
平成 14 年第 23 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 23  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年８月 28 日（水）16:34～18:55 

2．場所: 官邸大会議室 

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 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 石原 伸晃 行政改革・規制改革担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)制度・政策改革集中審議について 

(2)その他 

3．閉会 

（改革案） 

○片山議員提出資料 

○平沼議員提出資料 

（関連資料） 

○今後の「地方税財政制度改革」の検討に当たって（塩川議員提出資料） 

○集中審議用参考資料（研究開発プロジェクトの見直し関連 有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 それでは、ただいまから今年23回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 
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（報道関係者退室） 

（竹中議員） 本日は７月19日の閣僚懇談会におきまして、総理から関係大臣に対し

て御指示のありました改革案につきまして、関係大臣からそれぞれ御説明をいた

だき、議論をしたいと思います。 

本日は片山大臣と平沼大臣に御説明をお願いしておりますが、規制改革担当の

石原大臣にも臨時議員として御参加をいただいております。なお、参考資料とし

て、「基本方針2002」の本体、同方針から今回の集中審議に関連する部分を抜粋

した資料及び７月23日に総合規制改革会議がとりまとめました「中間とりまとめ」

を席上配布しております。 

なお、牛尾議員は所用のため本日は欠席でございます。 

○制度・政策改革集中審議について（片山大臣）

（竹中議員） 今回の審議は、言うまでもありませんが、トップダウンで制度と政策

を根源から改革するということ、大臣のイニシアティブによるトップダウンで改

革を進めるということ、さらに可能なものについては平成15年度予算にも反映さ

せるように努力すると、この２点が特に重要ではないかと思います。 

それでは、時間が大変限られておりますので、御説明は難しいとは思うんです

が、時間は20分ということでひとつよろしくお願いを申し上げます。 

片山大臣、よろしくお願いします。 

（片山議員） 私どもの方から縦長と横長を出していて、縦長が要約ですが、要約の

方が分かりにくくなっていますので、要約でない方でやらせていただく。字も大

きくしてありますし、横長を見てください。 

まず 初に、規制改革等による経済の活性化です。電気通信事業における新た

な競争政策の確立、「電話の時代」から「ＩＰ・ブロードバンドの時代」になっ

たと。１枚めくっていただきますと、従来の電話網は、交換機から加入者交換機、

中継交換機と、こういうことになっておりますが、ネットワークのＩＰやブロー

ドバンド化で真ん中のようになります。インターネットは、情報を伝送しやすい

単位まで分割し、それぞれをあらかじめ設定せずに大変効率的に流す。そうしま

すと市場の構造変化で多様なビジネスモデルが、そこにありますように、インタ

ーネット網を活用した電話サービス、ＩＰ電話でもう既に始まっておりますけれ

ども、または映像・音声等の収集・配信するサービスや課金・認証サービスが生

まれる。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、したがって、

具体的な制度改革の方向としましては、電気通信事業が今は一種、二種に分かれ

ておりますけれども、この事業区分を廃止いたします。そして大幅な規制緩和と

いうことで、一種は許可制で二種は届出になっておりますが、一種の許可制を廃

止しまして、登録又は届出制、どちらがいいか今検討しておりますが、どちらか

にいたします。また、事業変更に係る許可制も廃止します。それから一種事業の

合併・分割・譲渡に係る認可制も廃止。いずれも、届出か登録制に移行します。

または料金等のサービス提供条件についても、現在は約款によって決めるように
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なっておりますが、当事者間の相対取引にいたします。また、料金・契約約款の

作成・公表義務も原則廃止します。ただ、こういう規制緩和を行いますけれども、

重要通信、災害や有事の際や、または安定的な電気通信サービスの提供を確保す

るため、技術基準適合性等のチェックはさせていただく、こういうことでござい

ます。それから、次のページでございますが、こういう規制改革、規制緩和をや

りながら、同時に、様々な面でＩＴ化の促進を図るためにＩＴネットワーク化投

資促進税制を創設いたしたいと考えています。これはハードだけでなくて、ソフ

トウエアを含む減税措置を税制改正として要望いたします。中身によりますけれ

ども、減税規模は5,000億円ぐらいになるのではないかと考えております。同時に、

ＩＴビジネスモデル地区の指定をいたしたい。これは地方自治体が望めば、特区

とダブるということはあり得る訳であります。構造改革を目指す特区とダブると

いうことはあり得る、こういうことでございます。 

それから、総理からいただきました宿題の総人件費の抑制でございますけれど

も、国家公務員の定員につきましては、３行目に書いてありますが、御承知のよ

うに、府省再編以降、10年間で25％の純減ということでございますが、この25％

の中には独立行政法人化も含む、この辺が手品の種でございまして、実質的な中

身は、新規増員の抑制と独立行政法人化などにより10％は計画的に削減する。例

えば、そうなりますと国立大学は12万6,000人、その他が約７万人という予定でご

ざいまして、国家公務員は非現業・現業あわせて84万1,000 人でございますけれ

ども、郵政現業を除くと54万4,000 人。さらにそれが真ん中の「・」のようにな

ります。そういたしますと、中央省庁は公権力の行使等に当たる公務員しか残り

ませんので、定員縮減は大変困難になりますが、さらに事務・事業の減量、効率

化を目指して定員を切り込んでいく。これは10年間で25％、少なくとも10％の計

画的削減でやらせていただきたいと思います。それから給与でございますけれど

も、次のページ、人勧にありましたマイナス2.3 ％、これは初めて俸給や扶養手

当を引き下げ、期末手当も引き下げると、こういうものでございまして、４年連

続でマイナスでございますし、一人当たり平均15万円の減額でございまして、こ

れを完全実施いたしますと、一般会計で2,300 億円程度の節減になります。給与

は人勧の完全実施という形でやらせていただきたいと思います。そこで、退職手

当ですが、退職手当は、今の考え方は功労金でございまして、これは給与ではな

いのです。勤務条件ではない。したがって、これは人事院でなくて私どもの方の

所管です。そこで、これは５年ないし６年ごとに民間の実態調査を踏まえて見直

しを行っております。ただ、水準是正をしたのは昭和56年ですから20年以上前に

なります。そのとき、退職手当を10％カットして以降やっておりませんが、それ

は調査しても官民の格差が出ないと、こういうことでやってこなかった訳であり

ます。現在調査中でございまして、今回は格差の数字が出ると思いますので、そ

の結果を踏まえて、国家公務員の退職手当をカットいたしたいと考えております。

二十数年ぶりでございます。次のページは地方公務員の定員、給与でございまし

て、国の給与改定に準じて地方団体も見直しを行うよう指導をしておりまして、
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同じように行いますと、本年度4,520 億円程度の人件費の減額になります。また、

これ以外に独自で実施しておりますものが下の方に参考で書いておりますけれど

も、約900 団体、その抑制額は1,100 億円程度でございます。引き続き、こうい

うことの指導、情報提供を行いたいという訳でありまして、見ていただきますと、

一般職の給料の削減は18団体、東京や神奈川や鳥取や京都市がそのように行って

おります。管理職手当は30団体、三役の給料・期末手当の削減は35団体でありま

す。 

それから次が地方行政制度の改革でございまして、自己決定・自己責任の原則

に基づいた自立的なシステムを構築したい。１つは合併の推進であります。その

上に合併による市町村再編を踏まえて、新しい仕組み、都道府県のあり方、小規

模市町村のあり方を考える。それから、「地方にできることは地方に」という総

理の方針のもとに、国と地方の役割分担の見直し、適正化でございます。 

市町村合併でございますけれども、これは12年12月の行革大綱で決めましたも

のは、与党３党の言う1,000を踏まえる。現在、市町村は3,218 でございますが、

17年３月までにこれを目標に進めると、こういうことでございまして、現在、２

の方に書いてありますように、約８割の市町村が合併を検討いたしております。

そのうち、２の３つ目の「・」にありますように、150 地域652 市町村、約２割

の市町村が合併重点支援地域になっており、これは合併に移行する地域でござい

まして、スタンバイの状態になっているという訳であります。また、機運の醸成

や関係省庁連携による支援を行いたいと思っておりまして、一番下にありますよ

うに、８月30日に第５回の本部を開きまして、支援策を現在の57から80項目に拡

充したいと考えております。 

それから１枚めくっていただきまして、市町村再編後の地方自治体のあり方で、

基礎的自治体で合併できない小規模市町村についてどうするか。これは申し訳な

いのですが、それだけの能力も財政力もありませんので、その仕事の補完を県が

行うか、隣の大きな市がやるか。こういうことを含めて規模に応じ、能力に応じ

て権限、あるいは財源等の差を付けていく、多様な選択的な市町村制度にしなけ

ればならないと思っております。大都市のあり方では、これは大阪市等が言って

おります特別市、都道府県から独立した特別市という考え方があります。現在の

政令市はほぼ都道府県並みでございますが、独立しておりません。これを、昔一

時ありましたが、特別市制度を考えるかどうか。それから都道府県のあり方では、

市町村合併が進んだ後は、都道府県の再編が次の課題になる。合併なのか、道州

制なのか、府県連合なのか、こういうことについて第27次地方制度調査会で検討

をお願いしておりまして、諸井さんが会長でございますが、来年３月までに中間

報告を取りまとめていただきたいと思っております。 

それから次のページは、国と地方の事務分担の見直しでございまして、西室さ

んが議長でございます地方分権改革推進会議で今御検討いただいており、既に中

間報告をいただいております。更なる国と地方の役割分担の見直しや適正化、市

町村ができることは市町村、次いで都道府県ができることは都道府県、都道府県
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も市町村もできないことは国がやると、こういうことでございまして、それによ

って縦割り行政から脱却して総合行政にする。事業見直しの方針は、そこにあり

ますように、国の関与・規制の廃止、事前から事後への転換。同種の事務事業の

統合、例えば保育所と幼稚園、集落排水と公共下水道、合併浄化槽。または補助

金等の廃止。国の決定について地方が意見を言えるような仕組みの確保等が現在

検討されております。 

次が地方税財政制度改革でございますが、これはかつて申し上げましたが、そ

こにありますように、地方歳出に対する国の関与を縮減する、それから歳入面で

は地方税中心の体系を構築すると、こういうことでございまして、国庫補助負担

金と税源移譲と地方交付税を三位一体で改革をする。それによって国税、地方税

の比率を１：１にしていただくということでございまして、具体的なことをそこ

の四角の中に書いてございます。地方交付税の見直しだけ先行することはできな

い。今、既に財政には大きな穴が空いておりまして、国の方は赤字国債を出して、

交付税特別会計にキャッシュを入れていただいております。地方の方は赤字地方

債を発行させている。それが落ちついた段階で、私は地方交付税の減額、税源移

譲と、こういうことではないかと思っておりまして、第一段階は、国の補助金、

負担金の大幅な廃止・縮減による税源移譲だと思っております。 

それから次のページは、国の補助負担金の抜本的見直しでございまして、そこ

にアンダーラインを引いておりますものは、地方分権推進委員会が既に勧告した

考え方でございます。例えば、経常経費に係る奨励的補助金は原則として廃止・

縮減。国家補償的性格を有するものや地方税の代替財源の性格を有するもの等に

ついては、これは残さざるを得ない。それ以外は速やかに廃止し、一般財源化。

投資の奨励的補助金も原則として廃止・縮減。次のページにありますように、災

害に対するものは除く。負担金につきましては、我々としては、経常、投資とも

に、これを見直し削減していく、こういうことが必要ではなかろうかと思います。

この経常経費の負担金で一番大きいのは義務教育の先生方の人件費でございまし

て、これは３兆1,000億円あり、負担金・補助金の中で一番大きい。こういうもの

も一応視野には入れておるということでございます。それから投資の方は、修繕・

局部的改良に対するものや少額なもの等は廃止するという提言がございます。そ

れ以外についても見直しを進めるということでございまして、これは総理の指示

で地方分権改革推進会議で10月まで案をつくってもらって、年末の予算編成の際

に 終的な結論を出す。そして来年の６、７月頃までに工程表を作り、それを３

年ないしは４年で実行していくと、こういうことを今後の進め方で書いておりま

す。 

それから、地方税制の改革につきましても、既に申し上げましておりますが１：

１を実現させていただく。そして、具体的には何を国から地方へ税源移譲するの

かと言いますと、所得税から個人住民税に、そして個人住民税をこの際思い切っ

て所得スライドではなくて、10％の比例税率とする。スライドにしない。次に、

地方消費税が今１％でございますが、１％引き上げて２％にしてもらうと、こう
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いうことでございます。それから、応益性の空洞化への対応でございますけれど

も、法人事業税への外形標準課税、これは増税ではありません。税収中立で、中

小企業については、18年度から20年度まで３か年は外形標準を４分の１にして、

21年度から２分の１にする。全部外形標準にするのではなくて、２分の１の外形

標準課税を 終的な目標にする。しかも18年度から実施します。４年後にやる、

しかも４分の１でスタートすると、こういうことを考えております。大企業は16

年度から18年度までが４分の１、19年度から２分の１にするということでござい

ます。次に個人住民税における諸控除や均等割の見直しについて、控除について

は所得税の各種の控除との関係がございますが、そういうこともあわせて見直す。

均等割についても、これを増やしていくこと等を含めて見直していくということ

であります。固定資産税は市町村税の大宗でございまして、現行の負担調整措置

は維持しながら税負担の均衡を図っていく。市町村によってかなりばらつきがご

ざいまして、これを均衡化していくことが必要ですし、その課税標準額の上限は

７割に揃えていこうと考えております。課税自主権の尊重で、法定外税には普通

税と目的税がありますが、これについて様々な要望がございますが、この同意要

件について少し規定が古くなっております。そこで、この際、明確化する必要が

あるのではないかと考えております。 

それから地方交付税でございますけれども、総額の確保は是非お願いいたした

いということでございまして、それから算定方法の見直しについての宿題をいた

だいております。そこで、国の関与の廃止・縮減に対応して、算定の簡素化をい

たしたいと考えております。特に国が委員会や審議会や職員を必ず置けというよ

うに必置規制をいたしておりますものを、この見直しを行えば、それについての

交付税額は、現行ではそれを個別に把握して算定して基準財政需要に入れており

ますけれども、これが簡素化されます。また国庫補助負担金が減ってまいります

と、これも個別の補助負担金の地方負担額を入れておりますから簡素化できると、

こういうことでございます。 

それから次のページで、事業費補正の見直しは本年度から既に始めておりまし

て、約１兆1,000億円につきまして振り替えて半分にいたしております。単独事業

につきましては、今まで地域総合整備事業債は交付税措置をしておりましたが、

これを廃止いたしまして、地域活性化事業というものに限定して交付税措置をす

るということにしております。段階補正につきましては今年からやっておりまし

て、３か年で2,000億円カットしたいと思っております。さらに、留保財源率で税

収確保のインセンティブを強化するために、当面都道府県について５％引き上げ

ることを現在検討いたしております。これを引き上げる場合には基準財政需要額

を縮小、すなわち減額しなければなりませんので、市町村の場合には数が多く財

政状況もばらばらで技術的に大変難しいということでございまして、やるとすれ

ば、都道府県について５％引き上げるかなと考えております。 

それから、地方歳出の見直しが次のページでございますが、地方財政計画の規

模の抑制については、国の歳出を見直していただきますと、全体の地方財政計画
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の歳出の抑制になる。そこにありますように、地方の歳出のうちの教育、社会保

障、公共投資が68％、これは全部国の補助などに絡んで国の影響下にある訳であ

りまして、国の歳出の方がどうなるかによって大変な影響を受けるということを

書いております。 

それから次のページは、給与関係経費の抑制でございまして、増員は 小限度

に抑制、計画的に削減する。そこで、国家公務員に準じまして給与水準を下げる

訳でありますが、定数につきましても毎年度一般職員の１％ずつ削減いたしてお

りまして、平成13年度から17年度までの５か年で約５万2,000 人を削減する予定

であります。地方単独事業につきましては、12年度以降ずっと抑制いたしており

ます。国が０のときも▲4.1％、13年度も▲5.4％、本年度は国が▲10.7％で地方

単独が▲10.0％といたしておりますが、来年度は国が▲３％のようでありますけ

れども、これをどのぐらいにするか現在調整中でございます。ハコものの投資は

厳に慎むことにいたしておりまして、基本的に認めない。インフラ整備を中心に

するという考えであります。 

次は、地方行政サービスの民間委託等で、これも宿題にございましたが、この

委託を更に徹底いたしたい。「具体的方針」のところに書いてありますように、

市町村事務である一般ゴミ収集は77％、し尿収集は76％を今外注いたしておりま

すが、更にこれを拡大してまいります。また、公の施設の管理は、現在は公的な

法人しかできませんが、制度を直して株式会社など民間でもできるようにしたい

ということでございます。さらに、電子自治体において、共同化、アウトソーシ

ング化を積極的に推進してまいりたいと考えております。 

次のページにそれを書いておりますが、そこにありますように、もっと多くの

市町村の事務を標準化し、共同化してシステム開発を行い、それを外注する、ア

ウトソーシングするという訳でございまして、運営はデータセンターに任せ、地

元のＩＴ企業にやってもらうということでございまして、これを大学や試験研究

機関、専門的コンサルティングに応援してもらう、さらには全国的なハードウエ

アやソフトウエアの提供企業にも連携してもらうということでございます。どう

いう仕事かということを次に書いておりますけれども、住民サービス業と内部管

理業務、住民サービス業務については平成15年度を目途に、内部管理業務につい

ては17年度を目途にいたしたい。都道府県等と共同してシステムの開発を実施し、

それを公開しながらやってまいる。特にセキュリティ関係においては、総務省が

中心になって基準をつくっていきたいと考えております。 

次のページはＰＦＩでございます。現在、これは国よりも地方の方が進んでお

りまして、国は４つだそうですが地方では57事例が既に実施段階に入っておりま

す。どういうものが多いかといいますと、廃棄物処理施設、教育・文化関連施設、

ケアハウス、病院等でございまして、今後は、ＰＦＩで実施する方が効率的な事

業について地方公共団体が是非行いたいという場合には、従来型の公の事業と同

じように国の補助負担金も出してもらう。それを出していただき、またはそれを

出さない単独事業においても、従来型の公の事業と同じように、所要の地方財政
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措置をとりたいと考えております。また、奥田会長がおられますけれども、日本

経団連と一緒に自治体ＰＦＩ推進センターを作っておりまして、ここで様々なノ

ウハウの共有、編集、広報等を行うことにいたしておりまして、今後ともこれを

進めてまいりたいと思っております。 

以上でございます。大体20分です。ありがとうございました。 

（竹中議員） 今の問題に関連しまして、塩川議員より資料が提出されております。

塩川大臣お願いいたします。 

（塩川議員） 今、総務大臣のお話を聞きまして、なかなかすばらしい構想で取り組

んでおられるということで、私たちも評価したいと思うんですが、まずお聞きし

たいのは、大体何年ぐらいでこれを実現しようというのかというスケジュールで

すね。これをあわせて、各項目についてのスケジュールを示してもらいたいと思

っております。これは是非お願いしたいと。 

（片山議員） 来年の夏、秋ぐらいまで、１年で工程表を作って、それを３年か４年

で実施します。 

（塩川議員） そうですか。例えば、150 地域の652 市町村を重点支援地域に指定し

ていますね。 

（片山議員） 合併ですか。 

（塩川議員） そうそう。 

（片山議員） 合併は17年３月まで。 

（塩川議員） 大体どのような予定でいくのかという、行動予定なり、そういうのを

言ってもらいたい。それで私が是非お願いしたいのは、「地方行財政の効率化」

と一言で言いますけれども、結局は今、地方団体に対する住民の要望があまりに

も過大過ぎるんですね。つまりシビルミニマム、ナショナルミニマムというのが

全部地方団体に集約されてきて、地方団体はそれをまともに受けていかなきゃな

らん。そこに行政需要が膨大なものになってきておる。まずこの整理をひとつ、

非常にやりにくい。要するに、それぞれ市町村議会、府県議会、国会とありまし

て、議会、政治家との争いになってくるんですけれども、政治家はポピュリズム

で何でもやりたいと。そこの調整が難しいと思うんです。行政の水準というもの、

行政の範囲といいましょうか、これは是非ひとつ地方行政体制を整備する上にお

いて、しっかりとした役割分担を決めてもらいたいと、こう思っております。こ

れが根本になって行政の簡素化、あるいは財政の健全化ということをやっていけ

るんだと思っております。 

それから、国と地方の財源の配分ですけれども、これはかねておっしゃるよう

に、事務・事業の移管に伴ってということと同時に、要するに地方自治体の行政

能力がそれに相応しいものになっていくという、この前提の下に、我々も「地方

にできることは地方で」やってもらいたいので、財源委任をやっていきたい。そ

の能力が無いのに、これを一括してどんどんと分権を進めていきましたら、団体

相互間においてサービスの相当な格差が出てくるということを心配しております。

しかし、今仰った総務大臣の構想のようなことは是非やってもらいたいと思って
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おりますので、その点を是非ひとつお願いしたい。したがって、補助金・負担金

制度的な改正を進めるということと同時に、財源の委任ということも考えてもら

いたい。財源移譲が先行して、それから分権制度の改正を持っていくということ

は難しいと思うんです。同時並行でやってもらいたいと思っております。 

それから、この際に是非ひとつ、補助金・負担金制度改正ですが、これは国会

との関係が非常に複雑になってくると思いますので、是非これは政府全体の問題

として取り上げてもらわなければ、この予算問題としてやろうとするならば、財

務、総務と国会との軋轢になってしまうし、そういうことでは根本的な解決がで

きないので、是非ひとつ政府の問題として取り上げてもらいたい、こう思ってお

ります。 

それから、地方交付税の問題でありますが、片山大臣の構想で、私は大いに進

めてもらいたいと思っています。そこで、地方交付税の役割の財源調整機能は当

然必要ですけれども、財政の補助的な役割としての交付税機能というものは、こ

の際に是非廃止する方向に持っていって、それが新しい地方自治体の自立を促し

ていくことだと思っております。したがって、現行の地方交付税制度の持ってお

ります財源保障機能、これは廃止して調整機能だけで、それには地方自治体の自

主財源、自主的な機構を作ってやってもらいたいと思っております。それに対し

ては、我々もできるだけ制度の運営について協力は惜しまないと思っております。

個々の問題で色々と申し上げたいことはあるんですけれども、ＩＴネットワー

クの投資促進税制、これは是非具体的なものを出してください。私たちは受ける

つもりで期待しておるものですから出してもらいたい。その代わり、それと相呼

応する問題として、電波法の改正は実情に合うように見てもらいたいと思ってお

ります。電波法の障害で規制緩和できないものが随分ありますので、これは是非

ひとつお願いしたいと思っております。 

それから合併促進ですね。これは是非ひとつ、公なスケジュールとして出して

ほしい。私も大阪でもどんどん進めておるんですが、やっぱり地方議会が……。 

（片山議員） 大阪は遅れているのです。 

（塩川議員） 遅れておる。だから、こうなるぞということを具体的に示しておくと

いうことをやって、私たちもやかましく推進していきますので。 

それともう一つ非常に大きい問題になっていますが、市町村合併はやるけれど

も、その後の府県の役割は一体何なのかと。いつまで経っても二重行政、三重行

政ではないかと。府県の役割を市町村が合併して相当な行政能力を付けてきたら

中央と直結したらいいじゃないかと。そうすれば、府県の役割というものは何だ

ろうなということ。これをひとつ明示してもらうことによって、一般国民が市町

村の合併に、そういうスケジュールで、国全体のシステムが変わるのだったら我々

も大いに応援していこうと、こういう雰囲気になってくると思いますので、この

点を明示してもらいたいと思っております。 

それから地方交付税の関係ですが、地方交付税は財源がありませんが、国が定

める必置規制、これは私はやかましく言って見直しさせてもらいたいと思います。
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特に保健施設とか福祉関係。福祉関係の必置義務というのは本当に無駄が多い。

児童相談所とか、婦人の何やら団体とか、この辺の無駄が非常に多いんですが、

これは是非やっていきたい。それについてかねてから申しておりますように、昨

年の６月から７月にかけまして、主計局が調査いたしました各省の行政事業の実

態調査30例があります。これは各省ごとに是非ひとつ聞いてもらいたい。この諮

問会議で聞いてもらうのか、どこでやるのがいいか、これは是非ひとつ聞いても

らって、各大臣がそれを認識してもらって、今度の12月の予算編成に向かっての

参考に是非してもらいたいと思っております。その機会を作ってもらいたいと思

っております。 

以上です。 

（片山議員） 今、財務大臣から色々御指摘いただきましたが、まず合併を17年３月

までにやる。そこでそれぞれの県が合併の計画のようなものを作っているのです。

合併パターンというのですが、大阪も作っております。それに従って17年の３月

までに、合併特例法がそこで切れますから、それまでにやるということで進めて

います。その再編した後、大きな市や小さな町村など団体の規模、能力に応じて

差が出てきますので、規模、能力で権限や財源も差を付けていこうと。今、市町

村は一律ですけれども、今も政令指定都市、中核市、特例市はありますけれども、

これを含めて見直していく。力があるところにはたくさん仕事をしてもらって、

財源もたくさん与える。無いところは仕事も少ないしお金も少ない。それでは小

さいところの仕事はどこが行うのか、県に代行してもらう、または隣の大きな市

に行ってもらう。そういう多様な市町村制度というのを考えて、今、地方制度調

査会で御議論いただいています。それから今、市のことを言われましたが、市に

ついては大阪市は独立したいと言っています。府の方は嫌で、東京都みたいに都

にしてくれと言っている。だから、大都市と府県の関係をどうするか。合併が終

わったら、そこのところでひとつ検討したいと思っております。 

（塩川議員） あんまり大阪市とか市町村のエゴが過ぎる。 

（片山議員） どちらもエゴなんです。 

（塩川議員） 水道は自分らが守りたいんです。エゴが過ぎるので、そこらを調整し

てもらわなきゃいけない。 

（片山議員） それと、お金の方が先行するのではないのですよ。今言いますように、

収入は地方は４割ですけれども、仕事は６割やっているので、それをある程度合

わせていただくということが我々の考えでございまして、事務配分や権限配分は

さらに地方分権改革推進会議で御議論いただいております。それはお金の方が先

行するのではなくて、お金の方が後追いなのです。それをひとつお考えいただけ

ればと思います。それから交付税の財源保障機能を廃止しろといいますが、これ

は経済力が無いところは自前だけではとてもできないので、財源保障をしてやら

なければならない。財政調整だけでやるのなら、国税を全部もらわなきゃいけな

い。 

（塩川議員） 現在の地方交付税は廃止して、新しく地方交付税的な財政調整機能は
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絶対必要だと。 

（片山議員） それなら相当な税源移譲をしなければ。 

（塩川議員） それに対する国の関与の仕方ということは別途の問題として、現在の

ように財源保障があるから、地方自治体の財源を保障するための国税という、こ

の機能はどうしてもやめないと、地方の独立ということが意味がないということ

です。 

（片山議員） だから、税源を移譲して、経済力のある地域は税だけでやっていただ

き、無いところは交付税でやらなければ仕方がないのです。無いところは、鹿児

島県だとか、山陰だとか、そういうところは財源保障が残るのですよ。簡単に地

方交付税から財源保障を切り離してできる訳がない。 

（塩川議員） だから一体なんだよ。地方交付税と税源と権限と３つ一体なんだ。 

（片山議員） 国庫補助金、負担金ですよ。 

（塩川議員） ところが、２つだけ税源の移譲と権限の分だけあって、交付税は残す

ということはされたら困るということ。 

（片山議員） そんなことはどこにも言っていません。三位一体というのはそのため

に言っているのです。 

（塩川議員） だから、交付税は残さないと、これははっきりしてくれたらいい。 

（片山議員） 残さないとずっと以前から言っていますよ。三位一体というのはそう

いうことです。 

（塩川議員） 交付税は残さないと。僕のところは、ここをはっきりしてくれたらそ

れでいい。 

（小泉議長） 三位一体なんですよ。 

（塩川議員） だから、これが残ったら困るということを言っている。 

（片山議員） それから地方交付税と財源保障というのは一体なのですよ。税源移譲

をどこまでやるかですよ。 

（塩川議員） 財源調整能力を持ったものは、それは構わない。やらなくちゃしょう

がない。地方自治体の格差があるんだから。 

（片山議員） 総理がいつも言われるように、不交付団体が100しかないでしょう。都

道府県は東京都だけで市町村は100なんですよ。これをせめて300ぐらいにすると

いうのが税源移譲ですよ。残りは仕方がない。 

（塩川議員） 分かっているから、三位一体ということだけきちんとしておいてもら

わんと、地方交付税だけ残ってしまったって困るということを言っておるんだ。 

（片山議員） 残る訳ないでしょう。 

（塩川議員） 残る訳なかったら、それで結構だ。 

（片山議員） 三位一体ですよ。 

（小泉議長） そのための三位一体なんです。 

（塩川議員） そうそう。そこだけきちんとしておいてもらわんとな。 

（片山議員） 地方公共団体も国の仕事の相当部分を担当している。それをある程度

面倒を見てあげなければ仕方がない。 
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（塩川議員） だから、思い切って財源移譲もやったらいいんですよ。 

（竹中議員） 交付税の問題については民間議員から色々御意見があると思うんです

が、確認しなければいけないのは、要するに、これまで議論されている、予定ど

おり今年中に国と地方の配分について議論を固めて、それから来年の６、７月ま

でに工程表を作るということは、これは是非ともやっていただくと。その際は、

三位一体なんですけれども、三位一体の中身がそれぞれ少し微妙にニュアンスが

違っているところがありまして、その辺について少し議論をしていただく必要が

あるのかなと思います。 

（塩川議員） それが一番大事なんですよ。 

（竹中議員） これについて民間議員から御意見をいただく前に、片山大臣、ＩＴの

話、電波法の話とかありましたけど、それは後にしていただいて、先に……。 

（片山議員） 電波利用のこと。 

（竹中議員） 電波割当。 

（塩川議員） 電波、電波。 

（片山議員） の何ですか。 

（塩川議員） 微弱な電波がみんな規制されておるんです。 

（片山議員） 規制緩和の話。それはそれで検討しましょう。これも色々な議論があ

ります。 

（竹中議員） じゃ、三位一体、地方交付税の話を民間の議員の方からもどうぞ問題

提起してください。 

（本間議員） 多岐にわたっておりまして、総務省の役割の大きさというのを実感し

た訳ですけれども、この提出資料に沿いまして、順次、質問させていただきたい

と思いますし、意見も申し上げたいと思います。 

まず 初に電気通信事業関係でございます。これは一種、二種の事業区分を廃

止されるということは非常に大きな前進だというぐあいに思っております。今、

塩川大臣等からもお話が出ました、例えば無線のネットワークの重要性を考えま

すと、この無線に関しても抜本的な規制緩和が必要になってくる訳で、この辺の

ところがまだ十分ではないのではないかということ。それからもう一つ、ここで

ＩＴビジネスモデルという地区設定をしておる訳ですが、これが特区とどういう

ぐあいに違うのか、別個でやるのか、あるいはなぜ特区でやらないのか、その辺

のところをはっきりさせていく必要があるのではないかという気がいたしました。

それからもう一つ、これは電気通信分野に限ったことではございませんけれど

も、事後チェック型、裁量行政からの脱却の観点でいけば、競争の促進という点

で公正取引委員会を内閣府に速やかに移管すべき、これは重要なテーマではない

かという感じがいたします。もう仮にそういうことが可能であれば、時期的にも

明確にしていく必要があるのではないかということであります。それからその一

環として、ＦＣＣの設立等についても、検討を進めていく必要があるのではない

か。これが電気通信事業関連の我々からの意見であります。 

（片山議員） 後の何の設立ですか。 
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（本間議員） ＦＣＣ。 

（片山議員） これは何度も議論しました。 

（本間議員） それから、ここでは取り上げられておりませんけれども、旧総務庁関

係で、行政手法の新たな導入ということは中央省庁再編後総務省の役割になった

と思います。事業評価でありますとか、政策評価でありますとか、これは片山大

臣に私が以前質問したときに、もうそれはやっているんだということでしたけれ

ども、その後、私、チェックをいたしましたら、ほとんど議論が実践に向けて動

いていないという印象を持ちました。 

（片山議員） ４月からですから。 

（本間議員） そこのところを加速化をして、具体的に評価と予算を連動させて、各

省庁に対しても総務省が先頭を切ってやっていただきたいというのがひとつ大き

なテーマだろうと思います。 

それから、人件費等の問題でかなり前向きなお話を伺いまして安心しておる訳

ですが、地方公務員の給与が本当に各地域の官民格差を反映しているのだろうか

という疑問がございます。いつもこれは国を基準にしたラスパイレス指数等で議

論されておる訳でありますし、形式的には、各地域において独自のことをやって

おる訳でありますけれども、今の状況の中では、市町村あるいは都道府県の職員

がそれぞれの地域において銀行と並んで高給与であるということは否めない事実

でありまして、この辺をどういうぐあいに考えていくか。国家公務員の給与の見

直しに伴って、それだけ反映させるということだけでいいのかどうか。この辺の

ところは今後重要ではないかという気がいたします。 

それからもう一つ。これは国家公務員の定員について、郵政事業の公社化及び

国立大学の独法化に伴って、その分ガサッと落ちていく訳でありますので、残さ

れた部分のところについては、そこで落ちたからもういいんだというぐあいに安

心感があるような感じもいたします。この辺のところ、残された部分についてど

のように精査をしていくのかどうかということ。それからもう一つは、地方公務

員についても国家公務員と同様に、各市町村、都道府県で、この人員管理削減的

なものについても、これは十分に具体的な時期と目標値を設定して、公表してい

くというような努力が私は必要ではないかと思います。これは特にＩＴ化を推進

する際に、ＩＴ化の推進が行政効率の向上につながっていくことをなかなか国民

が理解できていないというところが非常に重要な問題でありまして、ＩＴ関連の

推進と同時に、行政効率の問題に人員等も含めてきちんとしたスケジュール性、

計画性というものを持たせていく必要があるのではないかということであります。

それから次は市町村合併、これにつきましては大阪のエゴというようなお話が

出まして、今のままでは17年３月までに達成することができるのかどうか実行可

能性の問題。それから、それを確実にしていくためには、年度ごとの目標値の設

定というようなことができないのかどうか。この辺のところも御検討をいただき

たいと思います。 

（塩川議員） そうでないと勝手なことをやっている。 
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（本間議員） それから本丸のところでございまして、今、片山大臣と財務大臣の中

で論争がございました地方の三位一体による改革、財源的な問題であります。こ

の問題は、私も専門家としまして、総務省と財務省との間に幾分考え方の違いが

あるということは存じあげておりますけれども、この問題、フローの問題だけで

はなく、ストックの問題が欠落しているのではないか。これは現在、特別減税の

部分を含めれば14兆円前後、それを除いても10兆円強の財源不足がある。そして

さらには、交付税特会には極めて複雑な貸し借り関係がある。それをどういうぐ

あいに解決をしていくのかということを表に出しませんで、フローのところだけ

で、これを彌縫的な形で解決をしていくというようなことになりますと、抜本的

な改革につながっていかないのではないかと。その意味では、地財計画のシミュ

レーションをもう一度精査をしてやっていく必要があるということと、そのスト

ック勘定の貸借をきちんと見据えていくということが不可欠の作業になってくる

のではないかというぐあいに考えます。こういうようなことをやりませんと、な

かなか三位一体というものが実現できない訳であります。精力的にこの点につい

て１年間で出していただけるということでございますけれども、財務省並びにそ

の他の役所との関係の中において、具体的な成案を得て諮問会議の場で御議論を

いただきたいというぐあいに思います。 

それからもう一つは、そのことの関連でございますが、これも以前、片山大臣

に申し上げたことがありますが、地方財政計画というものがマクロ的な形では設

定をされておる訳でありますけれども、個々の都道府県、市町村において自主的

な地方財政計画というものが作られていないということが、地方自治の立場から

して果たしていいことなのかどうか。これはもちろん作成するためには国の施策

が決まらなければならない、あるいは交付税の財源的な状況が分からなければな

らないという技術的な問題がありますけれども、こうした部分は仮置きをしなが

ら、自らの地域を自らの立場の中で、地方債の返還も含めてきちんと自主的な自

己責任体制というものを作っていくということが不可欠な課題になってくるので

はないかという感じを持っています。是非ここは合併論議をきっかけにして、自

らがそのままでいた場合、あるいは他町村等と合併をしたときに、どのような形

で変化が起こるのかというようなことを、イメージとしても市町村に与えないと、

これはなかなか推進できないのではないかという印象を持っております。その意

味におきまして、「改革と展望」を国が作りましたが、これと同様のものを地方

で個々に作ってはどうか。その際、これは活性化の問題が自主財源等どのように

培っていくかというような問題がございます。また、個々の都道府県、市町村で

「改革と展望」を作っていくと同時に、全体としての一体化した計画というもの

を作っていく必要があるのではないか。その意味において今までのやり方は、地

方の側の自主的な取組というものが制度的にも不十分であったのではないかとい

うぐあいに考えております。 

いずれにしましても総論的には、私は大臣からお示しいただきましたこの御提

案について、大変踏み込んでいただいたというぐあいに評価をいたしております
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けれども、具体性とスケジュールというものをより明確にしていただいて、今申

し上げた点について、今後集中的に御検討をいただければというぐあいに思って

おります。 

私の方から以上であります。 

（片山議員） 無線の関係は相当規制改革を進めているのです。ただ、これにはどう

しても難しい点がありまして、なお検討いたします。 

それからモデル地区は、ＩＴ関係機能の集積を誘導しようということなのです。

今の構造改革特区というのは、規制改革をやる特区ですから、ダブってもいいと

言っています。直接の狙いは規制改革じゃない。そういうＩＴの色々な機能、そ

れを集積させようと、それを誘導しようと。誘導の仕方はどうするかということ

はありますが、その中に規制改革があってもいいので、私はモデル地区と特区は

ダブることはあり得るなというように思っております。 

それから公正取引委員会については、既に総理や官房長官からお話がありまし

て、来年度から内閣府移管ということで、今様々な事務的検討を進めております。

ただ去年の１月６日に総理府から総務省に入ってきまして、いかにも朝令暮改で

はないかと言われますので、大義名分とタイミングの話だろうと思っております。

党の一部に異論があるような、ないようなことを言っておりますが、その辺の調

整をしてスムーズに内閣府移管ということを考えるべきではないかと思っており

ますが、今日の主題ではございませんので、その程度にさせていただきます。 

それから、アメリカのＦＣＣは、やっていることは総務省と同じなのですよ。

ただ、アメリカは大統領制ですから行政委員会を山のように作っているのです。

その１つなので機能としては同じですよ。これは毎回そういうお話をさせてもら

うのですけれども、そういう意味で、私どもの方も紛争処理委員会も作っており

まして、色々な手立てもこの関係で作っておりますので、検討課題として考えさ

せていただきますが、自分は変える気はない。 

それから、今日は、そこまで言うと時間がありませんし、総理の宿題とも必ず

しもフィットしませんので言いませんでしたが、色々な新しい行政手法を実施し

ております。その中でも政策評価は４月から始まったのですが、まだある意味で

は色々な試行錯誤の過程でございまして、これは１年なり２年経てば、大体格好

はついてくるのではなかろうかと考えています。評価するだけではだめです。効

果がなければ。効果にどうつなぐかということを今中心に検討しておりますので、

是非これはそういう風にやらせていただきます。 

それから、給与の地方の官民格差については、総理からの指示で、人事院も地

域ごとに給与の官民格差を調べてみると言っておられますから、是非それに協力

したいと思っておりますが、参考までに言いますと、今、地方公務員をラスパイ

レス指数で表しますと、全国が100.5で、全団体の４分の３、75.9％は100未満で、

さらに90未満が約１割あるのです。そういう意味では、かつて地方公務員の給与

が高かったことからすると相当低くなってきています。実は、一番悪かったのは

大阪なのですよ。大阪も衛星都市なので未だにそうなのですけれども、しかし相
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当よくなっておりますので、官民格差の実態を見ながら今後とも努力してまいり

ます。 

それから定員の25％というのは、10％が20％になって25％になったのです。10％ 

をきっちり削減していくというのが本来の定員削減計画です。25％は独立行政法

人化も入れているのですよね。その辺はそういうことで、10％の方はしっかり今

後ともやらせていただきます。地方の方は、それぞれの府県が定員管理計画を持

っておりまして、公表しておりませんが、それに基づいて定員管理を行っており

ますけれども、今後ともこの定員管理はしっかり地方について行いたいと思いま

すが、そのためには今の国の必置規制だとか、国が補助金で紐をつけているとか、

そういうことを全部やめてもらわなければいけません。地方の定員管理がうまく

ないのは、例えば、警察には地方がお金を出しているのですけれども、その定数

は国が政令で決めているのです。学校の教職員は標準法で決めているのです。大

部隊でしょう。それが地方の権限でないところが問題なので、そこを改めないと

地方独自の定員管理はできないんです。是非お考えを賜りたいたと思います。 

それから合併の1,000は、これは政府が言っているのではなくて、与党３党が言

っているのです。今回の合併は昭和の大合併と違いまして、国が計画を作って押

しつけるのではない。あくまでも自主的な合併というのが平成12年12月の閣議決

定の内容なのです。地方分権を進めるために合併を行うのに、国が押しつけると

か、中央集権的にやるとかということは、私は自殺行為だと、こう思っておりま

すので、そこで都道府県に合併のパターンを作ってもらって、それをたたき台に

推進してもらっているのです。本間先生や財務大臣のお話をお聞きしますと、昔

しましたように中央から押しつけて強引にやれと言われているようで、これでは

なかなかどうかなという感じを持っておりますが、御心配はよく分かりますので、

どういう形でこれを進めていくか今後検討したいと思っております。 

それから交付税については、また、地方財政計画については色々な御意見があ

りますが、これは全く国の予算と裏表なのです。一体なのです。地方財政計画は

何度も言いますけれども、これは結果なんですよ。これを予め目標を作るとか、

シミュレーションをするとかということはできっこない。今の制度ならできませ

んよ。そんなものをやっても絵空事です。国の中期財政見通しだって、あれは単

なる見通しなのですから。国の財政制度や予算の仕組みを変えるということと裏

表なので、それこそ三位一体か二位一体で行わないと、先生が言われるようなこ

とにはなかなかならない。シミュレーションでも何でもやっていただければ結構

ですが、そういう難しさがあるということを是非お考えいただきたいと思います。

それから、各都道府県はそれなりの財政計画を持っております。特に地方債の

償還計画はみんな持っております。ただ、それを公表しておりません。国も財政

計画がないのですから、それとリンクするとか何とか、これはあまり現実的な話

ではありませんので、色々お考えはお考えとして検討いたしますけれども、計画

的な財政運営を行いますし、特に起債については、計画的に償還するということ

は引き続きやらせていただきます。 
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それから、合併についての１つのネックは、あそこは借金が多いじゃないか、

起債残高が累積しているじゃないかという点ですから、それについては合併まで

に繰上げ償還するなら私どもの方で応援する、こういうことを８月30日の合併支

援本部で合併支援プランの中に入れようかと思っておりまして、これは財務省の

方と今相談しておりますが、大体そういう方向になると思っております。 

駆け足ですが、時間があればもっと丁寧に御説明させていただきます。 

（竹中議員） よろしいですか。じゃ、奥田議員。 

（奥田議員） 大臣の16ページの資料なんですが、これの２の①のところに、「法人

事業税への外形標準課税の導入（税収中立、平成21年度から本格導入）」と書い

てあるんですけれども、平成21年度から本格導入というのは、これはどういうふ

うに理解すればいいんですか。 

（片山議員） というのは、今言いましたように、大企業と中小企業と分けて、大企

業は16年度から18年度までの３か年は外形標準を４分の１にし、19年度から２分

の１にする。全部を外形標準にはしないのですよ。半分は今までどおり所得で、

半分は外形標準で。中小企業は18年度から導入して、20年度までの３か年は４分

の１にするというようにちょっとずらした訳ですが、21年度から２分の１にしま

す。だから、21年度から大企業、中小企業を通じて外形標準が２分の１になって

それが 終なのです。そういうことでございまして、中小企業の方に抵抗がある

ものですから、17年度まで現行のとおりとしております。そのころになると景気

が回復していなければ困りますし、実際に景気回復して赤字法人も減っていると

思いますから。それで、昔、法人事業税は７兆円ぐらいあったのです。今は３兆

５、６千億円です。それを大企業と中小企業に分けて、大企業の負担も増やさな

い、中小企業の負担も増やさない形で工夫しようと、こう言っておりまして、少

し複雑になっておりますけれども、そういう形で御理解いただけないかと思って

おります。奥田会長に言っていただくと外形標準課税もぐっと理解が進みます。 

（本間議員） ひとつ今の点で、税収中立という言い方を総務省がされているんです

が、これはもう少しきちんとどういう前提で計算したのか、明確にする必要があ

る。今、非常に不信感が広がっておりまして、１兆円増税というような試算もご

ざいますので、是非そこら辺の部分をきちんとやる必要があると。 

（片山議員） 今、経団連や日商と数字を突き合わせて検討するように、それで仮に

増税になるのなら減らすと言っていますから。 

（塩川議員） 片山さん、もっと簡単なものがないやろか。 

（片山議員） これで理解してもらえますか、全部外形標準で。 

（塩川議員） 僕は地方税が増収していくのを応援したいと思うけどね、あまりにも

複雑なので、中小企業の皆がどないなりまんねんと聞きおるから、ちょっと一言

で説明してください。 

（片山議員） いやいや全然複雑ではないですよ。18年度から４分の１、３か年。２

分の１、21年度と。誰でも分かります。 

（塩川議員） 人件費が何割で、資本金が何割と、もっと単純なものにしとかんと、
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いかんじゃないかと思うんです。 

（片山議員） 御理解いただければ、私どもは簡単な方が良い。 

（塩川議員） 地方税は補てんしなきゃ、結局、国に持ってこられる。これは困る。

それは地方税増強しておかなきゃいかんと思うんです。だから、それにはしょう

がないなというような線に持っていかんと、今のままでは、中小企業がこうで、

大企業がこうでとか区別して、何が先か、今よろしいのかということになってく

る。それから割合がややこしい。もうちょっと簡単なもので。 

（奥田議員） 財務大臣が言っておられるのは、定額制とか……。 

（塩川議員） もうちょっと簡単なものでやってもらったらな。 

（片山議員） 理解が得られれば一番いいのです。税は分かり易い方がいいのですか

ら、理解が得られればね。 

（竹中議員） 平沼大臣、今のに関連して。 

（平沼議員） 外形標準というのは色々議論してきました。今、片山大臣が平成17年

ぐらいには景気の回復、それを望んでいる訳ですけれども、今の現状というのは

中小企業は非常に厳しい状況でございますので、そういう状況を見ながら検討し

てはどうか。 

（本間議員） 先ほど私が質問した中で１つだけ落ちている部分、ストックの問題で

すね。特別交付税特会のストックは財投にも関連するテーマですし、少し情報公

開も含めてもう一度立ち入って、この辺のところを議論をいたしませんと、言葉

は良くないがここの部分が伏魔殿となってしまうのではないか。 

（塩川議員） それはもちろんあるんですよ。というのは46兆がなっています。それ

は大変なんですよ。 

（片山議員） こっちが16兆円、私の方は30兆円と、複雑になっています。 

（塩川議員） 一遍には解決できない。つまり交付税はどうするのかということを、

これを三位一体で考えるというのは、そこをはっきりと、交付税は財源調整機能

だけのものにするんだと。それじゃ、後はどうするのかということを問題にして

いかないと、先生がおっしゃるのはよく分かる。ストックとフォローと一緒に解

決せいというのは、僕なんかそれだと一番楽なんだ。楽なんだけれども、それは

とても……。 

（片山議員） いいですよ、今の46兆円にするのなら。 

（竹中議員） 石原大臣。 

（石原臨時議員） 私の方からは総務大臣にお知恵を拝借という点と、ありがとうご

ざいますと２点言わせていただきたいんですが、総人件費の抑制、総理がいつも

おっしゃられているのは、自らの身を切るようなことをしないと国民の信頼は回

復しないということで是非進めていただきたいんですが、この夏、道路公団の民

営化をずっと議論してきて、天下りで行っている総裁が会社の経営者だと大見栄

切ったからなかなかいい人かなと思ったら、自分のところの資産が幾らあるか、

「資産台帳が無い」と平気で言ったり、全く経営感覚、コスト意識がないんです

よ。その結果、非常に過大な有利子負債がたまっていて、返せる、返せると言う
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けれども、金利が１％上がったら返せないみたいな、そういう話で、是非これは

総理もおっしゃられている早期勧奨退職を見直していかなければならない。そう

すると在職期間が長くなりますから、人件費は多少増えざるを得ない。ここのと

ころで何か工夫をして、民間のように給与のピークをどこに持っていくかみたい

な工夫で抑制しつつ、若干早期勧奨退職を是正して五十七、八歳までいるように

なっても、そんなに増えないよと。早期勧奨退職を見直したけれども、人件費が

増えちゃったというと、何のためのという、また批判が出ますので、そこのとこ

ろをひとつお知恵を是非絞っていただきたいというのが１点。 

あとは御礼なんですが、規制緩和で21ページのところに、地方行政サービスの

民間参入というのは、保育園等々で、水道事業等々でやっていただいて成果は出

ていると思うんです。例の公の施設の管理等々の株式会社の参入に御検討いただ

くということでございますが、これは是非今度のやりたいというもののリストな

んかでもやってみたいということで言っている自治体が結構ございますので、加

速化して是非御検討いただきたい。２点お願いいたします。 

（片山議員） それで、石原大臣ね、 初の方は、これはなかなか辛いのですよね。

例えば給与をある年齢で頭打ちにして、民間がやっているように、その後は下げ

るとか。これは人事院が勧告してくれないと、独自で給与関係閣僚会議で決めた

ら、組合との関係でむちゃくちゃになってしまいます。人事院がそういう勧告を

してくれたら、私の方は大変受け入れやすいのです。退職手当の方は私の方でや

れますから。これは今の勧奨がかなりの割増しになっています。後ろにずっと関

係者がおりますので、なかなか辛いのだけれども、そこは何らかの措置をせざる

を得ませんね。早くやめた方がいいということになるかもしれませんけれども。 

（石原臨時議員） 仮に５年間、早期勧奨退職で今五十二、三歳のを延ばすと一体ど

のぐらいのボリュームが増えるかというのもこっちで……。 

（片山議員） 今、各省が勧奨退職延長の計画を作るでしょう。そういうふうに試算

はできますよ。試算して、また御相談してもいいと思います。 

（奥田議員） 試算をしてもらうのはいいけれども、例えば、天下り、天下りと皆さ

ん言われますけれども、天下りをしちゃいかんとか、あるいは、もうちょっと定

年を延長しようとか、そういう話をされる場合に、必ず受け皿の問題がされる方

にとってはある訳です。ですから、あれは制度的に天下りはいかんというのであ

れば、人事の制度ですね。それをはっきり受け皿として作ってやらないと、民間

の方は民間の方で受ける場合に、当然受けたい人もいるし、現実に受けている訳

ですから、それはそれで私は利用価値は十分あると思うんです。それをもうちょ

っと組織的にやっていただければ一番ありがたいんですね。突然、これはどうだ

とか、犬の子か猫の子を拾うみたいに、そういう話であれば、これはどうにもな

らん話で、受け皿の組織といいますか、システムを作ってあげないと、私は官僚

の方には気の毒だと思っていますけどね。 

（竹中議員） １時間議論があっという間に経ってしまいまして、今日した議論は、

基本的には制度改革ですので、12月に取りまとめる「改革と展望」の中にはっき
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りとしたある程度答えを出していかなければいけないもの。できるならば、それ

を15年度予算に反映させなきゃいけないものということだと思います。 

それで進行役としては、ややオーバーステートメントになるか、踏み込み過ぎ

になるかもしれませんが、若干の整理をさせていただきますと、反対なら反対と

言っていただきたいんですが、今日の合意というか、方向性の確認ということで

ありますが、まず、一番大きな例の三位一体の改革に関しては、三位一体という

ことは、皆さん合意だと。しかしながら、その具体的な手順については、これは

更に議論しなきゃいけない問題がありまして、この国と地方の問題に関しては、

半年で国と地方のそれぞれの分担を議論して、それからさらに半年で工程表を作

る、しっかりとしたスケジュールがある。それをしっかりと守るということが重

要なんですが、あえて、この三位一体に関しては、少し議論を前倒しして、10月

に西室委員会で議論が出ますけれども、それに歩調を合わせるぐらいで三位一体

をどのようにするかという議論だけを先に始めるということが必要なのではない

かと思います。これは方向性として確認できないでしょうかという点。 

第２点は、政策評価について、これは期待が大きいんだと思います。私も実は

大臣になる前、総務省の政策評価の親委員会のメンバーでありましたが、そのと

きの印象では、残念ながらまだ何をやっていいかよく分からなくて、これは始ま

ったばかりだというのは大臣のおっしゃるとおりなんですが、例えば、今後１年

ないし２年で手法を確立する、それで成果を出して予算に評価を反映できるよう

にする、そういう工程を大臣の方から示していただくことはできないでしょうか、

これが第２でございます。 

第３の公取の話は、これはその方向で進んでいるということであるので、この

場ではその方向で、是非とも内閣府移管ということで御議論いただきたいという

ことだと思います。 

あと、さらに12月の「改革と展望」までに議論を深めていただきたいものとし

ては、地方の定員の問題というのは重要だと思います。それと、電子政府化及び

アウトソーシングと定員がどんなふうに結びついていくのかということをもう少

しはっきりと示すことはできないのか、見えるようにすることはできないのか。

これは総務大臣の方で御検討をお願いできないだろうかということであります。

合併については、まさに自治でありますから、地方に委ねるというのはそのとお

りだと思うんですが、一方で誘導する政策も用意するということであるならば、

誘導する政策の結果どういうことが予想できるかというような見通しがないとい

けないのではないのか。17年になってうまくいかなかったということでは困りま

すので、そこは少し踏み込んで、何かプランを出していただけないだろうか。も

う一つは、国としてはある意味で初めて、経済と財政の将来展望を今年１月に出

した訳です。「改革と展望」です。「改革と展望」を初めて国が出して、それと

ある意味で表裏一体になっている地方の財政というようなものが、やはり考えら

れる必要があるのだと思います。それぞれの償還計画は持っているというお話で

ありましたけれども、それであるならば、それを公表できないかという問題も含
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めて、各自治体で将来の財政の姿をちゃんと議論してもらって、その中で要調整

額は出てくるんです。だからこそ、これだけ税源移譲が必要だとか、そういう三

位一体の議論につながっていくのではないだろうか。この点をやはり御検討いた

だけないだろうか。さらに、実は 後に出た税の話で、簡素化をもっとできない

かというお話が財務大臣から出て、それは事情が許せば考えるという片山大臣の

話だったと思いますが、これについても引き続き検討すべきではないだろうか。 

ちょっと踏み込み過ぎの面があるかもしれませんが、要約としては、今のよう

なことで如何かと思うのですが、如何でしょうか。 

（片山議員） 三位一体は、総理から宿題が出た西室さんの地方分権改革推進会議が、

10月末までに補助負担金の整理合理化の案を出すのです。それと合わせたらいい

ですよ。その前後か、その後か。我々は我々の案を持っていますが、それは権威

がありませんから、分権改革会議は総理からの正式な指示ですから、それをたた

き台にやった方がいいのではないかと思います。それから政策評価の方で、予算

につなげていくというのは大賛成です。そういうことも工程表というのかどうか

分かりませんが、どのようにつなぐかということをスケジュールに入れて考える

のはいいと思います。それから、地方の定員ですか。 

（竹中議員） はい。あとアウトソーシングとの関係。 

（片山議員） これはちょっと研究してみます。それこそ、何かのモデルを作って、

例えば、これだけの市町村が共同で電子自治体をアウトソーシングしたとき、ど

れぐらいの定数が浮くか。浮いたからと言って生首は切れませんよ。それはほか

の本来業務に使うか、ほかの議論になる。そこは是非そのように考えていただき

たいと思います。それから、合併の一番大きなメリットは合併特例債です。これ

は上限を人口で決めていまして、今、このぐらい合併できたとすれば、特例債は

どのぐらいになるかの試算をして、その償還は交付税の中で見ることにしていま

すから、これがどうなるかは試算してみます。ただ、その場合、これだけ合併が

できるという前提がなければいけませんが、その見込みを立てることが一番難し

い。うまくいきかけて、土壇場で崩れることなど結婚と同じですよ。みんな苦労

しているのです。ただ、今、地方の 大の関心事は合併ですよ。これを東京のマ

スコミが報じてくれないことは本当に問題だと思っています。全国的に地方では

一番大きな課題ですよ。８割の市町村が検討をしているのですから。 

（塩川議員） 私は一番経験者なんですよ。あれは死に物狂いでやりました。本当に

ドス突きつけられるじゃないけど、そのぐらいでやらなきゃできないですよ。 

（奥田議員） 今、定員の話が出ましたけど、電子政府の関係での定員の問題ですけ

れども、ああいうシステムを会社なんかで入れようとしますと、必ず「これだけ

の予算をくださいと。その代わり、人間はこれだけ減らします、減るはずだ」と

いうことでもってきて決済する訳ですが、２、３年経って見てみると全然減って

いない。むしろ増えているぐらいの状態になっている。どうしてこんなになった

んだと。おまえ減ると言ったじゃないかと言ったら、彼らの言い分というのは、

大体、本来なら増えるべきものが、それほど増えなかったと。それでプラスした
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んだと。こういうのが大体一般の会社のシステムとか、ＩＴとか、こういうもの

をやるときの一番盲点になっている話で、それがまた現実に困っているんです。

今、言われたみたいに、実際に減ったからといって持っていくところがない。そ

ういうことだけは十分お考えいただきたいんですけれども。 

（塩川議員） 臨時職員の募集で補充しておるしね。みんな知恵を出しますよ。竹中

先生、これは三位一体の前倒しで結論を出すんですか。 

（竹中議員） 前倒しの議論はするんですけれども、 終的な工程表を作るのは、来

年の６月ということで決まっていますので。 

（塩川議員） 私、思いますのは、こういうふうな問題は雰囲気づくりをやって、そ

して雰囲気づくりの状況を見た上で、色んなステップを考えていかないと、これ

は大変な問題になってきますよ。10月の中間選挙があるでしょう。下手したらこ

れに絶対利用されますよ。それが１つと、来年に地方選挙があるんです。ですか

ら、これは僕らも一生懸命考えているんです。これの持ち出し方というものは大

変な政治問題ですよ。 

（片山議員） それは地方税を増やすとか、交付税をどうするとか、地方が喜ぶよう

なことを決めてもらったら。選挙には大変有利です。 

（塩川議員） それだけやったら困るから。僕は税源移譲も分権も全部賛成です。そ

の代わりに地方交付税だけをきちっとしてもらわないと困る。これが１点。これ

だけなんです。 

（竹中議員） 仰るような点はすごく重要だと思います。ただ、来年の６月に工程表

も見せなきゃいけないものですから、私が申し上げているのは結論を早く出すと

いうのではなくて、議論を早く始めるということなものですから、これは今の点

も踏まえて、総理と御相談をしながら決めたいと思います。 

それでは、時間が押しておりますので、平沼大臣によろしくお願いいたします。 

○制度・政策改革集中審議について（平沼大臣）

（平沼議員） それでは、私の方は横長の紙が２種類あります。表紙を含めて３枚紙

で御説明させていただいて、表紙を含めて６枚紙は、細かく書いてございますか

ら後で見ていただければというふうに思います。 

小泉総理から、エネルギー、それから中小企業、それから起業関連制度改革、

研究開発プロジェクト、それに規制改革、この５点について大臣イニシアティブ

でまとめろという御指示がございました。私どもとしましては、この５分野に限

らず、根元から見直したところでございまして、その見直しに当たりましては、

各分野において、１つは政策の理念、目的を鋭角的に定立をしまして、２つ目と

して、その理念、目的の達成のために予算等の政策資源の集中をする。そして３

つ目は、それ以外の政策措置については、大胆に縮小、そして撤廃をする。言っ

てみれば、今よく言われておりますけれども、「選択と集中」、これを徹底して

行う、このことを理念とさせていただきました。税制改革につきましても、試験

研究税制の抜本強化等重点４項目にいたしまして、既存の税制については、予算
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と同等以上の徹底した縮減・撤廃、これを実施すること、こういう形にさせてい

ただいたところであります。以下、５つの項目について紙に書いてございますの

で、御説明をさせていただきます。 

エネルギー政策につきましては、まず地球環境対策については、温暖化削減目

標を達成すべき期間が迫っているにもかかわらず、皆様方御承知のように、ここ

数年は我が国の排出量というのはむしろ増加する、こういう傾向にございまして、

当然のことながら強力な対策が必要であります。我が国の温暖化ガスの90％がエ

ネルギー起源であることを踏まえまして、エネルギー政策は当面、地球環境対策

に非常に大きな問題がある訳ですから集中的に取り組む、そういうことにしたい

と思います。具体的には京都議定書に盛り込まれた市場メカニズム、共同実施で

ございますとか、排出量取引をエネルギーの政策と一体化をしまして、そしてエ

ネルギー関係予算の歳出をある意味では省エネ、あるいは新エネを含めて、地球

環境対策に重点化をしていきたいと思います。また、御承知のように、石油は中

東の依存度が88％、９割に迫っている訳でありまして、エネルギーセキュリティ、

競争的市場関係の整備が政策の根幹だと思っておりまして、政策の焦点を見直し

つつ、怠りなく取り組む必要があると思っております。エネルギーはセキュリテ

ィというものが大切なものですから、これに関しては、石油公団の清算を踏まえ

まして、これまでの諸施策を抜本的に見直すとともに、やはり天然ガスシフトと

いうものを念頭に置いて、そしてさらに次世代のエネルギーの需給構造への転換

を図っていく。このことがやはり必要で、こういうすることによって危機に強い

日本を作っていきたいと思っております。そこで、もう一つ電気事業法、あるい

はガス事業法の改正を視野に入れまして、電力会社の供給区域をまたいだ全国的

な電気の取引の活性化をすること等によりまして、既に一部自由化をいたしまし

て、大体７％台に値段が下がったという実績もあります。競争的な市場に転換を

していきたいと思います。これとあわせて、エネルギー関連予算については、私

どもは思い切って踏み込んで、そして皆様方に御賛同をいただきたいと思ってお

ります。それはポイントが２つございます。今までの経済産業省の発想にはなか

ったことになると思いますけれども、今縷々申し上げましたけれども、環境に配

慮した歳入財源、そのあり方をぴしっと確立をすることが必要だと思います。も

う一つは、エネルギー政策と地球環境対策との完全な合体をする。その環境に配

慮をした歳入のあり方につきましては、エネルギー財源にこれまで含まれてこな

かった石炭、これは産業界に色々問題があると思いますけれども、しかし、石油

に課税されていて、石炭、そういうものに課税されていないということは、ある

意味では公平性の面から国民の幅広い納得は得られないんじゃないか。したがっ

て、新規課税とそれに伴う関係税制を一度切り直して、大々的にリシャッフルを

してみたらどうだ。これによりまして、京都議定書、これは我が国も議長国でご

ざいましたし、そういう形でＣＯ2 排出抑制に資することになると思いますし、

また環境先進国として大いに国際的な評価が得られるというふうに思っておりま

す。また、後の方に関しましては、特別会計に地球環境対策は大々的に取り組ん
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だ上で、私は思い切って必要な部分は省に昇格した環境省と共管をして、この問

題に取り組んでいく。こういうことで私、このことは是非実現をしていきたいと。

そういうことで省内にも色々意見がございました。これから経済界の皆様方をは

じめ、あるいは政党関係も大いに議論が起こると思いますけれども、やはり、こ

こぐらい踏み込んだ形でやっていかなければならない。こういうふうに思ってお

ります。 

次は中小企業の政策に関しまして、中小企業政策については、従来はともする

と、大企業に対して弱者救済というような基本的な概念でしたけれども、平成11

年度の基本法の改正によりまして、やる気と能力のある中小企業の、そういった

チャレンジを支援していこう。それが新中小企業の基本法の理念に盛り込まれて

おりますけれども、これを踏まえまして、中小企業の挑戦の３段階がございます。

１つは起業、そして革新、再チャレンジ。これに応じた施策に重点化をしていき

たいと思っております。起業への挑戦、これについて申し上げさせていただきま

すと、志があれば、誰でも、いつでも、すぐに色々な形で起業ができ得る道を開

くことが必要だと思っております。そのためには、具体的には今創業時の 低資

本金、これが規制されておりまして、株式会社1,000 万、有限会社300 万、これ

が非常に手かせ足枷になってなかなか進まない。例えば、アメリカの例というの

は非常にそれは安い。そういうことがございますので、そこのところは取っ払っ

て、やりたい人は、1,000 万だとか300 万の枠にこだわらずにできるような、そ

ういう体制と、あと手続の期間、あるいは手続の費用、こういったものも思い切

って削減をしていかなきゃいかんと思っています。それから、革新への挑戦です

けれども、やる気と能力のある中小企業者に対して、能力に応じた資金調達の道

を開くことが必要だと思っております。それは昨年の秋の臨時国会で売掛金に着

目した保証制度を作りました。ＰＲとか色々なことがございまして、それは随分

改善をいたしまして、現在、実績が上がってきているところでございますので、

これをさらに私どもは伸ばしていかなければならない。そういったことを踏まえ

て、革新への挑戦をしていきたい。それから、再生への挑戦でございますけれど

も、中小企業は厳しい経済環境の中で、日本の場合には１回失敗すると再チャレ

ンジする、そういう道が閉ざされている訳でございますので、再チャレンジする

機会を開くとともにセーフティネットを提供する。ある意味では、非常に厳しい

個人保証、この辺の見直しもしっかりとやっていかなければならない。今は21万

円しか残らないというような形ですと、とても再チャレンジはできない。こうい

うことで失敗した経験を踏まえて、そしてさらに活力を持っていただく、こうい

うようなことを私どもはやりたいと思っております。中小企業政策が総花的にな

らないように施策の整理統合を進めるとともに、これは一部やっております。例

えば、色々なメニューの中で、特別貸付なんていうのは18あったものを８つに縮

めるとか、そういう整理統合をやっておりますけれども、利用者のニーズを把握

して、真に実効ある施策の立案と、そして実施を徹底していただきたいと思って

います。それから、業を起こす起業支援については、今申し上げた施策に合わせ
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て、大学発ベンチャー、この支援等を強化して継続をしていきたいと思っていま

す。開業創業倍増プログラム、これで表明しておりますけれども、開業件数を2006

年までに倍増していきたいと思っております。今、新しく新規に開業するという

のは18万社なんです。アメリカは88万社です。ですから、少なくとも40万社ぐら

い誕生するということに持っていきたいと思っています。大学発ベンチャーに関

して言いますと、これは３年で1,000 社つくろう、こういう形で始まりましたけ

れども、2000年には128 社だったのが倍増いたしまして、この３月には2,633 社

に相なりました。そういう意味では、非常にそれは着々と進んでいっていると思

います。それから、地方自治体向けの補助金につきましては、ここの紙に書いて

ございますけれども、地方自治体が主体的に負担し成果につながるものに重点化

する、そういう考え方から見直しを行いまして、来年度につきましては、２割削

減を行うことといたしたいと思っています。ちなみに、平成14年は766 億円でご

ざいましたけれども、152 億円削減をするという形で、614 億円にしていこうと

思っております。それから、政策金融の話でございますけれども、中小企業の挑

戦支援、セーフティネット等国の関与が必要な分野に重点化をする必要がある。

これは今非常に厳しい状況ですから、将来的には政策金融というのは、これは民

ができるものは民、こういう基本方針がありますから、それに従っていかなけれ

ばいけませんけれども、そういう形で当面は今の２点について重点化をする必要

がある。 

次にページをめくっていただきまして、いわゆる研究開発プロジェクトでござ

いますけれども、研究開発プロジェクトについては、ＩＴ、あるいはライフサイ

エンス、環境・エネルギー、そしてナノ・材料、こういった重点４分野に特化す

るように、新規プロジェクトは、その分野はこれら限定をいたしたいと思ってい

ます。さらに、この重点４分野に該当するプロジェクトの中でも、当省独自の基

準、例えば短期間で市場化ができるもの、産業界の資金等の負担、やはり一部負

担してもらわなきゃいけない。こういったことにより経済活性化に直結するもの、

これに厳選しなければならないと思っておりまして、「フォーカス２１」プロジ

ェクトと銘打ちましたけれども、10テーマ、30プロジェクトに絞りまして、平成

15年度は550 億、この分野で要求をしようと思っております。また、研究開発と

知的財産、そして標準化・市場化にかかる戦略を組み合わせることによりまして、

研究開発成果を市場に大きく波及をさせていきたい、こういうふうに思っている

ところでございます。政府全体でも、経済活性化に直結する研究開発プロジェク

トを優先すべきではないかと思っております。採択時のプロジェクトの重点化に

とどまらず、採択後についても、当然だと思いますけれども、第三者も参加する

事後評価、そういう制度を確立して不断の見直しを行っていく。これらの結果、

来年度要求では、私どもとしては大幅に見直しをいたしまして、たくさんござい

ましたけれども、276 事業のうち181 プロジェクトについては中止をするもの、

あるいは大幅削減を行って、そして既存プロジェクトの予算については研究開発

の部分で４割削減をしたい。こういうふうに思っております。４割削減というの
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は、1,968 億を15年には1,186 億にしよう。782 億円を削減をして、そして重点

化に配分をする。こういうことが必要だと思っております。 

それから規制改革、 後でございますけれども、これに関しては、当然のこと

ながら聖域をなくして、徹底的な見直しを行わなければならないと思っています。

先ほどちょっと触れましたけれども、電力・ガス市場については、電気事業法、

ガス事業法の改正を視野に入れまして、そして繰り返しになりますが、電力会社

の供給区域を跨いだ全国的な電気の取引の活性化をすることによりまして、需要

者にメリットがある、そういう競争原理の中でインセンティブを与えていきたい

と思います。燃料電池というのは、非常に大きな分野に将来相なると思いますが、

燃料電池については、さらに言わせていただくと、地球環境対策には非常に大き

なプラスになりますので、新たな電力供給システムへの転換のある意味では要で

あると私どもは認識しておりますので、このことは安全性の確保を前提に、今、

水素を使うというようなことで保安的に色んな問題がありますけれども、この保

安規制を包括的に見直していかなければいけないと思っております。それから、

この規制改革の中で片山総務大臣からもお話がございました政府内の一見細かな

手続が、ある意味では膨大なコスト増につながっていることを踏まえまして、世

界 先端の電子政府を目指す中で、規制を含みます手続を総点検して、先例とな

ることを目指して、会計手続等について先行的に、これは一部やっておりますけ

れども、合理化を実施していきたいと思っております。また、いわゆる構造改革

特区、これにつきましては、私どもとしては、その基本方針に従って前向きに検

討していきたいと思っておりまして、既に当省に出されている具体的な要望に関

しては、実質満額回答で対処していきたい、こう思っております。 

後に、こういった根元からの改革を定着させるには、意識改革による現場の

創意工夫を引き出すことが鍵だと思っています。やはり、携わっている当事者た

ちが意欲をもって、そしてその意欲が出てくるということが非常に必要なことだ

と思っています。ですから、予算等の政策資源のうち、削減すべきものは大胆に

削減することはもちろんとして、改革の実が上がった場合には、全部とは言いま

せんけれども、削減成果の一部を優先度の高い政策分野に、ここはこれまでにな

いことだと思いますけれども、各大臣が柔軟に再配分ができる、こういったこと

にすれば、大臣イニシアティブなんですから、各大臣の指示のもとに、政策担当

者が創意工夫をしながら競って改革に邁進するのではないか。官と民の創意工夫

を組み合わせる電子政府の実現、そういうのは私は試金石の１つだというふうに

思っておりまして、そういったことを 後に提案をさせていただいた次第でござ

いまして、私の方からは総理の御指示に基づいた政策については以上でございま

す。 

（竹中議員） ありがとうございました。今の問題に関連しまして、吉川議員の方か

ら資料が出されております。 

（吉川議員） 今の平沼大臣のお話に関連して、２、３点コメントをさせていただき

たい。 
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１番目はエネルギー政策でありますが、私は常々、戦後の五十何年の歴史を振

り返るとき、 大の構造改革の１つは、40年以上前にあったエネルギー革命、石

炭から石油に変わったこと、これが戦後の日本経済の１つの大変大きな構造改革

だったと考えております。言うまでもなく、当時は石炭産業というのは国内の

大の産業の１つであった訳で、それを全部輸入の石油に頼るという訳ですから、

本当に大変なことだったと思いますが、当時の日本のリーダーはエネルギー源を

変えることが、将来の日本にとって必要不可欠だと判断して、そういう決断をし

たんだと思います。そういうことからしますと、環境等の観点から、現在は半世

紀に１回ぐらいのエネルギー源を抜本的に見直す時期に差しかかっているのでは

ないかと思います。先ほど平沼大臣から天然ガスというような話もあった訳です

が、これは是非とも専門家の知見を集約していただいて、政府としてはっきりと

した方針を出すべきだ。目先の利害というのが当然色々とあると思いますが、そ

うした目先の利害、40年前にも大変なものがあったと思いますが、そういうこと

を越えて将来的にやるべきことはきちっとやっていただく必要がある。これが第

１点です。 

それから第２点は、中小企業政策のお話が出ましたが、中小企業というのはキ

ーワードであらゆるところに出てまいります。先ほど総務大臣からの外形標準課

税でも出ました。政策金融でもこの話が問題になると思います。中小企業の問題

というのを政府としてどのように考えるか、これは基本的な考え方を是非とも整

理する必要があると思います。とりあえず私が思いつくことは、一般論としては、

例えば、大企業と中小企業と分けたときの一般的な特性としては、ローリスク、

ローリターンとハイリスク、ハイリターンだと思います。中小企業は通常はハイ

リスク、ハイリターンなんです。ハイリスクではありますけれども、平均で見れ

ばハイリターンである。日本では中小企業というと、すぐに弱者だということに

なる訳ですが、ハイリスク、ローリターンというのが中小企業の特性であるとい

うのはちょっとおかしな話で、それではビジネスでないとしか言いようがない。

リスクが高いということに関しては、色んな意味で手当をしなくちゃいけないと

いうことで、リスクについて色んな制度を用意しておく必要がある。平沼大臣が

出されたチャレンジ、再挑戦なども、ハイリスクに対する手当というように整理

できるのではないかと思います。以上は一般論ですが、もう一つは特殊日本的と

いいますか、現在の日本での問題というのが中小企業には確かにあります。大分

前の諮問会議に、速水日銀総裁から資料が出ました。それは事業会社を製造業、

非製造業、大企業、中小企業の４つに分けまして、それぞれの自己資本比率、こ

れは金融機関ではなくて事業会社ですが、自己資本比率がどうなっているかを調

べたものです。総裁が出された資料が語っていることは、製造業に比べて非製造

業が非常に悪い。とりわけ中小企業が悪いということであります。これはやはり、

80年代の後半のバブルの後遺症の問題であると思います。現在の日本が80年代の

後半から抱え込んだ後遺症の問題というのが確かにある。これはやはり１つの問

題で何とかする必要があると思います。必ずしも中小企業だけではなくて、産業

 27




平成 14 年第 23 回 議事録 

再生法の改正ということが大臣のところの１つの懸案事項かと思います。大臣の

ところはもちろん事業会社の方の側から産業再生ということをお考えになると思

いますが、たった今私が申し上げたように、80年代の後半の後遺症の手当という

のが、日本経済で大きな問題である訳です。金融の方の再生と産業の再生という

のは一体として考えなければいけない。政府全体として両方をきちっと見るとい

うことが必要だと思います。産業再生の方について、金融の問題と一体的にとい

う発想で、平沼大臣のところで10月、11月あたりを目標に、そうしたことをまと

められる。これは産業再生法の改正とも絡めてということですが、まとめていた

だく必要があるのではないか。これが２点目です。 

それから、３点目は大臣の方から、いわゆる４重点分野を中心に研究開発プロ

ジェクトを立ち上げられるということで、私は大変結構だと思います。ただ、こ

れはお手元に資料を配らせていただいています。一番下に色のついたカラーコピ

ーの科学技術関係予算の配分、有識者議員の資料が２枚ほどあります。これは平

沼大臣のところというよりは、日本政府全体としてお考えいただきたいというこ

とですが、ここのお手元にある１枚目には、日本を含めた先進５か国の科学技術

関係の予算の配分がございます。これを見ていただきますと、例えばアメリカ、

イギリスでは、「健康」と書いてありますが、これは広い意味でバイオ、あるい

は生命科学ということだと思いますが、そういうようなところのシェアが非常に

大きい訳です。日本はエネルギーのシェアというのが非常に高い。ほかの先進国

と比べて突出している。ちなみに現在政府が４重点分野として掲げていますのは、

この円グラフの一番上、12時のところから時計回りに４つ足し算をしていただく

と、いわゆる４重点分野になります。時計回りに４つ足すと、日本はごらんにな

ると、大ざっぱに大体３分の１ぐらいでしょうか。アメリカ、イギリスは「健康」

だけでも半分近くいっちゃう訳ですから、こうしたことから見ると、やはり日本

の予算配分は如何なものかということがある訳です。先ほど、片山大臣のところ

で、国と地方の問題を議論された訳ですが、地方でできることは地方にという総

理のお考え、それは国が地方でできるようなこと、箸の上げ下げまで国が言うよ

うなことはないじゃないかと。おっしゃるとおりなんですね。その反対側で私は

いつも思うんですが、この分野に限らないですが、本来国がやるべきこと、国が

高い立場から他の国の動きも見ながら、日本国としてこういうふうにあるべきで

ないかというようなところがおろそかになっている。一方で地方の細かいことま

で口を突っ込む。本来やるべきことができていないんじゃないかということが大

きな問題としてあると思う。科学技術予算の配分というようなことも、やはり日

本としてもう少し考える余地があるのではないか。これは尾身大臣のときにも同

じようなことを申し上げることになるかと思いますが。もう１枚めくっていただ

くと、平成13年と14年のシェアの変化なのですが、これをどう読むかということ

なんですが、私はやはり変化は小さいと思います。いわゆる霞が関の常識からす

ると、それでも色々変わっているんだというようなことが言われますが、やはり

変革の時代な訳ですから、また構造改革ということを小泉内閣として言っている
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訳ですから、もう少し大胆に変えていくというようなことが必要なんじゃないか。

平沼大臣の省では重点分野に集中するということですから、それは私は結構だと

思いますが、政府全体としては、こういうあたりをもう少しきちっと進めるべき

じゃないかと思います。 

以上です。 

（平沼議員） それでは３点について吉川議員から御指摘がございました。エネルギ

ー政策がやはり大きな転換期にあるのではないかという御指摘ですけれども、私

はそのとおりだと思っております。そういう中で、先ほどちょっと天然ガスのこ

とを触れさせていただきました。それから、そのほかにまだまだ比率は低いんで

すけれども、新エネルギーという分野で、我々は燃料電池、あるいは風力ですと

か、バイオですとか、そういったことも含めて重点化してやっております。です

から、私はこのエネルギー政策、これは御承知のように見直す時期には来ている

ことは事実だと思います。しかし、現実はやはりエネルギーで石油というのは５

割を超えている。そういう現実がございます。そういう中で、例えば東南アジア、

特に中国なんかがエネルギーの実は輸入国になる。そういった形で非常に状況が

厳しくなってきますから、そういった面でも省エネ、新エネというものは我々は

転換をして、そしてエネルギー安全保障の見地からも、やはりバランスのいい、

そういう形をとっていく。そういう意味では、おっしゃることはそのとおりだと

思っておりますので、私どもはそれに取り組んでいきたいと思います。 

それから、中小企業に対しまして、私どもはこの秋の臨時国会に創業・新事業

を促進する抜本的な法案として出させていただくとともに、産業再生法、産業活

力再生特別措置法、こういったことは、企業だけではなくて経済社会全体の「選

択と集中」、そういうものが図れる。そしてまた、先ほども触れましたけれども、

新たに再チャレンジできるというようなことも含めて、それから大きな意味では、

全体で人材が集中分野にいく。そういうようなことも含めて、私どもは、この問

題は問題意識を持ってやらせていただきたいと思います。 

それから、図表をお示しいただいて、そのとおりでございます。ただ、日本の

場合には、これも御承知の上でおっしゃっておられると思いますが、日本は世界

大のエネルギー輸入国、特に石油がそうでございます。そういう中で、この40％

という比率がそういう背景の中にあると、こういうふうに思っておりますけれど

も、しかし相対的に考えて、私は国として、そういった形を是正していくという

ことは必要なことだ、こういうふうに思っておりますので、これももちろん尾身

担当大臣とも連携をとりながら、そういう方向で、これから大きなテーマとして

取り組んでいきたい、こう思っています。 

（竹中議員） 速水総裁どうぞ。 

（速水議員） 中小企業向け政策金融のことだけちょっと一言申し上げさせていただ

きます。ここに書いていらっしゃる中小企業の挑戦支援、セーフティネット等国

の関与が必要な分野に重点化するという、その方針は結構だと思うんです。現に

地方で非常に困っている中小企業があることは確かで、地方の信用金庫、あるい
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は地方銀行が金を貸してくれない。そこへ政府系の金融機関がさっと来て貸して

いくということで、民間銀行の貸し渋りがあるとコンプレインされていることは

確かだと思うんです。しかし、私どもが民間銀行に対して言っていることは、中

小企業とまずよく話し合いなさいよと。いずれはだめなんだというのを無理して

貸していくよりは、やはり指導しながら、どういう方向なら生きていけるんだと

いうことを話し合った上でお貸しになるのがいいと思います、ということを盛ん

に言っておる訳です。そうしないと、今、私どもが動き出している構造改革とい

うことについても、日本では中小企業はみんな競争力がなくても生きていけるん

だということになるのでは、構造改革は成り立たないと思うんです。そういうこ

ともあって、公的金融によって、そういう事態が起こりかねないことを私どもは

心配しております。こういうときにこそ、小さくてもいい企業はいっぱいある訳

ですから、そうした企業に切り替わっていくということを金融機関として金を貸

す立場で指導して欲しいということを言わせていただいております。その点をよ

く理解した上で、中小金融機関、公的金融と協力してやっていくことで暫くは仕

方がないのかなという感じはいたしますけれども、民間銀行は中小企業と十分対

話することを徹底していただきたいと思います。 

（竹中議員） 本間先生どうぞ。 

（本間議員） 非常に素晴らしい整理をしていただきましてありがとうございました。

全体が非常にバラ色で明るい未来を聞かせていただいたような感じがするのは、

私、先日こめかみを打って目が充血しているからという訳ではないと思います。

しかしながら、経済産業政策のマクロ的な視点と現業を抱える経済産業省のジレ

ンマが垣間見えるというのが率直な印象であります。例えば、色々御指摘いただ

きましたけれども、中小企業政策、これについて方針を転換されて、産業再生法

等の問題でいくということは、基本的な方針としてはそのとおりだと思いますが、

今、速水議員も御指摘のとおり、日本の構造改革にとって も厄介なのは一部に

非常に硬直的で、マーケットのムチの部分が機能しない部分があって、実はそこ

から大きな生産性格差が生じ、そのことによって全体の資源配分の非効率性が生

まれる。こういう部分があるなと思いまして、アメを与える一方、マーケットの

ムチで事業等の体質を変えていくところの整合的な扱いをどういうぐあいに考え

ていくのか。やはり、もう時代は変わっておりまして、塩川大臣のお言葉で生業

の業としての事業と、そしてこれから経済の発展の担い手としての中小企業とい

うものがきちんと識別していく必要があるのではないかと考えます。この点、幾

分まだ方針が固まっていないのではないかという印象を、このプレゼンテーショ

ンから受けたというのが率直なところであります。 

それからもう一つはエネルギーの問題でありますけれども、これもまた、エネ

ルギーの現業をお持ちです。エネルギーの天然資源、天然ガスへの転換の問題も

ございますし、例えば電力とガスの問題、相互乗り入れという形でやっておられ

ますけれども、審議会の日程を見ますと、電気とガスは別個の場で議論をし、片

一方では、それは審議会の分科会であり、もう片一方では委員会というような形
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です。これでトータルなエネルギー市場の適正化というものが果たして実現でき

るかどうかということになりますと、これは総合的な検討する場が必要なってく

るのではないか、こういう印象を持っております。 

それからもう一つ、これは産業構造政策に関して、これまで経済産業省が日本

の高度成長期からずっと大きな役割を果たされてきたということは評価をいたし

ますし、今、現在御提案をいただきました研究開発プロジェクトで積極的にその

ことを推進するということは結構なことだろうと思いますが、分野の設定の問題

とか、それを官がやることの正当性、あるいは目利きの能力の問題、こうした問

題はやはり専門家の評価というものが不可欠でありまして、事後的なチェック体

制だけではなく、事前的な評価をどういうぐあいに入れ込むのかが問題。例えば、

30のプロジェクトが何故そこで選ばれたのかというようなことは、外から見てお

りますとよく分からない部分がある訳であります。これが先ほどの吉川議員の御

指摘のとおり、予算配分の硬直性とつながりますと、なかなか重点的な、あるい

はマーケット・オリエンテッドなダイナミックな発展というものを、うまく結び

つけることが若干危惧をされるのではないか。こういう感想を持っています。 

非常に全体としての方向性というのはいいと思いますけれども、現場の創意工

夫ということを 後に指摘されていますけれども、ここの部分をどういうぐあい

にシステムの中に入れ込んでいくかということを、より具体的にお示しを願える

と、ここのプレゼンテーション全体が説得力を増すのではないかというように考

えております。 

以上です。 

（竹中議員） 平沼大臣にまとめてお答えいただく前に、片山大臣と奥田議員。 

（片山議員） 中小企業政策ですが、これを見ますと、やる気と能力のある中小企業、

起こす業の方は志があればとあるが、やる気と能力のある中小企業に色々な挑戦

の機会を与えるのはいいのですが、やる気と能力のない中小企業はどうするのか

ということです。それがどのぐらいあるのか知りませんが、これを保護するのな

ら農業と同じになりますよ。今、ほかの委員が言われたように、構造改革のネッ

クになるのは間違いない訳で、そこのところは大胆に何かを出さないと、いつま

でも全部を抱え込んで、みんな保護してやるということでは効率も悪くなります

し、また、１つの大きな課題になるのではないかと思っております。 

そこで、地方自治体の補助金を次に２割カットされるのは、それはそれでやむ

を得ないと思いますが、この際地方自治体が独自に補助させる、補助したもので

いいものがあったら国が補てんしてやるという補助制度を作られたらどうですか。

構造改革特区と同じですよ。中小企業の振興に地方団体が発案して補助する。や

る気と能力のある企業に、その場合に御褒美じゃないですが、いいものは国が補

てんしてやる。そういう新しい補助制度を実験的にお作りになったら如何かなと。

思いつきですけれども、ちょっと申し上げました。 

それから、２枚目の電子政府の関係のオンライン三法が通常国会で継続審査に

なりました。これは是非臨時国会で通していただかなければいけないのですが、

 31




平成 14 年第 23 回 議事録 

ここで平沼大臣が言われていますように、単に紙の情報を電子情報にするだけで

はなくて、思い切った手続の簡素化をやるということが必要なので、御提言です

から各大臣のイニシアティブでどれだけやるか競争させたら如何でしょうか。こ

れは経済産業省というのではなくて、内閣みんなでやることですけれども、その

ことが大変なコストダウンになる、手間の縮減になると思いますので、そのこと

を申し上げておきます。 

（竹中議員） 奥田会長どうぞ。 

（奥田議員） 私から３つぐらい申し上げたいと思います。 初に研究開発のプロジ

ェクトでございますが、大臣も言われましたが、我が国が再び国際競争力を強化

する。こういう鍵は、これは一般に言われておりますのが、絶え間ざる研究開発

によって高付加価値の製品とか、あるいはサービス、これを世界の市場に提供す

る、こういうことだと思います。先般、「動けニッポン」というプロジェクトが

ございますが、これで新たな技術、シーズというものを興味深く見せていただき

ましたが、こういった技術を如何に必要か、あるいは事業化していく。こういう

ことが非常に大事だというふうに思います。本日の説明では、研究開発プロジェ

クトを如何に効果的に推進するかということに重点が置かれておりますが、関係

省庁、あるいは大学、それから研究所、企業、こういう連携を十分に図ってスピ

ーディに応じた成果を出せばいいんじゃないか、そういうふうに言っております。

それからもう一つは、これは一方で民間の研究開発をより一層促進するというこ

とも重要であります。そのために現在、これはもちろん議論されておりますが、

法人税の減税とか、あるいは研究開発促進税制、また、ＩＴ投資促進税制、この

拡充、こういった施策は確実に実施されるべきである、こういうふうに思ってお

ります。 

次にエネルギーの規制改革ですが、電力料金をはじめとする高コスト構造の是

正というのは、産業競争力の強化、あるいは外資誘致、こういう観点からも非常

に重要な施策でありまして、規制緩和と競争促進による成果をできるだけ早く示

す必要があったと思っております。現在の経済情勢を見れば、経済活性化に資す

る規制改革というのは、一刻も早い実現が必要でありまして、そのために全国一

律の規制改革に時間がかかるということであれば、現在検討が進められておりま

す構造改革特区、こういうものを早期に実現すべきだと思っております。 

後に、これは何人もの方が言われましたが、中小企業政策ですが、中小企業

政策について言うと、起業とか、創業を中心に説明をされておりますが、昨今の

経済状況を見ますと、能力のある中小企業が現在非常に苦境にある。こういうた

めの対策というのも、来年度という短期的施策を考える上では非常に重要だと思

っております。もちろん今、皆様方が言われたように、退出すべき企業を敢えて

温存する。こういった政策は厳に慎まなければなりませんが、能力と意欲のある

企業を失うということはこれは大変なことでありまして、中小企業金融公庫など

政府系の金融機関の審査、あるいは与信能力、こういったものを活用して、その

状況に十分注意を払って実行していくということが足下の政策としては非常に重
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要ではないかなと。しかし、究極的には、その役割は民間金融機関に委ねていく

べきだと。こういう前提での改革が必要だと思います。 

（石原臨時議員） エネルギーと中小企業に関連してお話しさせていただきたいんで

すが、私、花粉症で２月から４月まではマスクとメガネをかけないと街を歩けな

いんです。これも因果関係ははっきりしていませんけれども、やはり、排気ガス

がひとつあるんだと思います。花粉だけじゃないと思います。今年の夏は東京の

私の住んでいるところで、何十年振りかに光化学スモッグ注意報が凄く発令され

たんです。私は光化学スモッグで倒れた経験があるんですけれども、あれは怖い

もので、走っていて急にパタっと倒れるんです。不気味な放送が防災無線で出て、

「外出はお控えください」と。これはかなりエネルギー政策というものを転換し

ていかなきゃならない。私は７月、８月も表に出れなくなる。ぜんそくも再発し

たんです。京浜工業地帯の稼働率なんかを見ても落ちていますから、やはり排気

ガスというものはかなり影響しているのではないか。私がひ弱なのかもしれませ

んけれども、そういうことを環境省とかなり真剣に取り組んでいただかないと大

変なことになるんじゃないかということを感じております。 

それと、中小企業の方なんですけれども、これもこの夏、道路をやって感じた

んですが、政府調達で官公需法というのを中小企業庁でやっていただいておりま

すね。それでこれに基づいて中小企業者向けの契約目標をやって、これをどんど

ん高めていけと、中小企業も公平で入れるようにということになって、シェアが

40年間ぐらいで10％ぐらい上がっているんですが、その結果、公共事業なんか、

特に高速道路なんかを見ると、施工命令の出た20キロぐらいの工区がポンと出て

も、ぶつ切り、１キロはここの会社、４キロはここの会社、10キロは地元の企業

がとったりすると、能力がないから今度「上請」していたり、これでコストを凄

く高めている。ですから、これからは経済合理性の観点もどうあるべきかという

ことを、是非中小企業庁の方で考えていただければと思います。 

（塩川議員） 余り時間がないので、簡単に言いますけれども、平沼さんね、この研

究開発プロジェクトというのに４分野と書いていますね。この重点４分野がやや

こしいんです。要するに、骨太の重点４分野と科学技術でいうところの４分野と

ありますね。あなたが仰ったのは科学技術における４分野の……。 

（平沼議員） 一緒です。 

（塩川議員） 骨太の……。 

（平沼議員） そういうふうに書けということですね。 

（塩川議員） 骨太だったら都市開発も入ってきますね。 

（平沼議員） あれは別で。研究開発が４分野で……。 

（塩川議員） あれはややこしいんでね。分けておいたらいいと思いますね。もう一

つですね。非常に良いことを言っていただいたのは、２枚目のところに書いてあ

った、削減すべきものは削減した上で、改革の実が上がれば、成果の一部を各大

臣が柔軟に再配分、これは是非、全内閣に徹底するように。 

（平沼議員） ありがとうございました。財務大臣からそういうお言葉をいただける
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のはありがたい。 

（塩川議員） これは大賛成。吉川先生が仰ったように、エネルギーの40％と41％で

１％しか違わないのではなし、これを是非やってもらいたと思います。 後に中

小企業対策の話ですね。私のアイディアなんですが、速水さんが仰った問題があ

りますけれども、銀行は良い企業をちゃんと見ていますよ。ですから、銀行は良

い企業に、中小企業に貸し出したい。保証制度を充実させてくれんかと。ですか

ら、信用保証の枠をどんと作ってあげたらどうでしょう。私はこれを広げてあげ

ることがいいんだと思います。それと、その代わり悪いところは整理させたらど

うですか。いつまでもぐずぐず放っておいて、それで金利がとれん、何だかんだ

とやっているのは、これはかなわんので切ったらどうですか。そこで、私は清水

の舞台から降りたようなつもりで言っているんですけど、中小企業総合事業団が

あるでしょう。あそこで退職金（小規模企業共済）を出していますね。あの退職

金は、この１年間で退職するのだったら５倍ぐらい出すから辞めろと。おまえら

辞めた方が得だぞと。それの政策を出さないと、奥さんと息子と３人ぐらいでち

ょこちょこやっているのは絶対競争できないんですよ。それがしがみついていま

すと退職できないということがあるんですね。退職ができやすいように、ここに

意欲があったら何ぼでもやれという、これと同時に、片山さんが言った、辞める

ところの対策をしないと、いつまで経ったって供給過剰で、中小企業みんな苦し

んじゃうんですね。それからもう一つ、小売業対策ですね。商店街とか小売業対

策で、ここで再開発計画に合った都市計画に変えさせたらどうか。そうすると、

廃業した者が廃業手当をもらえるようになるんです。それは再開発に協力してい

こうというので、非常に大きいインセンティブになってくると思いますので、そ

ういうのを中小企業対策で考えていただいたらどうだろうと思います。要するに、

生業の中小企業が、この際整理しやすいように、それには退職金のおまけという

か、それは中小企業総合事業団の仕事ではないかなと思いますね。それで保険料、

信用保険料をもっと上げたっていいですよ。だって、銀行の貸している金利が安

過ぎる。これはちょっと商工ローンだと、借りた方もすごい金利なんだ。それを

年1.5 ％かかるというのだから、その代わり保証料２％払えでもいいんですよ。

そのぐらいやっても中小企業は心得ていますよ。コスト的にも。金を貸してくれ

るようにしておくことで、銀行も貸したい、貸したいんだけれども、担保も何も

なくて、結局、支店長の責任になるから保証制度上げてくれませんやろかと銀行

の支店長なんか言ってくるんですよ。貸したいんですがなと。そこらはひとつ中

小企業庁でやってもらったらどうですか。中小企業庁は、中小企業者の業者の懐

へ飛び込んでいかないとあかん。机の上で考えておったってあかんで。 

（奥田議員） 問題は、貸したいところは……。 

（塩川議員） 銀行が良く知っていますよ。 

（奥田議員） 知っていますけど、大体、貸したいところは金は要らないんですよね。

金は要らないから、借りてくれといったって……。 

（塩川議員） 要るんだ。事業拡大があるんです。だから、トヨタの下請けをやって
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おったところは借りない。こんなところはお金の必要ない。 

（竹中議員） 時間が過ぎておりますので、平沼大臣に今のをちょっとお答えいただ

いて。 

（平沼議員） たくさんございましたので簡潔に。 

速水総裁の言われていることは、ある意味では理解できます。しかし、何も全

部助けようという形でやっていなくて、それは倒産件数が毎月増えていっている

ことは如実に示されています。そういう意味では、大きな意味では 終的に「民

にできることは民に任せる」という基本方針の中で、やはり日本経済の大宗、そ

の基盤を支えているのは中小企業ですから、私どもは先ほどの説明の中に２つに

重点化して、セーフティネット等をやろうと、こういうことですから、そういう

考え方に基づいてしっかりやらせていただきたいと思います。それから本間先生

から、ちょっとジレンマに陥っているのではないか、こういう御指摘がございま

した。しかし、マクロ的なのと、それは御承知の上で言っていただいたと思うん

ですけれども、その点は我々もよく気付いておりますので、そういう形で、これ

から整合性を持ってやっていかなければいけないと思います。電気事業とガス事

業というのが、電気は大手で寡占独占、ガスというのは一部大手がありますけれ

ども、全国に大変大きな違いがある訳です。ですから、それを分けてやっていた

ということは、ある意味ではやむを得ない、そういう状況がありましたけれども、

そういうことがあっても、総合的にエネルギー、そういうものの効率化というも

のを図っていくためには、そういう考え方を取り入れていかなければならないと

思っております。 それから、Ｒ＆Ｄに関して、どういう形で評価をするという

ふうなお話がございました。事後評価の話をしましたけれども、事前評価もちょ

っと話に触れさせていただきましたが、経済産業省としましては、それが民間も

ある程度リスクを負担してもらって、そしてさらに実用化に結びつく、そういう

可能性がある、そういったものに特化をして重点化をしていくと、こういうこと

でございます。それから現場の創意工夫は、重点的にやって、例えば私どもで研

究開発予算で陳腐化したもの、目的を達成したものをばちっと切る、そういった

努力を常に見ていて、第三者にも見ていただいて、そしてそういう創意工夫が非

常に盛り上がるように私どもは努力をしていかなければならないと思っておりま

して、御指摘の点はよく踏まえさせていただきたいと思います。それから、片山

大臣からやる気と能力というのは分かるけれども、「退出しやすい仕組み」を作

る。これは我々も問題意識を持っておりまして、やっぱり日本の場合には退出し

にくいんですね。というのは、個人保証の部分が非常に強くて、残るのは仏壇だ

けだという話になってしまう。ですから退出しやすい、先ほどちょっと個人保証

の面で触れましたけれども、そういったことも含めて、やはり塩川大臣もそうい

う問題点の御指摘がありましたけれども、退出しやすい仕組みというものを、あ

る意味では１つは、産業再生法というのは作ったんですけれども、もっときめ細

かくやらなければいけない。そういう意味で、そういうことに盛り込ませていた

だいて、私どもはやっていかなければならないと思っています。それから地方自
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治体が良いと思ったもの。我々、もちろん精査させていただきますけれども、そ

ういう考え方は地域の活性化につながることですから、そういったことはちょっ

と前向きに検討させていただきたいと思っています。電子政府に関しては、これ

は仰るとおりで、お互いに担当副本部長としてＩＴをやっておりますから、お互

いに発信をして、各省庁が取り組むようにしていったらいいと思います。 

それからＲ＆Ｄについて奥田会長からの御指摘は、そのとおりだと思っており

まして、これは産官学の連携を如何に高めていくか、こういった形である意味で

は大学発のベンチャーもその１つでございますし、また、地方に９か所ございま

すけれども、ここでいわゆる地域の産業クラスター計画というものをやっていま

す。これはまさに産学官連携の中で成果が上がってきておりますので、これは努

力をしていきたいと思っています。それからＩＴ政策に関して、民間とタイアッ

プしてやっていけると、こういうことは私どもはそのとおりだと思っております。

それから、高コスト構造の是正というのは、先ほども冒頭御説明させていただい

たんですけれども、そのとおりだと思っております。そういう意味では、一部電

力の自由化というものは非常に効果が上がってきておりますから、そういった形

で、ただ、電力クライシスが起こるようなことは招かないような形で、そういう

ものは日本独自のものを構築していかなければならないと思っています。規制改

革もそのとおりだと思っております。 それから中小企業政策におきましては、

能力のある民間企業をやるというのは私どもの主張どおりですから、そのための

努力をしていかなければならないと思います。石原大臣から花粉症の例を言われ

て、そういうお話がございましたけれども、確かにそれはお父上も御指摘のよう

に、排気ガスが非常に大きな問題だと思います。そういう意味でも燃料電池等の

エネルギー転換を、新エネルギー、あるいは二酸化炭素を排出しない、そういう

技術革新を、こういったものにインセンティブを与えて、それは一刻も早くやっ

ていかなければならないと思っております。それから、丸投げの話がありました。

これは中小企業になるべく機会を与えようということで、私なんか中央ですけれ

ども、大企業が全部とっちゃう、こういう形で、そして今度は逆の形で丸投げで

下請にやれない、そういう弊害もありますので。ただ、色んな問題がございまし

たので、これは大臣、御承知だと思うんですけれども、昨年４月に公共工事の入

札で契約の適正化の促進に関する法律において丸投げは全面禁止をされています。

一部徹底していないところがあると思いますが、そういったものは、国土交通省

とも連携をとってやっていかなければならないと思っています。それから塩川大

臣から御質問の、Ｒ＆Ｄの４分野はそのとおりでございます。私どもはその重点

の４分野が４分野でございますので、都市開発というのは別途予算の方に入って

いるんじゃないかと思っております。それから、中小企業に関して退出のお話が

ございましたし、また非常に中小企業総合事業団なんかで撤退を勧奨するような、

そういう仕組みを考えていったらどうか。こういうのも検討させていただきたい

と思っております。小売業の都市計画、その再開発で廃業したらインセンティブ

というのは、我が省だけのことではないので、問題提起して色々考えていかなけ
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ればならないと思っております。金利のアップの件もございました。そういう中

でなかなか既存の金利をアップするというのは今の厳しい中で難しいことだと思

いますけれども、しかし、検討事項にはなるのではないかなと、そういうふうに

思っているところでございまして、非常に時間が限られていますので、雑駁でご

ざいましたけれども、駆け足で御説明させていただきました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

すみません。１分だけで簡単に要約をさせていただきます。今日、平沼大臣か

ら御提案があった中で、特に言及はなかったですが、恐らくこの諮問会議として

非常に強く支持するというのは 低資本金規制を免除すると、それは支持すると

いうことだと思います。特区の推進も支持するということだと思います。個人保

証についても、ここで随分議論しましたけれども、それは支持するということだ

と思います。それと、いわゆる大臣イニシアティブといいますか、各大臣が柔軟

に再配分できるような仕組みと、これは財務大臣もそれは良いことだということ

でありますので、これは予算の仕組みのことでありますので、この諮問会議でそ

の方向を是非詰めるということに私の方で責任を持ってしたいと思います。特区、

個人保証、 低資本金等々は平沼大臣の方で是非とも具体化をお願いしたいと思

います。それと、ほかに出た案としまして、金融の不良債権処理等の裏腹として

の積極的な産業調整は、やはり経済産業省に期待するところが非常に大きいので

はないかという御指摘がありました。それを受けて、これは中小企業の政策とも

絡むんですが、例えば御指摘のあった、国が様々な地方に補填する仕組みを作っ

てはどうか。信用保証をもっと活用して、その際、保証料の引上げも含めて検討

してはどうか。中小企業総合事業団の退職金の割増のような形を含めたらどうだ

ということで、そうしたことについての検討を含め、12月の「改革と展望」のと

りまとめまでに、平沼大臣の方で積極的産業調整の進め方の具体的策をここに出

していただくというようなことで如何かなと思います。あとエネルギーの環境に

配慮した税制等々リシャッフルすべきものがある。エネルギー特会で環境に関し

ては環境省とやると。これは引き続き、ここで多くの方が同意されると思います

ので、平沼大臣の方で強く進めていただくということかと思います。 

（塩川議員） アイディアは早く出してもらった方が良いですね。 

（平沼議員） 分かりました。それは財務省とよく連携をとらないといけませんから。 

（奥田議員） １つだけですけれども、「退出すべき中小企業は退出すべきだ」とい

うだけの簡単な説明をもしパブリックに対して言えば、これは非常に拙いので、

そこらあたりは中小企業に対する同情といいますか、そういうシンパシーを出し

たような表現をしないと、死ぬものは死ねというような、こういうスタイルでは、

確かに結果的にはそうなるかもしれんけれども、やはり拙いのではないかという

気がいたします。そこらあたりの話が……。 

（竹中議員） そういうことも含めた中小企業に対する退出の仕方というのを出して

いただくということだと思います。それともう一つ、研究開発に関して評価シス

テムの確立と、どうも国際的に偏っているという話は、これ尾身大臣がいらっし
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ゃったときにもう一度確認した上で結論を出すということで如何かと思います。

特に、総理。 

（小泉議長） みんな言いましたから多くは言いませんが、１点、総務省が三位一体、

これは何度も言うようですけれども、「補助金、交付税、税源移譲」、これを４

年間でやるということでありますので、来年度には是非とも芽を出していただき

たい。それと、平沼大臣は環境問題、経済発展問題に言及されましたけれども、

まさにこれからヨハネスブルグで出ますけれども、日本は環境と経済発展を両立

させるということを主張している訳でありますので、まさにそれに合致している

と。今まで環境省と経済産業省はどうも逆の面があったんだけれども、むしろ経

済発展のためにも環境対策は重要だと。そのためにも科学技術、ごみゼロ作戦、

そして廃棄物を再生資源として使う。是非とも環境省と経済産業省が協力して環

境と経済発展は両立するんだという点を是非とも進めていただきたいと思います。

（竹中議員） 時間を大幅に過ぎて申し訳ありませんでした。明日もひとつよろしく

お願い申し上げます。今日は良い議論だったと思います。ありがとうございまし

た。 

（以 上） 
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