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第 24 回経済財政諮問会議議事要旨 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2001 年 10 月 26 日(金) 17:55～19:13   
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 
臨時議員  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） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から、本日の議事及び臨時議員の紹介が行われた後、第 23
回諮問会議議事録が諮られた。 
（竹中議員） なお、規制改革など特定のテーマについては、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。本日で結論が出ないものについても、引き続
き議論をしていく。 

 
○改革先行プログラムについて 
（竹中議員）  資料１の「改革先行プログラム」は、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、先ほど経済対策閣僚会議で決定されたもの。 
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（平沼議員）  本「改革先行プログラム」を、補正予算を含め、迅速に実行することが必
要。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あるので、そうした状況に対応し得る、機動的な経済運営
を行わねばならない。 

（竹中議員） この点は、総理からも引き続き十分検討するよう御指示があった。 
 
○社会資本整備のあり方について 
（竹中議員） 「社会資本整備のあり方」は、これからの諮問会議で、14 年度の予算編

成の基本方針や中期経済財政計画に関する議論に反映させるものであり、集中的に議
論していただきたい。 

    資料２について、奥田議員、吉川議員より御説明をお願いする。 
（奥田議員） 高度成長期以来の社会資本整備が、国民生活や経済発展を支える重要な基

盤となったのは事実である。 
    しかし、公共投資は、資源配分の硬直性や、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ており、その仕組みや制度の見直しは、現内閣が掲げ
る構造改革の重要な課題の一つである。 

    資料２は、いわゆる「骨太の方針」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、現時点で考えられる具体的な方向性について、民間４議員を中心に取
りまとめたものである。なお、社会資本整備に関しては、既に特殊法人改革や平成
14 年度の予算査定プロセスにおいて、別途検討されていると聞いており、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。 

    資料のポイントは、大きく３つ。第一に、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。第二に、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。第三に、経済や財政と整合の取れた公共投資の水準。私から
始めの２点を御説明し、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。 

    社会資本整備は、数年を要する上に、非常に莫大な投資がなされるため、現在の長
期計画は有用である。長期計画は、資料２の最後のページのとおり 16 本ある。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面も否定できない。そこで、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ことが重要である。 

    本来、社会資本整備の目標は、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。こうした視点から、現在
の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、構造改革も併せて行う必要がある。 

    さらに、アウトカム目標のみでは漠然とした計画で非効率投資になる恐れがあるの
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したり、「都心から多摩地区までの移
動時間を 30 分短縮するため、圏央道を何年までにどこからどこまで何キロメートル
整備する」など、具体的イメージが湧く内容として、国民に具体的で分かり易い計画
にすべきである。 

    公共投資は、経済活動や国民生活に必要不可欠で、投資効果が明確でなければなら
ない。例えば、欧米主要都市に比べ、後れている首都圏環状道路を整備すれば交通渋
滞は緩和され、移動時間短縮に伴う効率的な経済活動の実現など、経済への波及効果
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は非常に大きい。 
    今後の社会資本整備は、都市再生など「骨太の方針」の重点分野にシフトするとと

もに、それぞれの社会資本の整備水準、整備の緊急性、利用者等の範囲の大きさ、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に限定して重点的に整備
していくことが重要である。 

    なお、一昨日の新聞報道では、最近、米国のある大学で、日本の社会資本は米国に
比べ、過去 20 年間にわたり、必ずしも生産性の高い分野での投資整備が行われなか
ったとの研究レポートが出ており、我々もこうした観点から研究を徹底的に行い、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ことが必要
である。これからは、資料２で提案した内容も含め、社会資本整備に、公共事業改革
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、総理のリーダーシップ
を発揮していただきたい。 

（吉川議員）  補足したい。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役割を担うものと考える。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、民間の潜在的需要を喚起し、持続的
成長を生み出すような公的支出を行うことは、公共投資、社会資本整備の中身を見直
すことにほかならない。資料２は、こうした問題意識で、幾つかの具体的提案をして
いる。 

    時代とともに社会的なニーズは変わってくる。社会資本、公共投資の配分も、時代
の変化に対応して変わらねばならない。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点目である。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、あり方を見
直す。長期計画についても、計画そのものを見直す。具体的には、基本方針の集中調
整期間、今後２～３年の間は、計画策定そのものも見直してはどうかということ。そ
うした考え方に基づき、今年度議論されている漁港漁場整備長期計画についても、策
定時期を延期すべき、と我々は考える。 

    第２点目は、メリハリの効いた資源配分。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。重点分野は、既に「骨太の方針」で示されている。
一方、ダム、地方空港など、今後見直しを行うべきものについても、資料２の３ペー
ジに列挙した。高速道路などについては、特殊法人改革と並行して厳しく見直してい
ただきたい。また、農林水産省関係では、特にハードからソフトへの転換ということ
を提起している。 
本日は武部大臣が御出席であり、関連してコメ政策について御質問したい。大臣は

８月の諮問会議で、意欲と能力のある経営体へ施策を集中する方針を明確にされた。
コメ政策の抜本的見直しを行うと発言されたが、改革の現状と見通しについて、御説
明いただきたい。 

    最後に、我々の用意した資料２では、公共投資の水準についても見直しが必要とし
ている。日本は、欧米よりも後れて経済発展したとか、国ごとに個別事情があるなど
様々な議論があるが、日本の社会資本は対ＧＤＰ比で諸先進国の２倍以上の水準にな
っており、やはり見直す必要がある。 

    資料２の内容は、概ね以上であるが、このペーパーが「削る」とか、「削減する」
とだけ述べている印象があるかもしれない。しかし、本来、公共的支出は、民間の潜
在的需要を喚起するとか、新しい社会的ニーズに応えるとか、新しいテクノロジーを
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考えている。したがっ
て、内容の見直しが非常に大切であり、それは将来に向けての明るい話だと我々民間
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議員は考えている。それを具体的に実現するのは、政策を立案する各省庁の仕事であ
ると考える。 

（竹中議員）  武部大臣から御発言をお願いしたい。 
（武部臨時議員）  農林水産公共事業のあり方については、８月 30 日にこの会議に出席

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いた。 

    農林水産公共事業は、この２つの目標を達成するための重要な手段である。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。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ことが不可欠である。水田の汎用化、畑地かんがい等が
それである。 

    また、都市と農山漁村の共生・対流の実現に向けて、「人・もの・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。
私は、農林水産公共事業を「環境創造型事業」に転換することを明らかにしている。
したがって、農林水産公共事業を抑制する考え方には同意できない。 
14 年度予算でも、「骨太の方針」の重点分野とされている、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配
分がなされる必要がある。特に、我が国の場合は地形が急峻であり、治山治水事業等
も、これは国土交通大臣の分野かもしれないが、避けられない事業であるし、水田の
多面的機能を考えても、重要性は御認識いただけるだろう。 

    ハードからソフトへの転換については、14 年度概算要求で、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。これは、
関係者間での厳しい議論を経て、大変な苦境に立たされながら実現したが、今後の予
算編成過程で事業に必要な予算を確保することが、定着させる上で不可欠である。 

    長期計画については、「骨太の方針」の基本的方向を受けて、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。 

    漁港漁場整備長期計画は、先般成立した改正漁港法に基づいて、漁港漁場整備の長
期計画を間断しないものとするべく、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。漁港だけの整備、沿岸漁場整備と、ばらばらになっているものを、
漁港・漁場と漁村を一体的に整備する意味で、事業量ではなく、アウトカム目標を設
定して、これだけ整備したならば、どんな効果があるかを明示するように形を変え、
この経済財政諮問会議で定義された形で進めていきたい。 
土地改良長期計画も、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あ

る。食料・農業・農村基本計画、改正土地改良法等を踏まえ、新たな展開方向を明確
化するため、現行計画を打ち切る考え。 
これらの取組みでは、経済財政諮問会議の議論等を踏まえた、新しい視点が必要と

考えている。事業に関しては、それぞれの長期計画に掲げる政策目標達成のために必
要な手段を、計画上どのように位置付け、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、今後検討を深めたい。 

（竹中議員）  扇大臣、お願いします。 
（扇臨時議員）  資料４－２は役所が作った文章なので、後でお読みいただきたい。 

資料４－１「社会資本整備のあり方について」では、公共投資の水準が一番の根本
である。公共投資は、民間の潜在的能力を促すためにするというのはもっともだが、
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私は、民間にできないところを、国民の税金で補い、公共でやるのが基本だと思う。
総理が仰る「民間でできるものは民間で」というのは当然であり、その基本は公共投
資ではないだろう。民間では赤字でできないからこそ公共事業が必要になってくる。
社会資本整備は、民間の潜在能力を出すためだけではなく、基本的考え方が逆だと指
摘したい。公共投資を行ううちに、それに刺激されて民間の潜在力が上がり、黒字に
なるなら、民間に渡せばいい。民間でできないものが社会資本整備の原点との発想を
私はしている。 

    資料２の４ページの「公共投資の水準を具体的に示す必要がある」という部分で、
外国とのＧＤＰ比の比較があった。しかし、元々100 年後れており、ＧＤＰ比で対比
するのはおかしい。外国との単純なＧＤＰ比の比較でもう十分というなら、例えば、
高度成長など景気が良い時や、逆に景気が悪い時にはどうなるのか。つまり、景気後
退時には公共投資の削減幅を大きくし、景気好調時には増幅させて良いということに
なる。ＧＤＰ比で公共事業を上下すること自体、日本は既に基本が違う。 

    欧米に比べてＧＤＰ比で過大との話については、４ページに、日本、イギリス、ア
メリカ、ドイツ、フランスの数字が挙げられている。社会資本整備は、元々、ＧＤＰ
比でいくと、完全に日本は途上国並みになってしまう。今の日本で国民の生活水準を、
社会資本整備でどこまで持っていくのかを皆さんで明示できるなら良いが、単なるＧ
ＤＰ比で、先進国並みとか、日本は多過ぎるとかではなくて、私は、日本は社会資本
整備後進国だと思う。４ページのＧＤＰ比で、欧米先進国と日本とを比べ、社会資本
整備が高い、低いという論議は御勘弁いただきたい。 

    ３ページの治水に関しては、少なくとも日本の場合は、資料４－１の７ページの図
のとおり、日本列島は欧米先進国に比べて大変災害が多い。地震も水害もあるし、ま
だ治水が行き届いていないから、昨年の名古屋の水害のように、あっという間に都市
型の浸水をしてしまう。何をもって整備テンポを遅らせるのか理由を言っていただか
なければ、国土交通省としては国民生活の安全・安心を確保することには至らない。
何のテンポを遅らすのか、というのが問題である。 

    ３ページの高規格幹線道路の話は、もう対応している。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する。9,342 キロ
メートル にしても、これから長期計画を検討していく。凍結とは言わないが、見直
しをすると申し上げている。 

    ３ページの一番下のＰＦＩに関しては、文部科学省庁舎を初めてＰＦＩで来年度事
業者の募集をする。今後、議員立法でＰＦＩ法が改正される。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られなければ、私はできないと思っていたが、
ＰＦＩ法が改正される。また、地方公共団体でも同様に選定事業者に使用させ得るよ
うになり、ＰＦＩが民間でもっとできるようになる。さらに、ＰＦＩ法で、衆議院議
長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長を明示することで、今まで対象外だ
った公共施設が対象に加えられる。ＰＦＩ法改正によって、大きく変わってくるし、
前倒しできる、ということを御報告申し上げたい。 

（武部臨時議員）  吉川先生から御質問のコメ政策については、悪戦苦闘しているが、断
じてやらねばならない。中身については、生産調整手法を、面積から数量による配分
に改めることが第１点。しかし、30 年間続けてきた方式を抜本的に改めるものなの
で、地方公共団体の担当や農業団体などの十分な理解が不可欠であり、現場で受け入
れ易い手法を研究する必要がある。団体などは 15 年度以降と言っている。しかし、
妥協しては進まないので私の手元できちっと形を作りたい。現場からは拒否反応があ
り、種もみの準備などもあり、14 年度実施は難しい点もある。もう１つは、米価下
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落の影響を緩和する稲作経営安定対策について、副業的農家は排除するとは言ってい
ないんだが、違う形でやった方が良いのではないか。一番困っているのは主業農家で、
この５年間で年間 2,000 億円の米の収入減で、その中でも主業農家が 392 万円から
302 万円に。副業農家は、サラリーマンで、給料、退職金、年金ももらえる。これに
手を付けると、集落が成り立たないとか抵抗がある。農政の根幹に関わる問題で議論
が必要だが、新たな経営安定政策を検討している。専業農家、主業農家、意欲のある
農家、あるいは法人化を進めるために道筋を付けたい。 

    米流通に関わる規制緩和の問題と備蓄運営。備蓄は、100 万トン程度にすれば財政
負担は減る。これは理解が得られてきているのではないか。農業の現場に混乱が生じ
ないよう配慮しつつ、各方面と議論を深め、11 月中には取りまとめを行っていきた
い。 

    これまでの政策を 180 度変えるため、戦略と戦術もあり、配慮もいただきたいが、
必ず道筋は付けたい。 

（竹中議員） 今日の議論は、基本的には来年度の予算編成方針、中期経済財政計画に反
映させる。民間議員資料は、多様な論点を含むが、特に、非効率な配分を温存する仕
組みとしての特定財源、長期計画についてどう見るかが、大変重要なポイントである。
また、水準について、ＧＤＰ比でマクロ的なコントロールが必要という大胆な指摘も
ある。そうした点を中心に自由に御議論をいただきたい。 

（平沼議員） 基本的な考え方は、民間議員の考え方で良い。経済の中長期発展に資する
ものや、国民が真に望むインフラ整備は必要である。16 本の長期計画を抜本的に見
直すのは、当たり前である。平成 18 年度に向け、公共投資の水準を欧米水準まで引
き下げる提案だが、投資、消費など全体のマクロ動向への影響を無視して、公共投資
だけを抜き出した議論では、不十分ではないか。規制緩和等を通じて、民間の投資や
消費が出てくるかも勘案し、公共投資の削減がどれだけ可能か、どのような公共投資
を重点化すれば、どれだけ経済が活性化するかという視点から検討すべきではないか。 

（竹中議員） マクロのバランスに関して、数字は、一見大きいようだが、これは、決し
て無理な数字ではない。 

（速水議員） 日本の財政事情が非常に厳しい中で、公共投資がＧＤＰ比 5.7 ％という
のは、かなり高い。その削減には長期的な観点を持つことが望ましいと思う。民間議
員の指摘のように、公共事業の長期計画が資源配分の硬直性を生んでいないか、柔軟
な見直しが必要である。公共投資が民間需要を引き出すようなものとなれば、物価下
落の防止にもなり、金融機関の信用仲介機能も生きてくる。日銀が市場に出した資金
が、銀行を通じて一般に回っていく流れを期待する。財政にはこうした機能もあり、
構造改革に適うような支出としていただきたい。 

（吉川議員） 扇大臣の「公共投資には、民間ではできないものが随分ある」という指摘
については、そのとおりだと思うが、問題は内容である。公共投資が何かの役に立つ
のは当然だが、他と比べてもっと役に立っているか比較の視点が必要である。 
水準の話で、日本は経済発展が先進国に比べて遅れ、ストックが足りず、一所懸命

投資している、との議論があった。しかし、日本では更新投資でみても他の先進諸国
と比べ２倍もある。減価償却率に差がないなら、対ＧＤＰ比で既に２倍のストックを
持っていることになる。 
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

べきとの指摘は、そのとおりだ。しかし、その際に、ハードの公共投資だけではなく、
ソフトも考えた政府の支出全体でマクロバランスを考えるべきである。多くの国民が、
公共投資の中身には見直す余地があると思っているのではないか。 
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（片山議員） 今までの公共事業の長期計画は、各省がばらばらに、投資量と事業量で作
っている。基本的には投資量で 100 ％とか、90％達成とか言っている。話は逆で、
望ましい整備水準にどう近付いたかに切り替えるべき。効率化目標を掲げるのは良い。
投資額なので、単年度の予算の硬直性につながる。長期計画を抜本的に変えねばなら
ない。望ましい整備水準、アウトカム目標、効率化目標を含めたものに変えつつ、毎
年度ローリングで計画充実を図るべき。公共投資は単年度の予算の勝負ではなく、長
期的なものは要るが、今のような長期計画は是非変えていく必要がある。 

    公共事業は、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、地方が自
分の財源でやる単独事業の３種類だが、直轄事業と単独事業だけにすればいい。補助
事業を止めれば、補助金ごとに国の課があるから行革になる。霞ヶ関で選ぶのが一番
非効率で無駄である。補助事業は一度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、地方に裁量の余地を与えるべきである。それが国と地方
の行革にもつながる。特定財源、特に道路特定財源は、税制の議論と絡めて考えるべ
き。今は国税が３兆6,000 億円で、地方税が２兆 3,000 億円だが、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。これをベースに議論して欲しい。 

（扇臨時議員） 公共事業見直しには賛成で、無駄があるという指摘も当然です。しかし、
日本では、本体工事よりも周辺事業、例えば、漁業補償費、土地収用費の方が大きい
ものもあり、外国とは比較にならない。 

    本四架橋も、相当な補償費を出している。ドーバー海峡（トンネル）では一銭も払
っていない。日本の今のやり方では、公共投資でも、本体と周辺への補償費が余りに
も外国と違う。中国の高速道路は、国有地なので早く作れる。国際空港でも、着陸料
は、韓国仁川が 33 万円、上海が 54 万円、日本は 90 万円台と高過ぎて、国際水準に
は、馴染めない。公共事業がまるまる使えない姿も日本では考えないと、行き詰まる。 

（塩川議員） 民間議員の案は参考になるが、長年言ってきたことだ。両大臣からの議論
も含め、本質論に入っていない。もっと本質論に入らないと改革できない。 
農業では、農地法改正と農協改革だ。専業農家と兼業農家を峻別する必要がある。

セーフガードの３品目を見ても、専業農家と兼業農家が一緒であり、処理しにくい。
そこを農業政策で整備すべきである。農協のあり方にもメスを入れないと、計画で言
っても良くなるとは思えない。以前と同じようになる。 
公共事業の根本論として、約 60 万もの業者が公共事業に関わっている。これはと

てもできない。バブルの時代でも約 50 万。バブル崩壊後に増えている。業者の制限
をどうするのか。建設業界にはコスト意識が全くない。物価上昇、人件費、作業の人
数区分など徹底的な見直しが必要だ。民間では厳しく対応しており、飴玉に蜜がかか
っているようなことではいけない。もう一つは、産業構造改革の中で建設業のあり方
を考えるべき。失業すると建設業に逃げるのであり、むしろ失業対策とした方がはっ
きりする。街路事業でも 9,000 億円も投資して、10 年放ったらかしで 50 何線が通じ
ていない。東京、大阪、横浜で指摘した。こうしたことを放置して、予算要求ばかり
している。 

（竹中議員） 国土交通省のホームページを見ていたら、費用に対する便益の比較がいろ
いろ出ていた。60 くらいプロジェクトがあるが、便益が費用の 1.5 倍とかになると
事業を実施することになっている。ところが、ニュージーランドでは、５くらい。例
えば、４で切ったら公共投資は半分になる。それが、御指摘のようなコスト管理の甘
さとかにつながっている。「量ではなくて質を変える」という民間議員の趣旨からい
っても、基本的な費用便益比を抜本的に見直すだけでもかなりのマクロ的な変化が生
じると思う。 
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（本間議員）  事実として、国交大臣に申し上げたい。収用費は、移転であり、ＧＤＰに
は入らない。ＧＤＰに計上される公共投資は、収用費を除いて、どの程度実物投資を
しているかである。これが第１点。 

    第２点は、私も、塩川大臣とこうした議論をしていると、非常にむなしい。何十年
間同じことをやっているか。その点で言えば、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見るかということだろう。政官業という流れの中で、公
共投資への不信が国民的規模で起こっていることが、政治の流動性を高めていること
を考えると、形式的な議論では整理できない。役所の次元でいうと、政策立案、より
効率的な公共投資を実現する部分と、現業執行の部分が一体になっているという利益
相反が基本的な矛盾を生み出している。総理の民営化等の議論はそこを突いている。
この利益相反関係が維持される限り、効率的な公共投資の計画は、絵に描いた餅にな
る。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したい。 

    第３点は、長期計画の問題。例えば、現在の漁港整備のあり様が、果たして良いか
どうか。数年前に「ニューズウィーク」が指摘したが、自然港がコンクリートで固め
られ、土木国家の象徴だと言われている。新しい法律で長期計画の策定が認められて
いるというが、これを認めると、他の長期計画に遡及し、前例になって、すべての見
直しが頓挫することを大変危惧している。集中調整期間では、少なくとも根本的に見
直すという流れの中で、全体の位置付けをすることが必要だろう。 

（牛尾議員）  こうした議論がむなしいと言えば、我々は常に思い返さないといけない。
20年前の土光臨調では、四国と本土の間に３つの橋を作るのに委員全員が反対した。
しかし、結局、政治が３つの橋を架けた。現在、収支の悪化と騒いでいるが、そんな
ことは初めから分かっていた。初めから分かっていることを議論し、色んな会議をや
って、結局ずるずる止められなくて、今は、この解決に物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、３つの橋を作ってしまう。関西空港の時もそうだった。
今でも２本目を作ることになっているが、状況は厳しい。 

（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。 
（塩川議員）  損して得取れということもある。 
（牛尾議員）  総理、民間議員４人の意見でも、余り傷付かないように書くとこうなる。

ずばっと書いたら大変なことになる。 
    資料２の２ページのように、取り敢えず集中調整期間は止めるものは止めておく。

しかし、中期経済財政計画では、片山議員が言われたように、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。このときは本音で議論
しないと駄目です。それを考えるまでは、取り敢えずみんな止める。その間はマイナ
ス成長でも止むを得ない。その後、行くということになれば進めばいい。むなしいと
言えばむなしいが、むなしいことしか書けないのが今の日本社会なんです。 

    今度の中期計画では、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う。ものごとが決まる「決まり方」を
変えることが、総理の構造改革で一番大事なことだ。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う。意思決定の構図を変えることこそ、構造改革
の一番の焦点だ。誰が責任者か分からない。分からないように決められる。後の責任
すら問えない。理由すら分からない。しかし、結果として優れた決定ができない。こ
れを変えることが最大の構造改革だ。今度の中期経済財政計画では、構造改革にふさ



 

 9

わしく決める意志決定の仕組みを是非考えなければいけない。 
（武部臨時議員） むなしいという話だが、民主主義というのは民意の反映だ。例えば、

漁港漁場整備法を作ったが、今までのやり方が駄目だから作った。インターネットも
使えないところに人は住みません。だから、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。法的にも水産基本法もできたばかり。森林・林業基本法も、諸先生が言われたよ
うな背景からできている。そして、森と海は命のふるさと、森づくりをやろうと。こ
れを公益的機能として金に換算すると大変なものです。 

    また、経済雇用効果といっても、農林水産関係の公共事業では、資本金１億円未満
の企業が 74％で、一遍にはいかない。そういう方向にみんな分かってきている。そ
のためにインセンティブを与えて、いつまでにこれをやるか。１年くらい後れたって、
３年でできれば良いと思う。民主主義は、時間も金もかかるかもしれないが、やはり
ステップ・バイ・ステップという面もある。 

    だから、我々は方向付けだけはきちっとやる。漁港漁場整備法は、全会一致で作っ
た議員立法である。中身についてもきちっと出している。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だった。私は闘ってい
るわけで、闘う意欲を殺がない手法も必要ではないか。 

（牛尾議員）  仰る意味は非常に良く分かる。 
（小泉議長） そういうむなしさを感じてはいけない。むなしく感じたときには政治家を

辞めるときだ。 
（片山議員）  公共事業が非効率であるのは、土地収用法が一因だ。 
（扇臨時議員） これは直した。 
（片山議員）  大幅に直さなきゃ駄目だ。公的な取得額を決めたら、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。 
    もう１つは、電子入札や電子調達。それで一般競争入札をやれば淘汰されてくるだ

ろう。談合が無くなる。 
（扇臨時議員） 全て解決している。 
（片山議員）  いや。 
（扇臨時議員） 命を賭けて、33 年振りの改正法案を通した。 
（片山議員）  改正はしたが、抜本的に仕組みを変えないと。 
（扇臨時議員）  牛尾議員の指摘はそのとおり。小泉総理のように、改革を宣言できる人

が少ない。１年生議員のころに、「本四架橋は２本にして、四国高速道路を作るべし」
と言ったら、呼び出されて、余計なことを言うなと叱られた。公共事業の問題はグラ
ンド・デザインを示さないことから来ている。高速道路の 9,342 キロでも、高速道路
が繋がらずにぽつんとできているところがある。これは、すべて政治家が悪い。47
都道府県全部、１県１空港と言ったのも政治家だ。21 世紀は、これまで政治家がし
てきたことを変える勇気ある政治家になるべきというのが小泉総理の構造改革だ。 

   選ぶ国民がいるというより、票が増えるとの思込み。アクアラインでも、渡った先
に何も無いのに人が行く訳がない。成田まで繋がっていれば、横浜、横須賀の人も渡
る。グランド・デザインが無いから１兆の無駄になる。公共事業に無駄があるのは痛
いほど分かっている。公共投資が減って業界も苦しいが、橋や掘削技術など日本が世
界一と評価される技術は大事にすべきだ。企業は自然淘汰するだろうが、失われる技
術をどうするかという基本的なことは助けるべきだろう。 

   政治家は頭を切り替えなければと、勇気を持って発言するのが、小泉内閣の閣僚だ。 
（塩川議員） 扇さん、一番勇気がある。本当にそう思う。しかし、根本にメスを入れな
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きゃ駄目だということはある。 
（竹中議員）  今日は何かを決定する会合ではないが、牛尾議員が言われたように、中期

計画に成果を反映していかないといけない。民間議員の側で、確認すべき点はないか。 
（奥田議員）  こういうペーパーを政治的な方向に向けろというなら、言いたいことは山

ほどある。 
（扇臨時議員） 首都機能移転では 10 年前に 14 兆だと。公共事業の最大の無駄使いは書

いていただきたい。 
（本間議員）  ここでは一般政府レベルで議論しているが、我が国には、公的金融もあり、

公共部門全体はもっと数字が高い。長期計画の関係で 9,342 キロ と組織形態の見直
し論議では、分離論など色々出てきているが、今の段階でそのような妥協は望ましく
ない。事業量の問題は、コストの問題も含めて精査する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見直
していくことを是非お願いをしたい。先ほどの議論は、分離論ではないと確認したい。 

（小泉議長）  プラス成長にするために、これまで公共事業を続けてきたが、見通しが狂
ってきている。これについてどう考えるか。 

（吉川議員）  政府支出だけでアップ・ダウンが決まる訳ではなく、自然のアップ・ダウ
ンもある。外国との関係もあろう。そういう中でマイナスになっている。 

    今年１年だけのマイナス成長であれば、すぐにじたばたすることはないと思う。問
題は、これが更に悪くなっていくと悪循環に陥って、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。今年のマイナスは甘受した上で、来年に向けてプラ
ス成長の方に戻って行くように、単に場当たり的でなく、将来の日本、総理が考えて
いる遠い将来を見据えたものと整合的に戻って行って欲しいと我々は考えている。 

（塩川議員） マイナスといっても、物価も下がっている。 
（牛尾議員）  経済に関しては色んな考え方がある。市場経済に決定的な議論はないが、

日本の場合、人件費と設備が 30％過剰だ。円安になれば、ドル建ての人件費は下が
る。物価が下がっているから、実質生活はそれほど悪くない。内閣府が発表する数字
より、割引単価が日常化しているので、その点は消費者にとっては暮らし易い時代だ。 

（小泉議長）  私は昭和 47 年当選で、物価が下がる時代が来るとは思っていなかった。
日本国民はいつでも大変と言う。円高、円安、物価上昇、物価下落、いつでもだ。 

（牛尾議員）  物価が下がっている半分は流通革命。流通革命で成功しているだけの話だ。 
（塩川議員） 政治家は、大変と言いがち。 
（吉川議員） １年だけなら仕方がないが、坂を転がっていけば色んな問題が出てくる。 
（扇臨時議員）  諮問会議では、民間の皆さん方に協力いただいて、政治家が言えないこ

とを、民間の感覚で言っていただけるという希望を持っている。遠慮されずに、世間
の人が思っていることを書いていただいきたい。官僚の作文は欲しくない。痛い提言
でも構わないので、大手術するものにしていただきたい。 

（竹中議員）  最後に小泉総理が提起された問題は、中期計画のときにどうしても話し合
わねばいけない重要な問題であり、意見も分かれている。 
今後、集中的に御議論したい。 

                                    （以 上） 


