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平成 14 年第 12 回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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．出席者 

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 塩川  正十郎 財務大臣 
同 片山 虎之助 総務大臣 
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 

（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介があった。 
 
○経済の活性化戦略について 
（竹中議員） 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たので、まず平

沼議員から御説明をお願いし、その後、有識者議員から中間整理の御説明をお願いす
る。 

（平沼議員） 簡単に御報告させていただく。まず、平沼提出資料を御覧いただきたい。
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
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秋から数次にわたり産業競争力戦略会議を開催し、検討を進めてきた。本日はその成
果としての経済活性化に向けての６つの国家戦略を提言する。 

   資料の４枚目。戦略の項目だけを簡単に述べる。１点目は、我が国の高付加価値拠
点化。２点目は、産業の再編を促し、競争力企業を伸ばしていくこと。３点目は、サ
ービス産業、新規産業創出を促進して、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う。 

   これらの戦略を総動員して、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である。その上で特に急がれる政策提言を２点申し上
げたい。 

   戻って、資料の１ページ目を御覧いただきたい。第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
う。 
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

切である。ここで挙げている 21 世紀をリードする４分野を中心に、世界最先端の研
究開発の拠点を創出することが大切である。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、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う。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、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、沈み込むところがある。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ある。これはアメリカでも 80 年代に顕著に行われた。
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う。 

   次に、第２点目の提言として、競争力ある企業を伸ばし、競争力のない企業が市場
からの退出を促すことがポイント。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。もちろん雇用を確保することは必要なので、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う。 

   これに関して、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。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
要である。第３に、チャレンジ旺盛な者を助け、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う。我が国に残された時間はそれほど長くない
と認識している。 
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、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と思う。 

（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りまとめに当たって」という資料に沿って、
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簡単に私どもの提案を説明させていただく。 
   まず、活性化戦略の問題意識であるが、日本経済はなぜ 10 年ほど低迷を続けてき

たのか。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０～１％くらいの成長しかないという。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
であると認識している。 

   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。１つは、
技術力を高めるということ。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
いうお話があったが、ルーテ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である。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ことが重要。ニーズは、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ことに尽き
ると思う。 

   そこで、具体的に、４ページ目「６つの戦略と 25 のアクションプログラム」とい
う形でまとめた。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
る。 

   例えば、「技術力戦略」。ここでは、知的財産権の保護が重要。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、これは政府にできるこ
とであり、政府がやらなければいけないということで挙げた。 

    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。「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。ここではそれを
「人間力戦略」という形で表現し、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いる。 

   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る。また、「動け！日本」プロジェクトは内閣府で進めている。 

   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。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ことだ。新しい技術も出てくる。社会のニーズ
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も行われなければいけない。これは５
番目に「地域力戦略」という形で表現した。ここでは具体的な施策として特区、また
具体的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、バイオマ
ス推進プロジェクトを挙げている。バイオマスは環境とか、エネルギーなどに非常に
大きく関わることだが、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と
いうことで、６番目に「グローバル戦略」。国内直接投資の促進が大切。また、ＦＴ
Ａの推進も改めて挙げている。以上が我々の提案である。 
次に、３ページ目、経済活性化戦略の進め方について。構造改革というのは、要は、

新しいニーズと新しい技術をきちんとつなげて、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。方向性としては、我々は、この提出資料に書いたことが
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正しい方向だと考えている。 
   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。経済活性化戦略の進め方であるが、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、知的財産戦略会議及び関
係府省が一体となって、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きたい。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て、片山大臣と福田
官房長官から資料が提出されている。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話をした。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いるが、現状は都市部への集中で、むしろ地域
的に格差が拡大している。この際、電子自治体という構想を利用して、地方団体の内
部事務を共同化してアウトソーシングし、地方における民間ビジネスの拡大を図りた
い。 

   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。
３つの目標を一遍に達成したい。 

   ２ページ目、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、その施策の経済効果としては、データセンター等の運営を行う地元
ＩＴ企業を中心に、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での需要の効果。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らず、基
本となるソフトウェアの開発やハードウェアの提供等、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

兆円だが、内訳は構築効果が約 7,000 億円、平年度の運用による需要効果が約 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約１兆 8,000 億円、平年度需
要効果が約 7,000 億円。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のではないか。 

   波及効果については、いろんな見方があるが、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・届出等の資料作成ソフトの導入等で民間企業のＩＴ
化が進むことと、学校における教育コンテンツの充実が非常に大きい。もう一つは、
電子自治体ではなくて電子町内会、既に幾つかの市で実験的に試みているが、ＩＴ活
用によ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と見込んでいる。 

   ２つ目はＩＴ特区、すでに規制緩和特区的な議論が多いが、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、
ソフトに相当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、
その地区だけ緩和することは果たして可能かという議論があるので、施策の展開、集
中、優遇を行う。 
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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。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、先行
的整備を図る。 

   その他、ＩＴのアプリケーション・サービス実験の集中展開を行う。これは国が民
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。全国で余り多くなく、何ヶ所か試験的に行えばどうか。 

   ３つ目は、統計局は情報、統計等相当なストックを持っており、貴重な知的インフ
ラとして、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 」という名前があるが、現行の膨大な統計データ
提供をやっていく。 

   現行の問題点は、調査結果の地理的把握が現在困難で、各府省のホームページ内に
分散していること。これをまとめるため、１つは統計ＧＩＳプラザをつくり、いろん
な地域統計を提供して、企業の事業展開を支援する。もう一つは、統計データ・ポー
タルサイトで、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。来年度中に統計センターが独立行政法人になり、独立行政法人として民
間と協力してやったらどうか。場合によっては、お金を民間にも御提供いただきなが
らやる。 

   １つの例を次に書いているが、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
り暮らしの老人は濃いところで 30％以上、薄くなって５％未満。こういう情報が得
られれば、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がわかる。下に、岡山市の地域的な持ち家率
が小さくあるが、これも地図の上に書いたもので、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。わずかな金で短期間でできる。こうやれば、民間
が検索してもらえば情報が入ってくる。これがＧＩＳプラザ。 

   次に、汎用的な統計データ・ポータルサイトとして、例えば総合ガイド機能として、
食品の場合、情報をダウンロードすると、食品に係るマーケティング戦略の立案に活
用できるのではないか、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か。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
活用されておらず、これを活用することが、地味だが、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かと考えている。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
（小泉議長） わかりにくいところがある。アウトソーシングは民間委託とか民間参入だ

が、バックオフィスとは何か。 
（片山議員） バックオフィスは内部管理事務で、財務会計とか、予算。 
（小泉議長） わかりやすく表現してもらわないと。地域の人がわかるように書いて欲し

い。何故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のか。 
（片山議員） 私も総理と同じ考えだが、これでも役所は抑えている方です。 
（小泉議長） 直訳でなく、日本語で訳すべき。インキュベーターだって、ふ化と言った
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ってわからない。アウトソーシングなんて使う必要はない。民間委託なり民間参入促
進でいい。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なっている。日本語でやらないのは、うけるとか、斬
新さがあるとかで、それは日本語では必ずしもカバーできない部分がある。 

（小泉議長） それは英語を読んで直訳するからで、日本独自のことを考えないと。もっ
とわかりやすく。役人だけでなく、住民に向かって説明しなければならない。国民参
加でないとどうにもならない。バックオフィス業務は、よく説明してくれないと分か
らない。私がわからないのに、町内会の人たちはわかるのか。 

（塩川議員） 本当に僕ら置いてきぼりをくっている。 
（竹中議員） それでは、福田官房長官。 
（福田議員） 私から報告するのは、４月の下旬に男女共同参画会議の影響専門調査会で

検討した「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。
これは中間報告で、男女共同参画の視点から現行の制度を検討している。言ってみれ
ば、暮らしの構造改革の分野の話。 

   まず、なぜ税制などの見直しが必要なのかという背景だが、高度経済成長の過程で
都市化・雇用者化・小家族化が進展した。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・慣行が形成されてきた。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、家庭でも主婦の就業が増大した。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
れている。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っている。
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、
いわゆる 103 万円問題などが出てきている。制度・慣行の見直しが必要不可欠だ。 

   高度経済成長の時代には、家庭と地域社会の姿も変わった。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た。これに対処す
るためにも制度・慣習の見直しが必要。暮らしの構造改革が必要になってきたゆえん。 

   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」として、
６つ掲げている。家庭、企業、国、各レベルでの豊かさにつながるもの。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。７）
のような家族の結びつきを弱めるという批判もあるが、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いる。更に、国際比較をする
と、女性の労働力率が高い国ほど出生率は高い。我が国は両方とも最低レベル。これ
が批判に対する反論。 

   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る。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。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、非常におかしな調整が行われている。 

   ３ページ目は、税制・社会保障制度・雇用システムの改革の方向。この３つは密接
に絡んでおり、一体として取り組むことが不可欠。 

   まず税制だが、配偶者控除と配偶者特別控除は縮小または廃止すべきだ。ただし、
控除を廃止・縮小するのみでは納税額は純増する。他の方法で対応、税の減額が必要
だ。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）の中
では日本だけ。 

   次に、公的年金だが、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ある。制度の改革は個人単位化を進めることが基本。具体的には
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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、いわゆる掛け捨て問題がな
くなるようにすべき。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。 

   最後に、雇用システム。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
給基準にしている。基準が 103 万円の企業は８割で、その見直しを促すためにも、
税制などの見直しが必要。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
ている。ワークシェアリングの議論もその一つで、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。 
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。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、６月に向けた当面の進め方について。
これを念頭に置いて議事を進めていただきたい。総理から御指示を受けているように、
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。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
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。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。今月中に３回、６月に入った
ら、とりまとめ案の審議を始め、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。 

   それでは、経済活性化について自由に御議論をいただきたい。 
（塩川議員） 平沼大臣が提案された産業構造改革に向けた緊急提案については、私も前

から主張していた。これを本当に政策として決定してもらいたい。そのために金融や
税制とか、特に規制緩和について、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、行政のベースに乗せてもらいたいと思っているので、
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る必要がある。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う。 

   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う。この方向について
も、この際、決定し、その準備を今からやっておく必要がある。 

   それから吉川議員のおっしゃったことは確かにそうだと思うが、項目があまりに多
い。行政ベースにすぐに乗せるもので、どこが担当したらどうだという具体的なセッ
ティングを考えていただけないか。特に国際競争力のある大都市再生というのは、都
市再生本部へすぐに下ろしてもらったら結構だ。あるいは総合科学技術会議で白川議
員が中心になって先端的技術をやっておられるが、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を出してもらって、具体的に担当する各省が８月末の
概算要求にどう結びつけていくか。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る。ぜひお願いしたい。 

   特に平沼大臣の提案の中に出ていた、産業活力再生特別措置法の抜本的改正。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
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と出てくるものだから、こういうのはどこをどう変えるのか、具体的なものを出して
もらうようにしてほしい。そのことは概算要求に影響してくる。 

   それから、片山大臣提案のＩＴ関係だが、私はＩＴ関係は詳しくないが、行政シス
テムとしてはどこがどう担当してやっていくかということを教えてもらいたい。 
最後にひとつ私がお願いしたいのは、吉川議員が最初に、技術が一番大事だとおっ

しゃったように、これからは大企業の時代ではなく、中小企業の時代だと思う。技術
が特化して、先端技術へ行けば行くほど大量生産の時代ではない。これからごく少数
特注生産の時代になってくる。中小企業者の会合に行ったら、政府が持っている膨大
な技術を開放してほしいと、こういうことを言っている。 

   例えば、東大阪市の中小企業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。それは 70 センチ角ぐらいの人工衛星で、そろそろヨーロッパへ輸出する。
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が、なかなかできない。 

   それからロケットの第２段を扱っている人がいるが、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言っている。今度、ものづくりセンターをつく
るので、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
らえないか。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。 
今も大企業は接触しているが、中小企業は遮断されている。宇宙のロケットのパイ

プをやっている会社が、大企業から技術をもらっていて、高いものになってしまって
いる。技術が独占されている。技術の開放、中小企業に指導する方法をぜひ経済産業
省の方で考えて欲しい。そういうことを私からお願いしたい。 

   岡崎にも研究所があるが、あれはどこと関係性があるのかな。 
（奥田議員） 愛知県の岡崎にある分子の研究所が大変な技術を持っていますね。 
（塩川議員） 中小企業者は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る。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。 

（竹中議員） 牛尾議員。 
（牛尾議員） 政府系の研究所と大企業の提携関係は順調にいっているが、中小企業は本

当にないに等しい。地方大学と地方経済とのクラスターはある。大学の特許問題等の
制度はあるが、共同研究的、特許研究的なものは中小企業では難しいと思う。別途議
論する必要がある。 

   男女共同参画会議の提案は、21 世紀を示唆する大胆な問題提起だ。これを基にこ
れからの国づくりの基本計画をつくることは全面的に賛成をしたい。 

   それから、ＩＴとか通信の分野には本当に片仮名が多い。直訳ではだめなので、適
切に翻訳しないといけない。そういう問題は別にして、我々に求められている歳出削
減と、電子政府や本日提案のあった様々なＩＴの問題は直接関係しており、具体的に
検討すべき。 

   経済活性化戦略の進め方としては、本日提出した「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、「以上の中間整理を踏まえ、総合科学技術会議、男女共
同参画会議等の協力を求め、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」と書いている。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月中旬ぐらいには事務的
に下ろせるようにしたい。 

（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。 
（牛尾議員） ４ページに示した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。それを事務的に整理し、流れが明確になるように６月のサミ
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ット前までに仕上げる。 
   経済活性化というのは、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

くする側面があるが、一方では弱い人や中小企業の問題がある。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、中小企業問題となると、「個人保証の上限設定」
や「倒産法制、産業再編法制等の整備」などがある。また、「動け！日本」プロジェ
クトでは、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す。プロ
グラムにある「聖域を排した民業拡大」は主に中小企業が対象であり、中小企業対象
プロジェクトとして、中小企業を助ける視点からまとめていく。 

   ６月中旬に、これらの政策を内閣が推進することが決まれば、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推進することも一
つの方法だと思う。 

（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か。 

（牛尾議員） はい。 
（塩川議員） ホールディング・カンパニー方式だから、担当をきちっと決めないといけ

ない。 
（牛尾議員） 同感です。 
（塩川議員） それによって、規制緩和や税制で具体的なことが出てくる。 
（牛尾議員） 複数の省庁に跨っても責任がある官庁を決めないといけない。 
（塩川議員） それをこの会議で決めてもらう。 
（速水議員） 参考までに述べたい。構造改革がどの程度進んでいるのか、日銀の支店を

通じて調べさせた。その結果をみると、構造改革は思ったよりも進んでいる。規制緩
和で新規参入が増えてきたとか、環境・介護という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いる。具体的な例としては、タクシー会社が路線
バス事業に進出してくるとか、コンクリートの型枠もリサイクル可能なものが売られ
始めているとか、中古住宅をリフォームして再販したり、企業の独身寮を改造し、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など具体的にうまくいってい
る例が色々ある。それから、技術面では燃料電池の研究をしているとか、ほかにも産
学共同の例などが多々ある。また、自治体の中には、ベンチャー支援のため、法人事
業税、不動産取引税を最大９割カットする例もある。 
今後、一層大事なことは、地方での事業を活性化し、また、海外から入っている事

業をもっと活用できるように、さらに規制緩和を推進することだ。 
（片山議員） 不動産取得税や法人事業税と言われたけれども、税の９割カットの例が本

当にあるのだろうか。 
（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があったが、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
し、そのうち半分は３年以内に達成しようとか、そのうち 100 を１年以内でやろうと
いうことでまとめ、既に手をつけている。 
今回の提案は、技術力、イノベーション、技術革新を中心に新たな競争力をつけて

いこうという視点で６つの提言をまとめた。牛尾議員が言われたように、大分重複し
ているところがあるので、すり合わせたい。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、各省庁協力し、目標を設定して、それを達成していくことは
必要だと思う。 

   それから、経済産業省には 12 の研究機関があり、産業技術としてはすばらしい技
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術蓄積がある。それを中小企業にうまく生かさないといけない。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
出している。それとは別に、特許問題等いろいろあるが、政府系研究機関が協力でき
ることは協力してタイアップするという視点は必要だ。検討させていただきたい。 

   日本の企業は 500 万社ぐらいあり、99.7％が中小企業。日本経済の基盤を支えてい
るのは中小企業だといっても過言ではない。その意味で中小企業対策を盛り込むこと
は大切な視点。それから、私どもは何も全部の企業を潰せと言っているのではない。
同じ企業の中でも良いところを伸ばし、悪いところは切り捨てる。そういう選択と集
中が必要だ。そのためにも産業再生法を退出と拡大がうまくできるような仕組みに早
急に作らなければならない。 

（塩川議員） アイディアとして申し上げたい。例えば、先ほどお話した宇宙開発事業で
人工衛星を輸出している中小企業などでは、宇宙開発事業団のＯＢを活用したいとい
う。そういうＯＢを活用できるように連絡がつくような機関をつくってくれないだろ
うか。 

（平沼議員） 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。それが空洞化に拍車をかけている面もある。 

（塩川議員） 斡旋のための機関を考えていただけないか。 
（平沼議員） 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。 
（竹中議員） 次回以降、担当大臣が出席いただいたときにそういう議論も是非行いたい。 
（片山議員） スケジュールの関係で、６月のサミット前までに、経済運営や経済活性化

の基本的な考え方、また 15 年度予算や税制の基本について、当面か 15 年度かはとも
かく、基本的な考え方を整合的にまとめなければならない。 
それから、大きな目玉政策はここで決めないといけない。例えば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など。 
決めたものの具体化は行政ベースで各省の責任を決めるべき。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。各省の関係、党の関係、他の本部や会議との関
係。基本的な考え方や目玉政策をここでやや具体的にきちっと決める。行政ベースの
話までここでやるのはちょっと手に余るのではないか。 

（牛尾議員） ここでやるのではなくて、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。 

（片山議員） 政策を決めることはやるべきだが、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る。各省の主体性を侵すことになると、なかなかうまく
いかない。 

（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。 
（片山議員） そこを整理しないと、船頭が多くなって訳がわからなくなる。例えば、Ｉ

Ｔの関係はＩＴ戦略本部があり、総理が本部長ですから、そこで整理すればいい。 
（塩川議員） デシジョンが必要なんだね。 
（本間議員） 片山大臣の御意見はわかるが、ここで挙げている施策例は、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。これを、分類して分離することは現
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。活性化の場合でも、地方からの要望を横断的に、国
の中に織り込むというようなことが必要だという意見が前回もあったが、そのつなぎ
役として、この方針を実体化するときには、権限を侵すことにはならないのではない
か。 
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（片山議員） そういうことは言っていない。横断的なことをここで決める。例えば、大
学改革は他の省庁も関係するが文部科学省が中心。ＩＴをどうするかなどは、ここで
決めて幾らかは具体的な施策まで及んでもいいが、予算化については各省でやらなけ
ればならないのではないか。そこの整理が必要。 

（平沼議員） 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ありません。一種のタスク
フォースみたいなもの。 

（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という意味
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） 網羅的なことは難しい。ねらい撃ちで大きい政策をやらないと全部できな

い。 
（竹中議員） 予算の要求とか執行を各省庁がやるというのはおっしゃるとおり。本部に

下ろすという御指摘は、本部がないものをどうするかという問題だと思う。本部をた
くさんつくるわけにもいかないので、何をつくるか、どこまでやるかというのは、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う。複数の省庁に跨っ
てしまう場合は、そこの調整役として推進プロジェクトのようなものをという趣旨だ
と理解している。 

（塩川議員） それは総理の裁断で決めなければ。ガバナビリティだ。 
（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） そこを決めるのに若干の手助けをして欲しいというのが有識者議員の意見

です。 
（本間議員） 吉川議員や平沼大臣の意見に関し、総論、各論とも皆さん賛成だというこ

とはよくわかるが、各省庁が関連し、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が自分の省庁に関連してくる
と、必ずしも整合的な態度がとられていないことが非常に気になっている。そこをど
ういう形で推進していくのか。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。 

（塩川議員） 中小企業でも、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
とを選別しろと。そういうことをやらざるを得ない。いろいろなところに手を出すか
ら焦げ付いてしまう。農業だって、専業農家と兼業農家がごちゃごちゃしているから
何もできない。 

（牛尾議員） その選別は誰がするのか。 
（塩川議員） 担当大臣が方向を示したらいい。 
（片山議員） 中間整理の議論について、別途行う予定はあるか。 
（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。 
（奥田議員） 中間整理の 13 ページの下に、（対内直接投資の促進）というのが書いてあ

り、この一番下の行に「二国間の社会保障協定締結」の促進とあるが、これは年金保
険料の二重払いのことを言っている。これは、取り組んでいるが非常に遅い。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になっている。先日の日加経
済人会議でもいつになったらやってくれるんだと。こういうのはスムーズにどんどん
やっていかないといけない。こういうのが対内直接投資とか、そういうものが遅れて
くる原因だと思う。 

（片山議員） 内閣府もちゃんと各省の意見を聞かなきゃいけない。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。こんなことはできっこな
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い。我々は、アウトソーシングをやると言っている。国も独立行政法人化で 81 万人
が 33 万人になる。数値目標を決めるのは無理。その目標で３か年で国も地方もやら
せるというのは、できるわけがない。よく相談に乗らなきゃだめだ。 

（竹中議員） これは民間有識者議員の提案だ。とりまとめに際しては調整する。責任の
主体の明確化は大変重要だ。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
があったと思う。また、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、お願いします。 
（小泉議長） 時期がくればきちんとした方針を出します。それまではいろんな議論が必

要だと思います。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。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
の中で視野が必要です。全ての大臣が協力しなければ何もできない。大方針が決まっ
たら、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。 

   要するに人が大事。日本は資源がないが、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、漠然としているが、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。考え方とし
てはいい。「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
っとわかりやすく。いかに人間が大事か、人が大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るが、これは総論、方針が決ま
れば、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。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。 

   経済活性化の議論になると、必ず減税一色になる。党の税調を見ても、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が、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。
今までどこも議論していない。そこを総合して議論することをよく心得ていただきた
い。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
 

  （以 上） 
 


