
平成 14 年第 12 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 12  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 5 月 13  日(月) 17:45～19:08 

2．場所: 官邸小ホール 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)経済の活性化戦略について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○産業構造改革にむけた緊急提言（平沼議員提出資料） 

○産業競争力戦略会議中間とりまとめ（平沼議員提出資料） 

○経済活性化戦略 中間整理（有識者議員提出資料） 

○ＩＴを活用した経済活性化戦略（片山議員提出資料） 

○「ライフサイクルの選択と税制・社会保障制度・雇用システム」について 

（福田議員提出資料） 

○６月のとりまとめに向けた当面の進め方（案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第12回の経済財政諮問会議を開催いたします。
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本日は２年目を迎えた小泉内閣の初の諮問会議を新官邸で開催することとなりま

した。これまでと同様に、活発な御議論をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

（小泉議長） 今日初めてか、新官邸になって。 

（竹中議員） 前回は４月24日だったんです。 

それでは今日の議事でありますけれども、今日は「経済の活性化戦略」につい

て御審議をいただきます。時間が１時間15分でありまして、７時までということ

になっております。 

議事録の扱いは従来どおりとさせていただきます。 

○経済の活性化戦略について

（竹中議員） それでは「経済の活性化戦略」でありますけれども、今月10日に産業

競争力戦略会議が中間とりまとめを行っておりますので、まず平沼議員から御説

明をお願いしまして、その後、これまでの議論を踏まえて、有識者議員から中間

整理の御説明をお願いいたします。平沼議員お願いいたします。 

（平沼議員） 時間が限られておりますので、簡単に御報告をさせていただきます。 

まず、平沼提出という資料を御覧いただきたいと思います。我が国の国際競争

力の回復に向けた課題と対応策の策定のため、経済産業省では昨年秋から数次に

わたりまして、産業競争力戦略会議を開催いたしました。検討を進めてまいりま

して、本日はその成果としての経済活性化に向けての６つの国家戦略の提言をさ

せていただきたいと思います。 

お配りした資料の４枚目をお開きいただきたいと思います。戦略の項目だけを

簡単に述べさせていただきます。１点目は、我が国の高付加価値拠点化。我が国

を高付加価値拠点化すること。これが重要だと思っております。２点目は、産業

の再編を促しまして、競争力企業を伸ばしていくこと。そして３点目は、サービ

ス産業、新規産業創出を促進しまして、経済と雇用機会の拡大を図ること。４点

目は、内外の企業や人材を我が国に引きつけること。５点目は、アジアの成長を

我が国の経済成長の原動力とすること。最後に、新市場、新産業を創出して、自

立的に需要が拡大する経済構造をつくること。これらが重要だと思っています。 

これらの戦略を総動員しまして、少子高齢化等による日本経済の縮小トレンド

を拡大トレンドに反転させることが必要だと思っております。その上で特に急が

れる政策提言を２点申し上げたいと思っております。 

戻っていただきまして、資料の１ページ目を御覧いただきたいと思います。１

点目は、製造拠点が中国などアジアへ移転している流れの中で、我が国が生き残

っていくためには、21世紀をリードする新たな産業フロンティアを創出すること

を国家戦略とすることが必要だと思っています。 

そのためには、コア技術から実用化、市場化まで一貫した技術戦略をとること

が大切でありまして、ここで挙げている21世紀をリードする４分野を中心に、世
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界最先端の研究開発の拠点を創出することが大切だと思っています。世界最高峰

の技術力は、技術の広い裾野があって初めて支えられるものでありまして、従っ

て、「試験研究税制」の抜本強化を図って、産業全体の研究開発の底上げを図る

ことが重要だと思います。さらに、世界の頂点に到達しようとしている技術力に

ついては、以前この場で御紹介をさせていただいた研究開発、それから実用化に

つなげるに当たって、どうしても「死の谷」と呼ばれている、沈み込むところが

ございます。実用化段階の研究開発は国家的開発プロジェクトと位置づけまして、

分野を絞った上で研究開発予算を集中投入させることが必要で、これはアメリカ

の80年代では顕著でございます。また、今後市場の拡大が見込まれるＩＴ、環境・

省エネルギー分野で抜本的な投資促進・市場拡大を狙うために、効果的な税制措

置が必要だと思っています。 

次に、第２点目の提言として、競争力ある企業を伸ばし、競争力のない企業に

市場からの退出を促すことがポイントだと思います。今、我が国に競争力のない

企業を守っていくだけの余裕はないと思います。もちろん雇用を確保することは

必要でありまして、そのためにも企業レベルの選択と集中から、国民経済レベル

の選択と集中を行って優秀な人材、資本を、強みのある分野に集中させることが

大切だと思っています。 

これに関しまして、第１に、産業再編、企業再生を押し進めて、不採算事業か

らの退出や雇用調整を促すための産業活力再生特別措置法の抜本強化を実施して

いきたいと思っています。第２に、新たな成長、雇用のエンジンとなるサービス

産業を活性化するために、徹底した規制改革と公的部門の民間開放、すなわちア

ウトソーシングを押し進めることが重要だと思っています。第３に、チャレンジ

旺盛な者を助けて、創業にかかるコスト、リスクを軽減させて、新規事業へ資本、

人材を投入させるために創業支援税制の拡充や各種制度の見直しを押し進めるこ

とが重要だと思います。我が国に残された時間はそれほど長くはない。このよう

な認識を持っております。 

総理の言われる「改革なくして成長なし」という考え方に則りまして、経済の

活性化戦略を押し進めていきたい。今こそ国を挙げて我が国の競争力回復に向け

て全力で取り組む姿勢を、国家戦略として打ち出すべきではないか。このように

思っておりまして、提言をさせていただきました。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございます。続いて、吉川議員から中間整理の資料に基づ

いて御説明をお願いします。 

（吉川議員） 「経済活性化戦略中間整理」という冊子と、その頭に「経済活性化戦

略中間整理とりまとめに当たって」という４枚紙がございます。まとめの資料に

沿って、簡単に私どもの提案を説明させていただきます。 

まず、活性化戦略の問題意識でありますが、日本経済はなぜ10年ほど低迷を続

けてきたのだろうか。これは実力以下なのか、あるいは日本経済の実力は結局の

ところこれくらいなのか。悲観論者は、高齢化も進むし、労働力人口も減るし、

日本経済の実力はせいぜい０％から１％くらいの成長しかないと言うわけです。
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しかし、我々民間議員の考え方は、日本経済が本来持っている実力は十分あり、

現在の日本経済のパフォーマンスは実力以下だという認識であります。 

そこで、経済の本来持っている実力を発揮させるためにはどういうことが必要

か。それが今日我々が提案する経済活性化の問題意識であります。１つは、技術

力を高めるということ。これは先ほど平沼大臣からも日本を高付加価値の基地に

するというお話がありましたが、ルーチィン的なものをつくっているのでは競争

力は持てないので、技術を磨くということが１つ。次に、その技術を日本人、あ

るいは我々の子孫が本来必要とするようなニーズにきちんと結びつけるというこ

とが重要。ニーズは一体どういうところにあるかというと、これはよく指摘され

ることですけれども、自然環境、医療・介護サービス、子育て支援、街並みある

いは豊かな住宅といった分野にある。新しい技術が出てきているわけですから、

そうした新しい技術を本来のニーズにきちんと結びつけ、持続的な成長を生み出

す。それに尽きるわけです。 

そこで、具体的にはどういうことが必要かというと、４ページ目「６つの戦略

と25のアクションプログラム」いう形でまとめてあります。アクションプログラ

ムの中でも特に重要な施策には網かけがしてあります。 

例えば、「技術力戦略」。ここでは、知的財産権の保護が大変重要であります。

具体的に言えば、特許の問題、それを巡る裁判所と特許庁の連絡をよくすること、

こうしたことは政府にできることであるし、政府がやらなければいけないことだ

ということで挙げております。 

２番目は「人間力戦略」。技術にしても、あるいは、それをニーズに結びつけ

るにしても、元にあるのは人間だということで、去年の小泉内閣の基本方針、い

わゆる「骨太の方針」以来、広い意味での知恵、あるいは人間というのが結局は

経済の一番底にあるものだということを言っているわけです。ここではそれを「人

間力戦略」という形で表現して、大学の改革、新分野の人材育成倍増、ＩＴの国

民皆教育などが特に重要だということで述べております。 

３番目は「経営力戦略」。企業にも変わってもらわなければいけないというこ

とで重要施策が挙げてあります。また、「動け！日本」プロジェクトというのが

内閣府の方で進んでおります。 

４番目は「産業発掘戦略」。これは新しいニーズに対応した産業を創り出して

いくということです。環境その他、世の中のニーズはどんどん変わっていく。経

済の目的は、詰まるところ我々の生活を変えるというところに行き着くわけです。

変える必要がなければ無理して経済成長することもないということになります。

新しい技術も出てくる。社会の必要性、ニーズも変わっていく。新しい産業を次々

に打ち立てていく。潜在的な需要、あるいはウォンツを顕在化していくことが必

要だ。 

こうしたことが行われる中で各地域の活性化ということも行われなければいけ

ない。これを５番目に「地域力戦略」という形で表現しています。ここでは具体

的な施策として特区を挙げています。これは前回議論いたしました。また具体的
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なプロジェクトとして羽田空港の国際化、また地方に関わることですが、バイオ

マス推進プロジェクトも挙げてあります。バイオマスは環境とか、エネルギーと

いったことに大きく関わることでありますが、将来的なニーズあるいは技術の発

展性という面で大きな潜在力を持っている。 

最後に、こうした施策を通して、日本が海外とつながっていかなければいけな

い。日本は孤立しているわけではありませんから、「グローバル戦略」というこ

とで６番目に挙げております。国内直接投資の促進が大切だということは既にこ

の会議でも申し上げました。また、ＦＴＡの推進、これも繰り返しになりますが

改めて挙げております。以上が我々の提案であります。 

３ページ目になりますが、経済活性化戦略の今後の進め方も書いてあります。

構造改革というのは、先ほどからお話ししておりますとおり、新しいニーズが出

てくる、新しい技術も出てくる、これをうまくきちんとつなげて、あくまでも将

来を見据えて持続的な経済成長を生み出していくということです。方向性として

は、我々は、この提出資料に書いたことが正しい方向だと考えております。 

あとは、これを具体的にできるだけ早く、政府にできることは政府にぜひとも

進めていただきたい。そこで、経済活性化戦略の進め方ですが、総合科学技術会

議、男女共同参画会議、総合規制改革会議、ＩＴ戦略本部、都市再生本部、知的

財産戦略会議、あるいは関係府省、こうした組織が一体となって、ここで我々が

提案していることが絵に描いた餅にならないよう、ぜひともできるだけ早く進め

ていただくよう書いてあります。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。今日のこのテーマに関連しまして、片山大

臣と福田官房長官から資料が提出されております。片山大臣お願いします。 

（片山議員） 前回もアウトソーシング計画を中心にお話をさせてもらいました。 

我々はＩＴ関連産業を地域経済活性化のてこにしたいと考えておりますが、現

在の状況を見ますと、都市部へ集中して、むしろ地域的には格差が拡大している、

こういう状況でございますので、この際、電子自治体という構想を利用しまして、

地方団体の内部的な事務を共同化してアウトソーシングして、地方における民間

ビジネスの拡大を図りたい、こう考えております。繰り返しになるかもしれませ

んが、簡略に説明させていただきます。 

資料の１ページで電子自治体と共同化、アウトソーシング化を一緒にやる。こ

れによって大幅なコスト削減と施策の重点化を図りながら、雇用の創出や活性化

を進めるという意味でございまして、３つの目標を一遍に達成したいということ

であります。 

２ページ目、何をやるんだということでございますが、平成15年度末を目途に

フロントオフィス業務の共同化とアウトソーシングを行いたい。共同処理アプリ

ケーションの開発・公開は国が中心でやり、必要な支援を地方団体で行うととも

に、情報セキュリティ対策など地方自治体の職員に対する必要な教育訓練を行う。

この結果、住民に対してワンストップサービスを実現する。それから、バックオ

フィス業務については平成17年度を目途にしたい。２年遅れで、財務会計、人事
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管理、または意思決定等の中で汎用的な部分等についての標準化を検討してアプ

リケーションを開発・公開し、アウトソーシングの導入を図りながら全体の業務

改革を進めたい、こういうことでございます。 

１枚めくっていただきまして、その施策の経済効果としては、アウトソーシン

グですから、データセンター等の運営を行う地元ＩＴ企業を中心に、それ以外の

通信サービスの提供、ネットワークの保守・運用、メンテナンス、物流サービス、

または職員の教育・訓練等については地元に需要の効果がでる。全国的に見れば、

統一した行政サービス支援システムの開発、更新を行わなければなりませんから、

基本となるソフトウェアを開発したり、あるいはハードウェアを提供することで、

全国を通じての需要効果がある。 

直接的な効果は、フロントオフィス業務の共同化・アウトソーシング化により

約１兆円ですが、内訳は構築効果が7,000億円、平年度の運用における需要効果が

約3,000億円。また、バックオフィス業務の共同化で、構築効果は１兆8,000億円、

平年度需要効果が約7,000億円でございまして、両方合わせて平年度の運用による

需要効果は約１兆円。約11万人程度の雇用効果が図られると思っております。 

波及効果につきましては、いろんな測定、見方がありますけれども、約5.5 兆

円、約60万人程度の雇用効果がでるのではないか。申請・届出等のいろんな資料

作成のソフトの導入等で民間企業のＩＴ化が進むということと、学校における教

育コンテンツの充実が非常に大きいこと。もう一つは、電子自治体ではなくて電

子町内会、これは既に幾つかの市で実験的に試みておりますけれども、ＩＴを活

用する地域コミュニティ活動の活性化によって需要喚起になる、こういうふうに

見込んでおります。４ページはイメージでございまして、御覧いただけば結構で

す。以上が１つ目でございます。 

２つ目はＩＴ特区、既に規制緩和特区的な議論が多いけれども、ビジネスモデ

ル地区という方がむしろ現実的ではないか。そういうモデル地区をつくることに

よってハード、ソフトの施策を集中展開した方が現実的ではないか。ＩＴそのも

のの規制をその地区だけつながっている。全国的な話でございますから、その地

区だけ緩和するということは果たして可能かどうか。こういう議論があるので、

施策の展開、集中、優遇を行うという考え方でございます。 

１つは、その地区に高度な情報通信インフラの先行的な整備を図る。情報ハイ

ウェイの整備で、地区内の超高速ネットワークを先行的に整備する。また、イン

ターネットの牽引力となる情報中枢機能の集積を促進する。次はＩＴインキュベ

ート施設で、設備とソフト支援サービスを備えたインキュベート機能を整備する。

リゾート施設の有効活用のために、ここをＩＴ化して遠隔による業務遂行や技術

研修の場として活用できるようにする。それぞれに場合によっては公的な支援、

融資、優遇税制等も考える。こういうことによる先行的整備でございます。 

その他に、ＩＴのアプリケーション・サービス実験の集中展開を、国が民間の

協力を得てやってみる、人材育成に対する支援についてもその地区を中心に考え

る、全国で余り多くては具合が悪うございますけれども、何ヶ所か試験的に行う
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とすればどうだろうかと思っております。モデル地区構想のイメージ図がありま

すけれども、これは御覧いただければと思います。 

３つ目は、私どもの方に統計局がございまして、情報や統計の相当なストック

を持っております。これは貴重な知的インフラで、使わない手はないではないか。

これを地域経済活性化のためのビジネス支援のプロジェクトとしてやったらどう

か。「とうけいＤ＠taＮavi 」という名前が書いてありますが、名前はともかく、

現行の膨大な統計データ提供をやっていきたいと思います。 

現行の問題点ですが、調査結果の地理的把握は現在困難だし、各府省のホーム

ページ内に分散している。これをまとめて、１つは統計ＧＩＳプラザというもの

をつくりまして、いろんな地域統計を提供していく。これは地図の上に落とす形

でつくっていき、これによって企業の事業展開を支援する。それからもう一つは、

統計データ・ポータルサイトということで、各府省の協力を得て、政府全体にわ

たる統計データのガイド機能を提供していく。実は来年度中に統計センターが独

立行政法人になるわけでありまして、独立行政法人として民間と協力してやった

らどうだろうか。場合によっては、お金を民間にも御提供いただきながらと考え

ております。 

１つの例を次に書いておりますが、これは統計ＧＩＳプラザの活用の例で、例

えば岡山市の65歳以上ひとり暮らしの単独世帯を町内会単位ぐらいでみると、こ

の図でひとり暮らしの老人が濃いところは30％以上、薄くなって５％未満。こう

いう情報が得られるとすれば、ホームヘルパーの派遣拠点をどこにするか、日用

品等の宅配ニーズをどうするか、折込広告の地域展開はどうしたらいいのか、あ

るいはバリアフリー住宅へのリフォーム需要はどうかというようなことで、下に

小さくありますのは、岡山市の地域的な持ち家率です。これを地図の上に落とし

たものでございまして、こういう情報提供が簡単にできるようなシステムをぜひ

つくりたい。聞いてみますと、わずかな金で短期間でできるようです。こうやれ

ば、民間がそこに検索してもらえば情報が入ってくるわけでありますから、大変

便利になる、これがＧＩＳプラザの方でございます。 

１枚めくっていただきまして、もっと汎用的な統計データ・ポータルサイトの

方の絵でございますが、例えば総合ガイド機能としまして、食品の場合に、そこ

にありますような情報をダウンロードしますと、食品に係るマーケティング戦略

の立案に活用できる、あるいはグラフの統計分析機能で家計調査、消費者物価指

数等を時系列グラフ等に表示できれば、商品価格、消費量の両面で分析して販売

戦略に活用できるのではないだろうか。あるいは地域別のことは先ほども申し上

げてございまして、膨大な資料が眠っているわけではないとしても、一部しか活

用されておりませんので、これを活用することが、地味でございますけれども、

現実的で意味がある。こういうことも地域経済活性化戦略の中に組み込んでいっ

たらどうだろうかと考えている次第でございます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
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（小泉議長） 聞いているとわかりにくいんだよな。アウトソーシングは民間委託と

か民間参入。バックオフィスって何だい。 

（片山議員） バックオフィスは内部管理事務のことです。中の財務会計だとか、予

算だとか。 

（小泉議長） わかりやすく表現してもらわないと。 

（片山議員） すみません。みんなそういう横文字を使うのです。 

（小泉議長） インキュベート、これはふ化。インキュベーターというのはふ化器。

これもわからないな。もっと直訳じゃなくて、地域の人がわかるように書いてく

れよ。英語がわかる人はいいよ。アプリケーション、ポータル・サイトって何だ。

何でアウトソーシングは民間委託とか民間参入とか書かないんだよ。 

（片山議員） 私も総理と同じような考えを持っているのですが、これでも役所は抑

えているようです。 

（小泉議長） ＩＴを活用した経済活性化戦略まではわかるよ。その後は説明を聞き

たくなくなるな。地域の人を考えてごらん。地域の人たち、町内会にどうやって

説明するの。 

（片山議員） できるだけ具体的に。 

（小泉議長） 直訳ではだめなんだよ、日本語で訳さないと。インキュベーターだっ

て、ふ化と言ったってわからない。少し国語力を発揮して。アウトソーシングな

んて使う必要ないですよ。民間委託なり民間参入促進でいいじゃないですか。ど

うしてアウトソーシングを使うのか。バックオフィスと言ったってわからない。 

（片山議員） 今の役所全体がそういうことになっているのですね。日本語でやらな

いのは、うけるとか、斬新さがあるとか、それと日本語では必ずしもカバーでき

ない部分があるんですよ。 

（小泉議長） それは英語を読んで直訳するからですよ。日本独自のことを考えない

と。もっとわかりやすいことを考えろよ。役人だけ説明すりゃいいんじゃない。

住民に向かって説明しなきゃならないんだ。国民参加でないとどうにもならない

でしょう。見出しなんか特にそうだよ。バックオフィス業務なんてわからんよ。

何だこれ。バックとかオフィスならわかるよ。バックオフィスって、よく説明し

てくれないとわからんぞ。私がわからないのに、町内会の人たちはわかるか。 

（塩川議員） 本当に僕ら置いてきぼりをくっている。 

（小泉議長） 質問する気もなくなるでしょう。町内会なんか説明したって、みんな

恥ずかしいから質問しない。私みたいに。 

（塩川議員） わかったような顔しているけれども、何もわからない。 

（小泉議長） わかりっこないよ。改めてわかるようにやってくれ。 

（片山議員） それはそうですね。わかりました。 

（小泉議長） ＩＴ自体わからないんだもの。 

（片山議員） 全般的な傾向ですけどね。 

（小泉議長） ＩＴ自体わかりにくいんだから。これから高齢者にも参加してもらわ

なきゃならないんだ。 

8




平成 14 年第 12 回 議事録 

（塩川議員） 世代間断絶がありますね。 

（平沼議員） 厚生大臣に最初に就任したときから総理はずっと。 

（小泉議長） それはそうだ。お年寄りに対して英語ばかりでわかるわけないだろう。 

（塩川議員） このごろ建設省までも半分英語だものね。 

（小泉議長） 国民にわかりやすく説明する態度がないよ。英語の文献を読んで直訳

すればいいと思って、あとわからないのは、わからない方がおかしいという感じ

だな。 

（片山議員） 私の方は特に地方ですから、もっと日本語で。 

（小泉議長） 岡山市の町内会でこれを説明してごらん。わからないって。 

（片山議員） 岡山市のときは日本語でやる。 

（竹中議員） それでは、福田官房長官お願いします。 

（福田議員） 私から報告を申し上げますのは、４月の下旬に男女共同参画会議の影

響専門調査会というところでもって検討いたしました「ライフスタイルの選択と

税制・社会保障制度・雇用システム」についてのことでございます。これは中間

報告でございますけれども、男女共同参画の視点から現行の制度を検討しておる、

言ってみれば、暮らしの構造改革の分野の話でございます。 

まず、なぜ税制などの見直しが必要なのかという背景でございますが、これは

資料に書いてございますけれども、高度経済成長の過程で都市化・雇用者化・小

家族化が進展いたしました。この間、夫が雇用者で専業主婦の片働きを標準世帯

として様々な制度や慣行が形成されてきました。しかし、オイルショック以降は、

企業は業務や雇用の形態の見直しを迫られております。家庭でも主婦の就業が増

大しました。一方、男性のライフスタイルに対して「会社人間」というような名

前がついて見直しが叫ばれてきております。バブルの崩壊以降は共働き世帯の数

は専業主婦世帯の数を上回るようになっております。その結果、かつての役割分

担を前提とした制度・慣行は実態に適合しなくなっております。いわゆる103 万

円問題などが出てきております。制度・慣行の見直しが必要不可欠ということに

なってまいりました。 

次のページでございますが、高度経済成長の時代には、家庭と地域社会の姿も

変わりました。男性は家庭と地域をかえりみる余裕を失い、女性には幼い子ども

を抱えて孤立する人もいました。これに対処するためにも制度・慣習の見直しが

必要であります。暮らしの構造改革が必要になってきたゆえんでございます。 

さて、制度や慣習を中立的にするメリットとして、６）に「中立性確保の意義」

というところに６つ掲げております。家庭、企業、国、各レベルでの豊かさにつ

ながるものであります。更には、女性のチャレンジを支援することによって日本

を活性化するという考え方も重要であります。このような議論をいたしてまいり

ますと、７）のような家族の結びつきを弱めるという御批判もいただくわけでご

ざいます。しかし、従来の制度・慣行はかえって家庭への負担を過重にし、晩婚

化・少子化をもたらしております。さらに、国際比較をいたしますと、女性の労

働力率が高い国ほど出生率は高いということがございました。我が国は両方とも
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最低レベルであります。これが批判に対する反論でございます。 

それから参考の表にあるように、出産や子育てをやっても仕事を続けると、生

涯の可処分所得では1.5 億円くらいの差が出ます。一方、配偶者控除などが適用

されるように年収が103 万円を超えないように調整しても、減少する納税額は生

涯で112 万円でございました。ところが、現実には多くのパートタイム労働者は

90万から100 万円の年収に集中しておりまして、非常におかしな調整が行われて

おるわけであります。 

次のページでございますが、税制・社会保障制度・雇用システムの改革の方向

です。この３つは密接に絡んでおりまして、一体として取り組むことが不可欠で

ございます。 

まず税制でありますけれども、配偶者控除と配偶者特別控除、これは縮小また

は廃止すべきであります。ただし、控除を廃止・縮小するのみでは納税額は純増

いたします。他の方法で対応する、または税の減額をすることが必要であります。

ちなみに、配偶者控除の制度があるのは、Ｇ５諸国（米、英、仏、独、日）、こ

の中では日本だけでございます。 

次に、公的年金でありますけれども、今度は年収を130万円未満になるようにし

て社会保険料の納付を避けるという問題がございます。制度の改革は個人単位化

を進めることが基本であります。具体的にはパートタイム労働者にも厚生年金の

適用を拡大すべきでありまして、いわゆる掛け捨て問題がなくなるようにすべき

であります。これと関連して第３号被保険者制度も見直し、本人に負担を求める

ことが必要であります。 

最後に、雇用システムであります。まず家族手当制度のある上場企業の過半数

が配偶者の収入を支給基準にしております。基準が103 万円の企業は８割であり

ます。その見直しを促すためにも、税制などの見直しが必要であります。一方、

片働きに適合していた日本的雇用慣行は変わり始めております。ワークシェアリ

ングの議論もその一つであります。その際に重要なことは、最後にあるように、

全体の雇用形態・処遇を見直すことと生き方や働き方などの社会全体のあり方を

考えることであります。 

   21世紀の我が国にとって、女性の個性と能力が生かされていくことが極めて重

要であり、経済財政のあり方を考える際にも、そのような観点をぜひ御考慮いた

だきたいということがこの報告でございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。自由に御議論いただくんですが、ちょっとそ

の前に、６月に向けた当面の進め方を要約しておりますので、少し御覧いただけ

ればと思います。こういうのを念頭に置いて議事を進めていただきたいと思うん

ですが、総理から御指示を受けておりますように、経済活性化戦略及び税制のあ

り方については６月中に、具体的にはサミットの前にとりまとめを行う。その際、

歳出構造の改革や来年度予算についても、その基本的な考え方をとりまとめると

いうことが必要になるかと思います。活性化戦略については、本日議論された方

向に沿ってとりまとめていく。税制のあり方等々についても関係機関と十分連携
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等を図っていく。今後の検討においては、関係の大臣から御意見を伺うというこ

とも必要になるだろう。６月のとりまとめに向けて今後６回程度経済財政諮問会

議を開いて集中的な審議を行うということが必要になるのではないかと思ってお

ります。今日５月13日は第12回目の会合でございますけれども、経済活性化戦略

を議論しております。税制・歳出構造の改革等々、それぞれ今月中に３回、６月

に入りましたら、とりまとめ案の審議を始めまして、６月中に４回ぐらいという

ことで、とりまとめに向かいたいというふうに考えております。 

それでは、経済活性化のとりまとめに向けた中間整理を民間議員の方がしてく

ださっておりまして、あと関連の御意見も出ておりますので、どうぞ経済活性化

について自由に御議論をいただきたいと思います。どうぞ。 

（塩川議員） 私はまず平沼大臣が提案されました産業構造改革に向けた緊急提案で

すね。これは私は前から主張しておったことで、平沼大臣も何遍もペーパーを出

しておられますよね。４回ぐらい出しておられると思うんです。ところが、議論

もしないでペーパーを配っただけになっておって、これを本当に政策として決定

してもらいたいと思うんです。それはぜひ一つお願いしたい。そして、そのため

に金融や税制とか、特に規制緩和ですね。集中的に平沼大臣の出している緊急提

案の中身をどのように充実させていくかということ、行政のベースに乗せてもら

いたいと思っていますので、それをこの会議でやるのか、それとも、この会議で

総理がこれでいこうということで決定して、それを下に下ろして、経済産業省を

中心にして各省間の連携をとって下ろしていくのかという具体的な手法をこの会

議で決めてもらいたいと思っているんです。そうすると、そのことが８月の概算

要求のときに具体的な形として出てくると思っておりますので、ぜひそういう決

め方をしてもらいたいと思っております。 

これと並行して、総理がサミットに行かれるときに、それまでに15年度以降の

財政のあり方というようなものを必ずサミットで聞いてくると思いますよ。質問

が出てくると思う。この方向についても、この際、決定すること、その準備を今

からやっておいてもらいたいなと思っております。 

それから吉川先生のお話がございました。おっしゃったことは確かにそうだと

思います。項目があんまり多いので、行政ベースにすぐに乗せるもので、どこそ

こがこれを担当したらどうだという具体的なセッティングをひとつ考えていただ

けないだろうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。特に国際競争力のあ

る大都市再生というのは、これは都市再生本部をつくりましたね、そこへすぐに

下ろしてもらったら結構だと思います。その際、要するに財政との関係というも

のを条件付けてもらわなきゃならないと思いますけれども、例えば、そういうこ

とをしてもらうとか、あるいは総合科学技術会議がありますね。そういうところ

で白川議員が中心になって先端的技術をやっておられますね。あれをどのように

産業構造に結びつけていくかというようなこと。そういうのを出してもらって、

具体的に担当しています各省が８月末の概算要求にどう結びつけていくかという

こと。これをしないと、ただ、政策の議論だけで終わってしまうような感じがす
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るので、ぜひひとつお願いしたい。 

特に平沼大臣の提案の中に出ていましたが、具体的なものを１つとってみると、

産業活力再生特別措置法、これを抜本的改造したい。それをどう改革するか。こ

れこそまさに先端産業を育成していくための方向づけがきちんと出てくるものだ

から、こういうのはどことどことどう変えるんだというようなことを、具体的な

ものを出してもらうようにぜひしてほしいと。そのことは概算要求に影響してく

ると私は思っているんです。 

それから、片山大臣の提案されていますＩＴ関係のものですね。私なんかＩＴ

は弱いので、さっぱりＩＴ関係はわからないのだけれども、行政システムとして

はどこがどう担当してやっていくのかということを教えてもらいたいと思ってお

ります。 

最後にひとつ私がお願いしたいと思いますのは、吉川先生が最初に技術が一番

大事なんだとおっしゃった。私、まさにそうだと思うんです。これから大企業の

時代ではなくて、中小企業の時代だと思うんです。それは何かといったら、技術

が特化していきまして、先端技術へ行けば行くほど大量生産の時代ではないです

よ。これからごく少数特注生産の時代になってきますから、実際は中小企業なん

ですね。中小企業者の会合に行きましたら、どういうことを言っているかといっ

たら、政府が持っている膨大な技術、それを開放してほしいと、こういうことを

言っているんです。 

例えば、私のところの田舎の町ですけれども、東大阪市の中小企業の業者の中

で宇宙開発事業団と組んで小型の人工衛星を製造しているんです。それは70セン

チ角ぐらいの人工衛星なんです。それをもうそろそろヨーロッパへ輸出するんで

す。そういうとき、宇宙開発事業団の技術の開放をぜひして欲しいというんです

が、これはなかなかできない。これは問題なんですね。 

それからロケットの第２段を扱っている人が私の町にいるんです。ここでも、

経済産業省の研究所との提携をぜひ考えさせてほしいと、こう言っているんです。

今度私のところでものづくりセンターをつくりますので、そこへ宇宙開発事業団、

あるいは研究所の出張所みたいなものをつくってもらえないだろうかと。そうし

たら中小企業者がそこへ相談できるようになってくるんです。今も大企業は接触

しています。けれども、中小企業は遮断されているんですね。ですから、宇宙の

ロケットのパイプをやっている会社ですが、それは大企業から技術をもらってお

る。だから高いものになってしまっている。直接指導してもらえないだろうか。

それからＮＴＴデータがありますね。ＮＴＴ研究所、この技術の開放なんかぜひ

やってほしい。大変な技術を持っておって独占されていますので、こういうよう

な中小企業に指導する方法をぜひ経済産業省の方で考えてやってくれませんでし

ょうか。 

（牛尾議員） ＮＴＴデータ。 

（塩川議員） 大変なのを持っているんです。これはまさに中小企業が使ったらいい

んです。中小企業は少量生産で、その代わり皆儲けていますよ。そういうような
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仕事をやっているところは言い値で値段が通る。そういうことを私からひとつお

願いしたい。 

それから岡崎にも研究所がありますね。あれはどこと関係性があるのかな。文

科省ですかね。 

（奥田議員） 愛知県の岡崎にある分子の研究所ですね。あれは大変な技術を持って

いますね。 

（塩川議員） なかなか開放しない。 

（奥田議員） あれは文科省じゃないですか。 

（塩川議員） 中小企業者はみんなそういうようなものを開放してほしいと。それか

ら府県単位でみんな産業技術研究所みたいなものを持っていますね。大阪も東京

も持っている。そういうようなものをもっと開放してやるような方策をしてほし

いと思うんですが、これはぜひひとつお願いしたいということです。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、政府系の研究所と大企業の提携関係というのは非常に順調にいっ

ておりますけれども、中小企業というのは本当にないと同じですから、これは研

究課題として、ぜひ経済産業省でやってほしいと思います。地方大学と地方経済

とのクラスターはある。大学そのものの特許問題などの制度はありますが、共同

研究的な、また特許研究的なものというのは中小企業の場合は非常に難しいと思

うので、これは別途に議論する必要があると思うので、大変に結構なことだと思

います。 

それから、男女共同参画会議の提案は、これからの21世紀を示唆する、ある意

味では大胆な問題提起だと思います。これからの国づくりの基本として、これを

もとにして基本計画をつくるということについては、私は全面的に賛成をしたい

と思います。 

それから、ＩＴとか通信の分野になると本当に片仮名が多くなってきます。こ

れは直訳ではだめなので、適切に翻訳しないといけないですね。そういう問題は

別にしまして、これから我々に求められている歳出削減と、電子政府や、今日提

案のあった様々なＩＴの問題は直接関係してくるので、これは具体的に検討する

ことが非常に大事だと私は思います。 

それから、今日提出しました「経済活性化戦略中間とりまとめに当たって」の

３ページに、経済活性化戦略の進め方として、「以上の中間整理を踏まえ、総合

科学技術会議、男女共同参画会議、総合規制改革会議、ＩＴ戦略本部、都市再生

本部、知的財産戦略会議及び関係府省の協力を求め、タイムスケジュールを明示

して、６月中に経済活性化戦略を取りまとめる」と書いてあります。特に平沼大

臣の御提案と我々の提案は重複部分もあるので、すり合わせを行い、関係機関と

連携をとりながら、６月の中旬ぐらいに確実に事務的に下ろせるようにしたいと

思っています。 

（塩川議員） 担当セクションがはっきりしていないといけない。でないと、この論

文が出ただけになってしまう。おまえのところが担当だぞということで。 
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（牛尾議員） はい。この４ページに書いてある６つ戦略と25のアクションプログラ

ムのほとんどは２省から３省にまたがるわけです。それを今度事務的にきちっと

整理をして、その辺の流れが明確になるように６月のサミットの前までに仕上げ

る。それは主に事務局のベースになりますけれども、やりたいと思っております。 

特に経済活性化は、優秀な人の能力を益々発揮させるとか、強い企業を益々強

くするという側面があるが、一方では弱い人、中小企業はどうするかという問題

が第一にあるわけです。４ページに網かけで書いてある４つのプログラムの中で、

例えば、中小企業問題ということになると、経営力戦略の「個人保証の上限設定」

とか、「倒産法制、産業再編法制等の整備」などがあります。また、「動け！日

本」プロジェクトでは、これは経済産業研究所の青木所長の下で優秀な経営とは

何かという議論を勉強会に提示するとか、政策産業を創出するとか、行政サービ

スのアウトソーシングが大きな仕事になること等を示しております。さらに、プ

ログラムの中の「聖域を排した民業拡大」というのは主に中小企業が対象ですか

ら、そういうものを中小企業対象プロジェクトとして、これをあわせて、中小企

業を助ける視点からまとめていくという作業も必要と思われます。 

そういう点からいって、６月の中旬にこの政策が通って内閣が推進することが

決まれば、特に３省、４省にまたがる場合もあるので、特に重要なものは推進プ

ロジェクトを組んで、内閣府並びに経済産業省から主に人を出してもらって推進

していくというのも一つの方法かと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 今の推進プロジェクト方式は、決定を待たずに早く立ち上げて、所在

を明確化するということも含めてということでよろしいですね。早くやるという

ことも含めてということでよろしいですね。 

（牛尾議員） はい。みんなが煩わしいから手を引いちゃうんです。 

（塩川議員） ホールディング・カンパニー方式だから、どこが担当ときちっと決め

ないと。 

（牛尾議員） 全く同感です。 

（塩川議員） そうすると、これに伴って規制緩和はこれとこれをやらないとできな

いとか、税制はこうしてくれという具体的なことが出てくるんです。そう持って

いかないと、これが実ってこないんだ。 

（牛尾議員） 複数の省庁に跨がっても責任がある官庁を決めておかないと。 

（塩川議員） そうそう。それをこの会議でぴしっと決めてもらう。 

（竹中議員） 速水総裁、平沼大臣、片山大臣の順番でお願いします。 

（速水議員） 前向きの話ではないんですけれども、御参考までに。私ども春以降、

構造改革というのが一体どれぐらい全国で進んでいるのかというのを、日銀の支

店を通じまして、具体的にこういうのができているんだということを調べさせた

んです。その結果を見ますと、思ったよりも進んでいるんですね。規制緩和を受

けて事業の新規参入が増えてきたとか、環境・介護といったような新しい事業分

野で企業が積極的に取り組んでいる例が各地で起こってきているとか。具体的な
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例を仮に言ってみますと、例えば、経済活性化との関連でタクシー会社なんかが、

今までタクシーだけやっていたのが、路線バス事業に進出してくるとか、あるい

はコンクリートの型枠というようなものも、今まで決まっていたのが、リサイク

ル可能なものがつくられて売れ始めているとか、あるいは中古住宅をリフォーム

して、それを再販することが非常にうまくいっているとか、あるいは企業の独身

寮を改造して、それを低価格で売って高齢者の人たちが住む家をつくるとか、そ

んな具体的にうまくいっている例をいろいろ言ってきているんです。それから、

100 年も超えたような古い民家をリフォームして、これを全国の飲食店なんかに

販売して、それで変わった店をつくって売らせているとか、技術の面では燃料電

池の研究をしているとか、そのほかにも産学共同の例などいろいろ言ってきてい

ますけれども、優良企業の経営者同士、経営者の有志が集まってベンチャーキャ

ピタルをつくって、それがうまくいっているケースがあるとか、実際での法人事

業税とか、不動産取引税の最大９割カットを自治体がやって、それが非常に成功

してベンチャーが進んでいる。そんなたくさんの例を全国から言ってきています

ので、思ったより地道に進んでいるというふうにお考えいただいていいんじゃな

いか。 

ただ、これから一層大事なことは、もっともっと規制緩和をやって、自由に民

間の需要にミートするようなものをやっていけるようにしていくということが地

方での事業の活性化、開発、それから海外から入っている事業をもっと生かして

いくというようなことが大事なことだというふうに思います。それには、宮内さ

んのやっておられる会議かもしれないけれども、さらに規制の自由化を進めてい

ただきたいというふうに思いました。 

（竹中議員） 総裁、今のお話は日銀としておまとめになったりしているんでしょう

か。 

（速水議員） 今まとめていると思いますけれども。 

（竹中議員） いずれ出していただけるということで。 

（片山議員） 税の９割カットの例が本当にあるのでしょうか。不動産取得税や法人

事業税と言われたけれども。 

（速水議員） 不動産事業税と不動産取引税の最大９割カット。 

（片山議員） どこですか。 

（速水議員） どこかはここに書いていませんけれども。 

（片山議員） 法的にできるのかな、そんなこと。 

（平沼議員） 塩川大臣から過去何回も同種のデータを出したと御指摘をいただきま

した。同じようなことがありましたから混同されたと思いますけれども、今まで

はいかに不況を克服するかという視点で、不況対策として、例えば260 の項目を

出させていただいて、そのうちの半分は３年以内に達成しようとか、今、非常に

月日の経つのが早いから、そのうち100 を１年以内でやろうということでまとめ、

既に手をつけています。 

今回のこれは民間の議員の方々と同じように、ここにも書いておりましたけれ
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ども、今、待ったなしの状況になってきている。そこで御指摘のありました技術

力、イノベーション、技術革新を中心として新たな競争力をつけていこうという

視点で６つの提言にまとめさせていただきました。これは牛尾議員が言われまし

たように、大分重複しているところがございますので、そういう意味ではすり合

わせて、御指摘のように、プロジェクトチームみたいなものをつくって、そして

各省庁協力して、目標を設定して、きちんとそれを達成していくということは、

おっしゃるとおり非常に必要なことだと思っています。 

それから、我が経済産業省に12の研究機関がございます。そういう中でそれを

独立行政法人にまとめてやって、産業技術としてはすばらしい技術蓄積がありま

す。それを中小企業にうまく生かさなければいけない。それは必要な視点だと思

っておりまして、先ほども御指摘がありましたけれども、産業クラスター計画で

は、19のプロジェクトで約180の大学が参画して、約3,400社の企業が既に動き出

しています。それとは別に、そういう産業技術集積、政府の研究機関というもの

が、特許の問題だとかいろいろありますけれども、協力できることは協力してタ

イアップしてやっていく、こういう視点は必要だと思うんです。これは御指摘の

とおり検討させていただきたいと思っています。 

それから、日本には今企業が500 万社ぐらいありますけれども、99.7％が中小

企業であります。したがって、日本経済の基盤を支えているのは、まさに中小企

業だといっても過言ではありません。そういう意味で中小企業対策をやって、こ

の中にも中小企業というものを盛り込んでいくということは非常に大切な視点で

す。それから、私どもは何も全部の企業を潰せというのではなくて、同じ企業の

中でも良いところは伸ばして、悪いところは切り捨てる。そういう選択と集中を

行う。そのためには産業再生法というのは今ありますけれども、さらに、これも

御指摘のとおり、どういったところをどういうふうにするということを明示して、

いわゆる退出とさらに拡大というものがうまくできるような、そういう仕組みを

早急に作っていかなきゃいけない。そういう意味では大変良い御指摘をいただい

たと思います。 

（塩川議員） アイディアとして申し上げたいのは、私が中小企業と話をして、中で

出てきた彼らの声として聞いてほしいんですが、例えばさっき言いました宇宙開

発事業で人工衛星を輸出しているんです。そこで随分苦労していて、どうしたか

というと宇宙開発事業団のＯＢがいるんです。それに嘱託料みたいなものを出し

て、そこからアプローチしていったんです。技術の研究者がいろいろいる。商工

会議所はそのＯＢの名簿をくれないだろうかというんです。それを頼ってそこか

らアプローチしないと、研究所に行ったって全然相手をしてくれない。例えばＮ

ＴＴデータに行ったって、何しに来たというようなもので。ところが、そこのＯ

Ｂを通じて行くといい。ＯＢに接触して、日当も払うというんです。そういう連

絡がつくような機関をつくってくれないだろうかと。 

（平沼議員） 似たようなことが中国でも、そういうＯＢを活用して最新技術を展開

しているという面があるんです。それが空洞化に拍車をかけている面もあるんで
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す。というのは、中国は本当に大切にもてなしますから、そうすると、図面を持

って行っちゃうわけです。それは似たようなケースです。 

（塩川議員） 斡旋のための機関を考えてくださいよ。 

（平沼議員） よく検討させてください。 

（小泉議長） 特殊法人の天下りよりはるかにいいな。 

（塩川議員） 奥田さん、岡崎の研究所なんて、すごく持っているそうですよ。 

（奥田議員） 文科省クラスの学者が３年ぐらい駐在しまして、常時回転してやって

いるんですけれども、人口30万の岡崎市の片隅にあるんですけれども、私も３回

ぐらい行ったけれども、説明を聞いていても全然わからないような高度なものを

やっておって、レベルが高いんです。 

（竹中議員） 順次、次回以降大臣に来ていただいて、担当大臣がいらっしゃったと

きに、またそういう議論もぜひしていただくべきだと思います。片山大臣。 

（片山議員） それで、６月までのスケジュールを聞きましたけれども、これを見て

いまして、６月中のサミットの前までには、経済運営や経済活性化の基本的な考

え方、また15年度財政、予算や税制の基本について、当面やるか15年度にやるか

はともかく、その基本的な考え方をまとめるのがこの会議で、その間には整合性

がとれていなければいけませんね。 

それからもう一つは、大きな目玉政策をここで決めて、経済財政諮問会議とし

て採択して、例えば今のＩＴならＩＴ、大学改革なら大学改革、研究開発をどう

進めるか。 

あと決めたものについての行政ベースの具体化は、各省の責任を決めるのがい

い。ここでプロジェクトチームをつくってやるのはいかがかなと思いますよ。経

済財政諮問会議をちょっと超える。各省の関係、党の関係、他の本部や会議との

関係。活性化や財政や税制の基本的な考え方をまとめる。目玉政策を決める。き

ちっと決める。やや具体的に。それ以上、行政ベースの話までここでやるのはち

ょっと手に余るんじゃないでしょうか。そういう気がいたします。 

（牛尾議員） ここでやるのではなくて、福田官房長官を中心に推進面でも、そうい

うプロジェクトとしてお願いしたいという意味であって、ここでやるんじゃない

んです。 

（片山議員） 政策を決めることはやるべきだと思います。細かい具体化、予算化は

各省が何のためにあるのかということになりますよ。 

（牛尾議員） それはそうだ。 

（片山議員） 各省の主体性を侵すようなことになると、私はなかなかうまくいかな

いような気がする。 

（牛尾議員） 活性化に関して大事なものをここで決めるということです。 

（片山議員） そこの整理をしないと、また船頭が多くなってわけがわからなくなり

ますよ。そこのところを整理していただきたいと思います。例えばＩＴの関係は、

ＩＴ戦略本部というのがありますから、総理が本部長ですから、そこで整理すれ

ばいいのです。これはどこがやる、これはどこがやると。 
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（塩川議員） デシジョンが必要なんだね。 

（片山議員） 基本的な政策をやるのはここでいいと思いますけれどもね。 

（本間議員） 片山大臣がおっしゃることはよくわかるんですが、ここで挙げられて

いる施策例というのは、横断的に複数の省庁に跨っているテーマが主体になって

いるわけです。そのときに、分類して分離して球を投げるということは現実的に

は極めて難しい。スピードを早くやるためには、そういうことができないが故に

プロジェクトを編成してやる。そして活性化の場合でも、地方から上がってくる

要望を横断的に、国の中にどういう具合に織り込むかというようなことが必要だ

という意見が前回もあったと思いますので、そのつなぎ役として、この方針を受

けて実体化をしていくというときには、権限を侵すということにはならないので

はないか。むしろ、その考え方をもう少し具体的に詰めながら、どういう具合に

下ろせばいいかということを議論するのであって、それは全く矛盾しないのでは

ないかという気がいたします。 

（片山議員） 私はそういうことを言っていない。横断的なことをここで決めるので

す。例えば、大学改革をどうするか、これは文部科学省が中心です。ほかの省も

関係あります。ＩＴをどうするか、今のＩＴモデル地区をどうするか。そういっ

たことをここで決めるけれども、幾らかそれの具体的な施策まで及んでもいいけ

れども、予算化については、それは各省にやらせなきゃいけないのではないでし

ょうか。政策はここで決めればいい。研究開発、税制かなんかも、そこのところ

の整理が必要。 

（平沼議員） 規制緩和というのは総理のもとにぴしっとしたものがあるわけです。

しかし、ここで大枠を決めたときに、それが連携をとって動きやすい、そういう

意味のプロジェクトで、何も予算までとかそういうことではないんです。一種の

タスクフォースみたいなものです。 

（片山議員） そうすると、何とか本部とここがプロジェクトチームをつくる、そう

いう意味ですか。知的戦略会議とプロジェクトをつくるとか。 

（塩川議員） 方針を決めたら本部に下ろしたらいい。 

（片山議員） 私はそういう趣旨のことを言っているのです。 

（塩川議員） そうしたら、本部で適当に案をつくってくる。 

（牛尾議員） 言っているのは同じことですが。 

（片山議員） 網羅的なことは難しいですよ。ねらい撃ちで大きい政策をやらないと

全部できませんよ。 

（竹中議員） 予算の要求とか執行、それは省庁がやるというのはおっしゃるとおり

なんだと思います。本部に下ろすという御指摘がありましたけれども、本部がな

いものをどうするかという問題があるんだと思うんです。それについては本部を

たくさんつくるわけにもいきませんので、何をつくるか、どこまでやるかという

のは、これは各大臣と御相談で、多分、官房長官に仕切っていただくんだと思い

ますが、そういうことの可能性も考えてよいのではないか、そういう御指摘なん

だと思います。そこは矛盾したらもちろん意味がありませんので、幾つかの省庁
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に跨ってしまうところは、担当者を決めてやれと言っても、パンとぶつかってし

まってなかなか進捗しないというのも事実だと思いますので、そこを調整役でや

るような推進プロジェクトというようなものも考えてはいかがかと、そういう趣

旨だというふうに理解しております。 

（塩川議員） それは総理の裁断で決めなければ、要するにガバナビリティになって

くるんでしょう。 

（片山議員） 大きく決めたらいいのです。 

（塩川議員） どこが担当だぐらいはぴしっと決めたらいいんですよ。 

（牛尾議員） 決めることが大事だと思うんです。 

（塩川議員） 決めることが大事なんです。 

（片山議員） 決めれば、その方向で行くんです。 

（塩川議員） 決めてこいというのはだめなんだよ。 

（片山議員） ヘッドクオーターがちゃんと決める。決めた後どう対処するか。 

（竹中議員） そこに決めるに当たっての若干の手助けをして欲しいというのが今の

有識者議員の意見なんだと思います。 

（塩川議員） それはそうです。 

（竹中議員） そういう趣旨だと理解をしております。 

（本間議員） 今、吉川議員や平沼大臣の方から前向きなお話が出ました。これにつ

いては、総論、各論とも皆さん賛成だということはよくわかるんですが、水をか

けるつもりは全くないんですけれども、各省庁が関連をしておりまして、エント

リーとエグジットみたいな話で、これから活性化をしていくときに、切り捨てな

ければいけない、退出させなければいけないような部分のところに自分の省庁が

関連をいたしますと、必ずしも整合的な態度がとられていないということは非常

に気になっております。そこをどういう形で推進していくのか。例えば中小企業

の問題でも、塩川大臣がおっしゃったとおり、前向きな形でこれから力をつけて

いこうという施策と、今の技術あるいは市場との関係の中で、本来退出しなけれ

ばならないものもあり得るんだろうと思います。そのときに、政策的な対応とい

うものが若干後ろ向き、あるいはそれに逆流するような、そういう部分が無きに

しもあらずではないか。特に官に近いところはそういう状況があり得るのではな

いかという具合に思っておりまして、その辺のところの政府としての整合性を今

後どうとっていくか。これは特殊法人改革とか、補助金政策とかいろいろな部分

に関連すると思いますので、ぜひそこら辺のところは議論を深めていくというこ

とが必要になってくる。 

（塩川議員） だから、中小企業といっても、生業の中小企業と技術を持って企業と

してやっているものと選別しろと。生業のところは退職金を出して、どうぞ静か

にしてくれないかというようなことをやったらいいんです。それをまともにどの

企業も同じように、税制もやろう、金融もやろうというから、2,000 万円もうち

ょっと買っておこうかとなってしまうと、焦げ付いてしまうと。あなたのところ

はじっとしていてくれないかと。その代わり退職金は１人当たり200 万、300 万

 19




平成 14 年第 12 回 議事録 

ぐらいの割で出すと、そういうことをやらざるを得ないですよ。その選別ができ

ないから、農業だってそうですよ、専業農家と兼業農家とごちゃごちゃしている

から何もできないんですよ。 

（牛尾議員） その選別は誰がするんでしょうか。 

（塩川議員） それは大臣ですよ。担当大臣ですよ。 

（奥田議員） 銀行じゃないですか。 

（塩川議員） 担当大臣が方向を示したら、銀行はそれに乗ってきますよ。 

（片山議員） 竹中さん、これにはいろいろ意見があるのです。これはまた別にやる

のですか。中間整理の議論について。 

（竹中議員） 今よろしいんじゃないですか。 

（片山議員） いろいろありますよ。いいですか。時間がないじゃないですか。 

（竹中議員） この方向に基づいて、各省庁を調整するというプロセスに入るという

ことだと思います。 

（片山議員） そうですか。これから調整するということですか。 

（竹中議員） この方向で。 

（片山議員） 今言ってもいいけれども、かなりありますよ。 

（竹中議員） 時間がありますので、調整のプロセスでお願いします。 

（塩川議員） エッセンスがこれじゃないですか。そうでしょう。簡略化したエッセ

ンスがこれだと、一緒でしょう。 

（牛尾議員） 一緒です。 

（片山議員） 意見を出して調整するわけですね。 

（竹中議員） はい。時間がありませんので、手短に奥田さん。 

（奥田議員） 今言われた中間整理の13ページの一番下のところに、（対内直接投資

の促進）というのが書いてあって、この一番下の行に「二国間の社会保障協定締

結」の促進ということで書いてあるんですけれども、これは何を言っているかと

いうと、年金保険料の二重払いの件なんです。これを取り組んでいるんですけれ

ども、非常に遅くて、ドイツとイギリスだけやって、あとは順番にやりますとい

う話で、この前、日加経済人会議でも、カナダが後ろにもって行かれて一体どう

してくれるんだと。いつになったらやってくれるんだということで、そんなに難

しい話ではないと思うんですけれども、こういうのはスムーズにどんどんやって

いかないと、総理が出られたときに、こんなものをやっていないというのは、そ

の理屈がいろいろ難しい。我々でも理解できないような理屈でして、はっきりし

た理屈でできないならできないということをはっきり言うとか、あるいは、やる

ものはやらせるとか、それは言っておかないといけないと思うんです。現在、聞

いてみると、カナダ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、こうい

うようなところは全部出しているわけですけれども、全部まだ待ちということで

すね。順番待ちというような感じなんですね。ここらあたりが対内直接投資とか、

そういうものも遅れてくるという原因ですから、これはひとつ総理から一遍かけ

ていただけば一番いいと思います。 
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それからもう一つ、日加経済人会議で、こんなところで申し上げるような話で

はないかもしれませんけれども、議題として、首相同士のお話し合いの中で出し

た話は、ＦＴＡの話と京都議定書、この２つについてはゆっくり総理とお話をし

たい。こういう話が向こうの大臣からございました。それだけお伝えしておきま

す。 

（片山議員） この事務局はどこですか。中間整理の。 

（竹中議員） それは内閣府の。 

（片山議員） 内閣府もちゃんと各省の意見を聞かなきゃだめよ。アウトソーシング

という言葉を使っているが、アウトソーシングは３か年計画で数値目標を決める

と書いてある。国も地方も数値目標を決めるのは無理。こんなことはできっこな

い。わからないでやっている。ちゃんと聞きなさいよ。今から言えといえば言い

ますけれども、我々はアウトソーシングをやると言っているのに、数値目標まで

決めて３か年で国も地方もやらせるなんてできる訳ないじゃない。国なんか全部

独立行政法人にして、81万人が33万人になるのだよ。よく相談に乗らなきゃだめ

よ。こっちはやると言っているのだから。 

（竹中議員） ありがとうございました。これは民間有識者議員の提案です。とりま

とめに際しては調整します。責任の主体を明確化しろという御指摘は大変重要だ

ったと思います。それと個別な話では、大企業や国の持っている技術の中小企業

への開放については、これは宿題であるということで、研究課題として御指摘が

あったと思います。また幾つかの中で、基本的な考え方と同時に目玉の政策を決

めるということが重要だと。その御指摘をぜひ踏まえて作業を深めたいと思いま

す。 

総理お願いいたします。 

（小泉議長） いろいろな議論はいいのであって、時期がくればきちんとした方針を

出しますし、それまでのいろんな議論が必要だと思っています。最終報告のとり

まとめ、これは６月中、サミット前、これを目標にとりまとめをするための議論

だと心得ていただきたいと思うんです。要するに、これからの日本経済の活性化、

競争力が強化されるということが必要なわけで、そのためにはグローバル経済の

中で視野が必要だと思います。全ての大臣が協力しなければ何もできませんので、

大きな方針が決まったらば、各省庁連携して各大臣の指導力によって進めていた

だきたいと思います。 

要するに人が大事であって、日本というのは資源がないけれども、ここまで発

展したのは人材、新しい言葉で「人間力」という言葉を使いましたけれども、学

校においても、企業においても、政治にしても、結局は人。人間力戦略というの

は、今、漠然としていますけれども、これについてもいかに人間が大事か、人材

が大事かという、人の能力、魅力が大事かということで、人間力戦略について、

もっと鮮明に上がってくるような議論をしていただきたいと思うのであります。

考え方としてはいいですよ。「人間力」、これはいい言葉だと思います。漠然と

しすぎるから、もうちょっとわかりやすいような、いかに人間が大事か、人が大
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事かということにおいて私は賛成です。 

また、推進プロジェクトチームがいろいろ設置されていますけれども、これは

総論、方針が決まったら、それぞれが協力して進めていく体制をとっていただき

たいと思います。さらに今まで決まったこと、大体異論がないなという点につい

ては、最終報告を待たずに関係大臣がすぐ着手できるように、それぞれの担当部

署に指示していただきたいと思っています。 

さっき、産業経済力、経済活性化の議論になると、必ず減税一色になるんだよ。

これは党の税調を見たって、景気対策、経済戦略になると減税要求ばかり。この

経済財政諮問会議は減税も大事だけれども、歳出と歳入、減税、両方を考えなき

ゃいけない。そこがこの諮問会議の非常に大事なところで、それを見て議論する。

今までどこも議論しないんだから。そうでしょう。ばらばらなんだから、そこを

総合して議論するというのが大事だから、よく心得ていただきたい。 

（塩川議員） 21日、30日と頼みますよ。 

（小泉議長） 議論は大いに結構。時期が来たら、ちゃんとした方針を示しますから。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、議事録等はいつものとおりにさせていただきます。次回は片山大臣

から御報告いただくことになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

（以 上） 

22



