うているのでない。議員の一人として言うていると思って下さい

よ。扇さんのも、公共事業で議論しておられますけれども、根本を忘れているん

じゃないでしょうか。それは、業者が今は約60万業者です。この約60万の業者が

公共事業に関係しているんです。こんなことはとてもできるものではない。バブ

ルの時代でも約50万だったんです。バブルが崩壊してからばっと増えて、それを

食わしているんです。これが、業者の制限をどうしていくかということ。これは、

ひとつ考えてもらわなければいけないと思う。 

それから、建設業界というか、土木も建築もそうですけれども、コスト意識が

全くないです。コスト意識をちゃんとしてもらわなければ困る。物価上昇の動き

方、それから人件費の取り方。作業に行く人数の区分、何人区という、これは徹
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底的に見直さなければいけない。今、民間ではどれだけやっていますか。とても

じゃないけれども、あめ玉しゃぶって、まだ蜜がかかっているような。これは、

私は、役所で何遍も文句を言うんです。これは、やってもらわなければいけない。 

もう１つ、これは国交省だけに負わすのはいけないんですが、やはり産業構造

の改革の中で建設業のあり方というものを考えていかないと、失業すると建設に

逃げるんです。だったらいっそのこと、公共事業で余りきれいごとを言わないで、

失業対策として建設事業に幾らくれ、公共事業に幾らくれと、その方がはっきり

すると思うんです。昔は、あったんです。 

（片山議員） 昔あった。 

（塩川議員） それをはっきりしたらどうでしょう。私はまことしやかに付けてみた

って何にもならないと思うんです。 

ですから、公共事業の中でも非常に矛盾が起こっているところがあります。例

えば、街路事業などでも、9,000億円からの投資をしておきながら、10年もほった

らかしておって、まだ通じていないのが全部で50何線あるんです。こんなのは一

体どうするのかということなんです。ですから、これは何でそうなのかと言った

ら、１つはコスト意識が全くないということなんです。 

私は、東京都、大阪府、横浜市、そういうところに街路を指定しまして、手紙

で出しました。そうしたら、石原知事は下にものすごく怒って、すぐやれという

ことをやりました。大阪府もやりました。そんなことをほったらかしておって、

予算要求ばかりやっているということなんです。 

えらい切捨てみたいなことを言うて恐縮です。 

（竹中議員） 私、いつもほとんど発言できないものですから、たまたま今日、国土

交通省のホームページを見ていたら、今の発言に絡むんですけれども、まさに費

用便益比という、費用に対する便益の比較というのは、いろいろ出てくる訳です

けれども、60くらいプロジェクトあるんですけれども、便益が費用の1.5倍とかに

なると事業を実施する訳です。ところが、ニュージーランドとかは５くらいでや

っているわけです。ここに載っているのを、４で切ったら公共投資は半分になる

んです。それが、今御指摘のあった無駄とか、無駄とは言いませんが、コスト管

理の甘さとかにつながっていっている。量を変えるんじゃなくて質を変えるんだ、

という民間議員の御主張からいっても、基本的な費用便益の話というものを抜本

的に見直すだけでもかなりのマクロ的な変化というのは生じるのではないかと思

うんです。この点を含めて、後でまた御議論いただきたいと思います。 

本間議員どうぞ。 

（本間議員） まず事実について、国土交通大臣に申し上げたいことがあります。収

用費というのは、トランスファー、移転ですから、ＧＤＰの中には入っておりま

せん。したがって、ＧＤＰに計上されている公共投資というのは実物でどの程度

投資をしているかという意味です。これが第一点です。 

第２点は、私も塩川大臣と基本的にこういう議論をしていると、非常にむなし

い。何十年間同じことをやっているかという気がします。そういう点で言えば、
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まさに土木建築業界と政治と行政の関わり方、これを本質的にどういう具合に見

るかということだろうと思います。政官業という流れの中で、公共投資に対する

不信が国民的な規模で起こっているということ自身が非常に政治の流動性を高め

ているということを考えますと、こういう形式的な議論だけでは、議論は整理で

きない訳であります。とりわけ役所の次元で申し上げますと、政策立案、より効

率的な公共投資を実現するという部分と、現業執行の部分が一体になっていると

いう、利益相反がこの面における基本的な矛盾を生み出しています。総理がおっ

しゃる民営化等の議論は、まさにそこを突いている訳でありまして、この利益相

反関係というものが、枠組みの中で維持されている限りは、効率的な公共投資の

計画などというものは、絵に画いた餅になってしまうわけであります。是非、公

団等の組織改革論議の中でもきちんとした対応をお願いいたしたいと思います。 

もう１つ、長期計画の問題でございます。この点は、武部農相に御説明いただ

きましたけれども、私は幼少期から親が水産高校に勤めておりまして、大学に行

くまでは全部漁港のあるところで過ごしました。したがって、漁港、そして水産

に対する思入れは人一倍高い訳でありますけれども、現在の漁港の整備のあり様

というものが、果たして良いかどうか。『ニューズウィーク』が数年前に指摘し

ておりますけれども、自然港がコンリートで固められて、まさに土木国家の象徴

だという言われ方をしておる訳であります。新しい法律で長期計画の策定が認め

られているという言い方がされておりますけれども、これを認めると、他の長期

計画に遡及し、これが前例になって、すべて見直しが頓挫をするということにな

りかねません。これは大変危惧すべきことであって、集中調整期間においては、

少なくとも根本的に見直していくという流れの中で、全体の位置付けをしていく

ということが必要になってくるのではないかという気がいたします。 

以上、３点申し上げました。 

（牛尾議員） こういう議論がむなしいと言えば、我々はそれを常に思い返しながら

やらないといけないのですが、20年前に土光臨調では、四国と本土との間に３つ

の橋を作ることに対して委員全員が反対しました。結局、政治が３つの橋を架け

たのです。現在、収支が悪化と騒いでいますが、初めから分かっていたのです。

初めから分かっていることをいっぱい議論し、いろんな会議をやって、結局、ず

るずるそれが止められなくて、今は、この解決にもの凄い時間がかかっている。 

日本の政治は、すぱっと問題を決めることが非常に難しくて、できるだけみん

なに納得してもらおうと、結局は３つの橋を作ってしまいます。そういうことは

山ほどあって、例えば、関西空港の時も同様でした。 

（塩川議員） すみません。 

（牛尾議員） 国の費用は取らないから、ＰＦＩみたいに、金利を払うからと言って

います。今でも、まだ２本目を作ることになっていますが、状況は厳しいです。 

（塩川議員） 10年後必要だから。 

（牛尾議員）  必要なものは、損をしない。必要なものは、絶対に利益が出るのです。 

（塩川議員） 損して得取れということもある。 
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（牛尾議員） 総理、民間議員４人の意見でも、取り敢えず、余り傷付かないように

書くと、こうなってしまいます。ずばっと書いたら本当に大変です。 

ここではっきり言いたいのは、資料２の２ページに書いてあるように、取り敢

えずは集中調整期間だから止めるものは止めておくと。しかしながら、中期経済

財政計画では今、片山議員がおっしゃったように、総合的に考えないといけない。

公共投資、医療問題、年金も、全部総合的にまとめて、歳入歳出にまたがって日

本はどうやって生き抜いていくかということを中期計画でやる。このときだけは

本音で議論しないとだめです。そういうことで考えていくまでは、取り敢えずみ

んな止める。補助金も一切、皆止める。これが集中調整期間案といいます。その

間は、マイナス成長でも止むを得ず、その後、行くということになれば進めばい

い。これはむなしいと言えば、むなしいですが、むなしいことしか書けないのが

今の日本の社会なんです。 

しかし、今度の中期計画のときだけは、きちんと本当の話をしないと、また３

つの橋を作るようなことをすれば、本当にこの国は駄目になってしまいます。も

のが決まる「決まり方」を変えることが、実は総理の構造改革の一番大事なこと

だと思います。みんな分かっているのに、突き詰めると、逆の方向で決まってし

まいますが、この意思決定の構図を変えることこそ構造改革の一番の焦点なので

す。誰が責任者か分からない。分からないようにして決められる。後の責任すら

問えない。理由すら分からない。しかし、結果として何も決定ができない。とい

うことになる。これを変えることが 大の構造改革です。財政再建をすることは、

単なる手段であって、構造改革というのはそこなのだから、その実験台が今度の

中期経済財政基本計画です。これだけは、構造改革にふさわしく決める仕組みを

是非考えなければいけない。 

（武部臨時議員） むなしいという話をされますけれども、私も民間議員の先生方の

話を聞くと、ある種むなしさを感じるんですよ。それは民主主義というのは民意

の反映なんです。例えば、漁港漁場整備法を作りました。これは、今までのやり

方が駄目だから作った訳です。そして、これは今お話しのあったような漁港など

というのは、消えてなくなるんです。はっきり言って、インターネットも使えな

いところに人は住みません。そういうことは、みんな分かっているんです。だか

ら、そういう新しい集落の再編、漁村集落の再編、そういった生産現場も生活の

現場も一緒になっていくという新しい方向が出てきているんです。法的にも水産

基本法もできたばかり。それから、森林・林業基本法というのも、今、諸先生が

おっしゃったような背景からできているんです。そして、森と海は命のふるさと、

森づくりをやろうと。今度の雇用対策でも色々やろうとしている訳です。これは

公益的機能といったら、金に換算すると大変なものです。 

それから、経済雇用効果といっても、農林水産関係の公共事業というのは、資

本金１億円未満の企業というのは74％です。それは一遍にいかないと思うんです。

やはり、糖尿病と肝臓病を一遍に治すわけにいかない。そういう方向にみんな分

かってきているんです。分かっているときに、どういうインセンティブを与えて、
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結果として、いついつまでにこれをやるか。私は１年くらい遅れたって、３年で

できればいいんじゃないかと思うんです。３年じゃだめだ、今すぐやれ、来年や

れ、と言ったときに、みんな気持ちがそっちへ向いているんです。政治家だって

向いています。農林部会だって 大の抵抗勢力で、私などは普通だったら、昔だ

ったら農業団体がむしろ旗を立てて、ぐるぐる取り巻きますよ。そういうことが

なくなって、議論ができるようになった訳ですから、民主主義というのは時間も

かかるし、金もかかるかもしれませんし、やはりステップ・バイ・ステップとい

う面もあるんです。 

ですから、我々は方向付けだけはきちっとやりますから、漁港漁場整備法など

というのは、共産党まで入って全会一致で作っていた議員立法ですから、しかも、

中身はきちっと出してやる訳ですから、むなしいという議論をされますと、我々

も分かって、自覚症状をもって、だから小泉内閣というのは人気があるわけです。 

私は、農地法も改正する、民間企業も農業に参入させると、今まで言ったら大

変だったことが、この間、申入書というのを私がヨーロッパに行っているときに

全中の人たちが持ってきました。いないときにしか持って来られなくなったとい

うことですよ。面と向かって私のところに持って来なくなったということです。

私は闘っているわけですから、その闘う意欲というものも、殺がないような手法

も必要じゃないかなと。おっしゃることは分かるんですから。 

（牛尾議員） おっしゃる意味は非常に良く分かる。ただ、どう判断するかは、総理

がされることでしょう。 

（小泉議長） そういうむなしさを感じてはいけないんだよ。むなしく感じたときに

は政治家を辞めるときだよ。 

（武部臨時議員） ですから、それにもかかわらず、ということで言っているわけで

す。 

（片山議員） 土地収用法というのが良くないですね。公共事業の非効率の１つです。 

（扇臨時議員） 直しましたよ。 

（片山議員） もしやるなら大幅に直さなきゃだめですよ。一定の公的な取得額を決

めたら、それで簡便に取得ができて、後は訴訟で争うような方法にしないと、補

償にカネも手間もかかって仕方がない。特に都市部は。 

もう１つは、今、電子入札や電子調達が始まり出して、これは一般競争入札で

やれば、私は淘汰されてくると思います。今の60万か何かの業者も。談合が無く

なりますから。そういうことも、考えないといけないと思います。 

（扇臨時議員） 今の片山先生のお話と前後するんで、ちょっとややこしくなるから

止めますけれども、片山先生がおっしゃったことはすべて解決していますし。 

（片山議員） いや。 

（扇臨時議員） それは、私が命を賭けて法案を通したんですから、33年ぶりに改正

したんですから。 

（片山議員） 改正したけれども、抜本的に仕組みを変えないと。 

（扇臨時議員） 次の大臣に命を賭けてやってもらいましょう。 
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それよりも私は、牛尾さんがおしゃっていることに関して、私は本当にそのと

おりで、一番困るのは、小泉総理のように自分でばんと改革するぞ、と宣言でき

る人が少ないということです。私も１年生のときに、「四国の３本の橋は２本で

良い。１本分で四国高速道路を作れ」と言ったら、呼び出された。誰に呼び出さ

れたかは、名前は言いませんけれども、そのくらい「お前は１年生で余計なこと

を言うな」と言われた。けれども、私はすべからく、このグランド・デザインを

示していないということから来ていることなんです。ですから、高速道路の9,342 

キロを見ていただいても分かりますように、高速道路が繋がらないでぽつんとで

きているところがあるんです。これは、すべて政治家が悪いんです。47都道府県

全部、１県１空港と言ったのも政治家です。ですから、我々は21世紀ですから、

政治家が今まで言って、政治家がしてきたことを変える勇気のある政治家になら

なきゃいけないというのが、小泉さんが言っている構造改革なんです。 

ですから、政治家の頭の中の構造改革と、英断を持って切り替えるという勇気

を持った政治家にしなければいけないというのが、私は原点なんです。 

（片山議員） 選ぶ国民がある。 

（扇臨時議員） ですから、私は選ぶ国民というよりも、やはりそれを言うと票が増

えるという思い込みと、そして、この間もテレビに出てアクアラインの話をしま

した。渡った先に何にも無いのに、人が行く訳ないんです。ですから、アクアラ

インを渡って成田まであれが繋がっていれば、横浜、横須賀の人は渡るんです。

それがグランド・デザインが無いから１兆円の無駄になる。私は、そういう意味

で公共事業が無駄があるというのは痛いほど分かっていますし、塩川大臣がおっ

しゃったように、65万社というのは、今は58万に減っています。少なくとも、今、

10％公共投資が減ったから、みんな倒産しかけて、ただ、一番大事にしなければ

いけないのは、業者が合併したり潰れることはそうでもないかもしれないけれど

も、それよりも、外国が世界一の技術だと思った、あるいは橋を作るとか、掘削

技術とか、そういうものを民間が潰れることによって、それまで潰れてしまうと

いうことを如何に、私は、大事にしたいかということに今、頭が行っていまして、

潰れるものは自然淘汰して、民間は国に助けてもらえないんですから、公共工事

が10％減ったら、58万業者、少なくとも60万人失業者が出ると言われているのは

当たり前の話なんです。 

それよりも、私は、それによって技術というものを如何に日本はどうするかと

いう基本的なことを助けてあげなきゃいけないなと思っていることだけは申し上

げておきたいと思いますし、私は、政治家が頭を切り替えなきゃいけないという

ことに、勇気を持って、私たちは発言していくのが今の小泉内閣の閣僚だと思っ

ています。 

（塩川議員） 扇さん、一番勇気ありますよ。本当にそう思います。だけれども、根

本にメスを入れなきゃだめだということはあります。 

（竹中議員） 今日は、ここで何かを決めるという会合ではないんですが、繰り返し

言いましたように、先ほど牛尾議員が言われたように、中期計画の中に成果を反
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映していかないといけない。 

民間議員の方よろしいですか。幾つかの論点で、特に確認しておきたいことと

いうのはありますでしょうか。 

（奥田議員） 例えば、農協の廃止の件ですけれども、これは、私どもも当然頭の中

にあった訳ですけれども、これは私どもが勇気がないのかどうかですね。これに

書けなかったというだけのことであって、そういうことをもっとどんどん書いて、

もうちょっとこういうペーパーを政治的な方向に向けろという話であれば、この

レポートは、そういう言いたいことは山ほどあります。 

（扇臨時議員） それだったら、首都機能移転だなんて、10年前に14兆円だと、公共

事業の 大の無駄使いは、それはやはり書いていただきたいと思います。 

（本間議員） この数字、ここでは一般政府レベルで議論しているんですけれども、

我が国の場合には、公的金融もございまして、公共部門全体はもっと数字が高い

わけです。長期計画の関係で9,342キロと組織形態の見直し論議というのは、分離

論等色々出てきている訳ですが、今の段階で、そのような形での妥協という議論

は、余り望ましい方向ではありません。事業量の問題は、コストの問題も含めて

きちんと精査をしていくという計画の見直しを同時にやりながら、組織形態の問

題は、今後の事業コスト、政策コスト等の関係の中できちんと見直していくとい

うことを是非お願いをしたいということであります。先ほどの御議論が、分離論

ではないということを確認させていただきたいと思います。 

（竹中議員） この点はよろしいでしょうか。 

（小泉議長） ちょっと聞きたいことがあるんだけれども、プラス・マイナス成長だ

けれども、みんな毎年プラス成長にということで公共事業をやってきたわけでし

ょう。見通し狂っているんじゃないですか。それが正しかったら、今、マイナス

成長になっていませんね。何でなんですか。そこを聞きたいですね。 

（吉川議員） それは経済にはアップ・ダウンがあるわけですから、政府の支出だけ

でアップ・ダウンが決まっているわけではない。言ってみれば、自然のアップ・

ダウンがあるわけです。そういう中で、日本について言えば外国の関係もあるで

しょう。そういう中でとにかくマイナスになっているわけです。 

ですから、今年度のマイナスについて言えば、変な言い方ですけれども、現時

点では小泉内閣の責任というのは何もないでしょう。また、今年１年だけのマイ

ナス成長であれば、例えば、マイナス１％であっても、そのことですぐにじたば

たすることはないだろうと思います。問題は、これが更に悪くなって、今年が仮

にマイナス１で、14年度が、仮にマイナス２％とかいう形になってくると、我々

は色んな問題を抱えているわけですから、悪循環に陥って、構造改革も頓挫して

しまうかもしれない。これだけは避けたいということで、今年はマイナス１％、

これは甘受した上で、来年に向けてそれがプラス成長の方に戻っていくように、

しかも、それが単に場当たり的ではなくて、将来の日本、総理が考えられている

ような遠い将来を見据えたものとコンシステントな形で戻っていってもらいたい

ということだと思いますが、それを我々は考えている。 
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（塩川議員） その問題について、私はマイナス１％になったとしても、物価が対前

年度1.1下がっているんです。物価が下がるのを比べてみたら、実質成長率は変わ

らぬじゃないかという説明はできないですか。今日は、鈴木淑夫さんと委員会で

論争をやったんですが、それはできないですか。 

（竹中議員） 実質がマイナスなんです。 

（牛尾議員） 名目はもっとマイナスになってしまいます。 

（塩川議員） 物価の下がりとこれとの関係でできないですか。 

（牛尾議員） それもありますけれども、経済に関しては、色んな考え方があるから

市場経済は、決定的な議論はないが、皆それぞれの考えで、多様なものの中から

経済は活力を生み、だから、日本の場合、人件費と設備が30％過剰です。だから、

円安にすれば、ドル建ての人件費は下がり、物価が下がっていますから実質生活

は非常に良い生活をしている訳です。内閣府が発表するような数字よりも、割引

単価が日常化していますから、その点において、消費にとっては、こんな過ごし

易い時代はない訳です。 

（小泉議長） 私は昭和47年当選だから、まさに物価が下がる時代が来るとは思って

いなかった。土地が下がれば良いな、物価が下がれば良いな。物価が下がり出し

た、早く上げなきゃならない。日本国民というのはいつでも大変。円高大変、円

安大変、物価が上がると大変、物価が下がると大変、いつでも大変と言っている。 

（牛尾議員） 物価が下がっている半分は流通革命であり、流通革命で成功している

だけの話です。 

（塩川議員） 大変と言っていないと、政治の使命がないように思うから。本当は、

実質はそんなものでもないんです。これから低成長なりで落ち着いているんです。

（吉川議員） それが１年だけなら仕方がない。これが坂を転がっていけば色んな問

題が出てくる。 

（平沼議員） 27カ月も物価下落が続いている。 

（扇臨時議員） 私はせっかくこうして経済財政諮問会議で貴重なお時間を、民間の

皆さん方に協力いただいて、私たちが言えないことを、ずばっと民間の感覚で言

っていただけるという、大変そういう希望を持っているものですから、私は国会

議員だとか何かを遠慮しないで、皆さん方が、世間の人が思っていることをずば

っと書いていただいて、官僚の作文みたいなものは、私は欲しくないと思ってい

ますので、せっかく経済財政諮問会議の皆さんを煩わした甲斐があったという、

とにかくみんながぎょっと言うくらいな、痛い提言でも結構ですから、大手術す

るものにしていただきたいことをお願いしておきます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 後に総理が提起された問題というのは、

実は中期計画のときにどうしても話し合わなければいけない結構重要な問題で、

実は今、かなり意見が分かれております。正確に理解すれば、そのことを含めて、

是非集中的に御議論させていただきたいと思います。 

それでは、時間でありますので、諮問会議、今日は閉じさせていただきます。 

いつものように内容につきましては、私の方から発表させていただきます。 
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ありがとうございました。 

（以 上） 
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