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平成 14 年第 23 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

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

（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された。 
 
○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、大臣のイニシアティブによりトップダウンで制度と政策を

根源から改革することと、可能なものは平成 15 年度予算にも反映させることという
２点が特に重要である。片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 横長の資料本体で御説明する。「Ⅰ規制改革等による経済の活性化」。電話
の時代からＩＰ・ブロードバンドの時代になった。３ページのように、従来の電話網
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から、ネットワークのＩＰ・ブロードバンド化という市場構造の変化で多様なビジネ
スモデルが登場する。４ページで、電気通信事業の一種・二種の区分を廃止する。一
種の許可制を廃止し、登録又は届出制にする。一種の事業変更の許可制、合併・分割
等の認可制も廃止し、届出制又は登録制に移行する。料金等サービス提供条件は、約
款から相対取引にする。料金・契約約款の作成・公表義務も原則廃止する。ただし、
技術基準適合性等のチェックは行う。５ページで、ＩＴネットワーク化投資促進税制
を創設したい。ソフトを含む税制措置を要望する。減税規模は 5,000 億円程度。ＩＴ
ビジネスモデル地区も指定したい。自治体が望めば、特区とも重複可能だ。 

   「Ⅱ総人件費抑制」。国家公務員定員は、府省再編以降の 10 年間で 25％純減。中
央省庁では公権力行使等に当たる公務員が中心になるので、今後の定員縮減は大変困
難になるが、さらに事務・事業の減量、効率化を目指して切り込んでいきたい。７ペ
ージに給与。人事院勧告では、▲2.3％。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。４年連続でマイナス、一人当たり平均 15 万円減額で、一般会計で
2,300 億円程度の節減になる。人勧を完全実施したい。退職手当は、総務省所管。５
～６年ごとに民間実態調査を踏まえて見直している。前回は昭和 56 年で 10％カット
した。今回、官民格差の数字が出るなら、国家公務員の退職手当をカットしたい。８
ページが地方公務員の定員、給与。地方団体には、国の給与改定に準じ改定するよう
指導している。本年度は 4,520 億円程度の人件費減額になる。独自抑制措置を約 900
団体が行っており、抑制額は 1,100 億円程度。引き続き、指導、情報提供したい。 

   「Ⅲ地方行政制度改革」。自己決定・自己責任の原則に基づいた自立的な地方行政
システムを構築したい。 

    市町村合併で、自治体数 1,000 を目標にする。現在、市町村は 3,218 だが 17 年３
月までに進める。現在、約８割の市町村が合併を検討中だ。150 地域 652 市町村、約
２割が合併重点支援地域である。機運醸成や関係省庁連携による支援を行う。８月
30 日に市町村合併支援本部を開き、支援策を現在の 57 から 80 項目に拡充したい。 
11 ページ、市町村再編後の地方自治体のあり方。基礎的自治体で合併できない小

規模市町村は能力も財政力も乏しいため補完を県又は隣接市が行う。規模・能力に応
じて権限・財源等の差を付け、多様な市町村制度にする。大都市では、府県から独立
した特別市を考えるかどうか。それから、市町村合併が進んだ後は都道府県の再編が
次の課題だ。府県合併か道州制か府県連合か、第 27 次地方制度調査会で検討中で、
来年３月までに中間報告を取りまとめていただく。 

   12 ページ、国と地方の事務分担の見直し。地方分権改革推進会議が検討中で、既
に中間報告をいただいた。国と地方の役割分担の更なる見直しと適正化を行い、縦割
り行政から脱却する。事業見直しの方針は、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。補助金等の廃止。国の決定について地方が意見を言
える仕組みの確保等を現在検討中。 

   「Ⅳ地方税財政制度改革」。地方歳出への国の関与の廃止・縮減。地方税中心の歳
入体系の構築。国庫補助負担金、税源移譲と地方交付税を三位一体で改革し、国税と
地方税の比率を１：１にする。地方交付税の見直しだけ先行はできない。地方交付税
には大きな穴が空いており、国は赤字国債を出し交付税特別会計に入れ、地方には赤
字地方債を発行させている。落ちついた段階で、地方交付税の減額、税源移譲を進め
るしかない。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で
はないか。 

   14 ページ、国の補助負担金の抜本的見直し。例えば、経常の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等は残さざるを得ない。それ以外は
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廃止し、一般財源化する。投資の奨励的補助金も原則として廃止・縮減する。災害関
連は除く。我々としては負担金も、経常・投資とも見直し、削減が必要と思っている。
負担金（経常）で一番大きいのは義務教育の先生方の人件費で、３兆 1,000 億円。投
資では修繕・局部的改良や少額のもの等は廃止する。それ以外も見直す。総理指示で
地方分権改革推進会議において 10 月までに案を作ってもらい、年内の予算編成の際
に最終的結論を出す。来年の６、７月頃までに工程表を作り、３～４年で実行する。 
地方税制改革は、１：１を実現する。国から地方への税源移譲では、所得税から個

人住民税にし、個人住民税を、所得スライドでなく、10％比例税率にする。地方消費
税を１％引き上げ、２％にする。応益性の空洞化では、法人事業税への外形標準課税
の導入だが、増税ではなく、税収中立で行う。中小企業では、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、21 年度から２分の１にする。全部外形標準で
はなく、２分の１の外形標準課税を最終目標にする。大企業では、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。個人住民税の諸控除や均等割を見
直す。固定資産税は市町村税の大宗で、現行の負担調整措置は維持しながら税負担の
均衡を図る。課税標準額の上限は７割に揃える。課税自主権の尊重で、法定外の普通
税と目的税の同意要件を明確化する。 

   地方交付税では、総額確保は是非お願いしたい。算定方法の見直しでは、国の関与
の廃止・縮減に対応して、簡素化したい。国の必置規制を止めれば簡素化される。個
別の補助負担金の地方負担額を算入しているので、国庫補助負担金が減ると、簡素化
できる。 

   18 ページ。事業費補正の見直しは本年度から始めており、約１兆 1,000 億円を振
り替えて半分にした。単独事業では、地域総合整備事業債への交付税の算入を廃止し、
地域活性化事業に限定して算入する。段階補正の見直しは、今年からで、３年で 2,000
億円カットしたい。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、
当面都道府県について５％引上げを検討中。引上げでは基準財政需要額を縮小、減額
しなければならず、市町村分は団体数が多く技術的にも大変難しい。 

   19 ページ、地方歳出の見直し。地方財政計画規模の抑制については、国の歳出を
見直すと、全体の地方財政計画の歳出抑制になる。地方歳出のうち、教育、社会保障、
公共投資が 68％で、全部、国の影響下にあり、国の歳出見直しによって大変な影響
を受ける。 

   20 ページ、給与関係経費の抑制。増員は最小限度に抑制し、計画的に削減する。
国家公務員に準じて給与水準が下がるが、定数も毎年度１％ずつ削減しており、平成
13～17 年度の５か年で約 52,000 人を削減する。地方単独事業は、12 年度以降抑制し
ている。15 年度は現在調整中。ハコもの投資は、厳に抑制し、基本的に認めない。
インフラ整備を中心にしたい。 

   「Ⅴ地方行政サービスの民間委託等」。委託を更に徹底したい。外注も拡大したい。
公の施設の管理は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。電子自治
体で、共同化、アウトソーシング化を積極的に推進したい。 

   22 ページ。市町村の事務を標準化、共同化するシステム開発を行い、アウトソー
シングする。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。大学や
試験研究機関、専門的コンサルティングにも応援してもらう。全国的なハードやソフ
トの提供企業にも連携してもらう。住民サービス業務では 15 年度を目途に、内部管
理業務では 17 年度を目途にしたい。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。 

   24 ページはＰＦＩ。国よりも地方が進んでおり、57 事例が実施段階に入っている。
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地方公共団体の希望があれば、従来型事業と同様に国の補助負担金も出し、単独事業
を含めて、従来型事業と同じように、所要の地方財政措置をとりたい。日本経団連と
共同で自治体ＰＦＩ推進センターを作り、ノウハウ共有、広報等を進めている。 

（竹中議員） 塩川大臣から資料が提出されている。塩川大臣どうぞ。 
（塩川議員） 構想を評価したいが大体何年ぐらいで実現するのか。各項目のスケジュ

ールを示して欲しい。 
（片山議員） １年で工程表を作る。それを３～４年で実行する。 
（塩川議員） 合併では、150 地域、652 市町村を重点支援地域に指定しているが。 
（片山議員） 合併は 17 年３月まで。 
（塩川議員） 行動予定を示して欲しい。「地方行財政の効率化」では地方団体への住

民の要望が過大過ぎる。行政需要が膨大で、この整理が要る。各段階の議会が錯綜
し、政治家の争いで難しい。地方行政体制整備の上で、行政の水準、範囲と役割分
担をしっかり決めて欲しい。これが根本になり行政簡素化、財政健全化ができる。 

   国と地方の財源配分では、事務・事業の移管と同時に、地方自治体の行政能力が
相応しくなるとの前提で、「地方にできることは地方で」やってもらうよう財源問
題を考えたい。能力が無いのに分権を進めれば団体相互のサービスに相当な格差が
出るのを懸念するが、総務大臣の構想は是非実現して欲しい。補助金・負担金の制
度的な改正を進めると同時に、財源問題を考えて欲しい。財源問題のみ先行し、そ
れから分権制度の改正をするのは難しい。同時並行でやって欲しい。 

   補助金・負担金制度改正は、国会との関係が複雑で、政府全体として取り上げて
欲しい。予算問題だけなら財務、総務と国会との軋轢になり根本的解決ができない。 

   地方交付税の問題は、片山大臣の構想で進めて欲しい。交付税の役割で、財源調
整機能は当然必要だが、財政補助的機能は廃止すべきで、それが新しい地方自治体
の自立を促す。財源保障機能を廃止すべきだ。我々も協力は惜しまない。 

   ＩＴネットワークの投資促進税制は具体的なものを出して欲しい。我々も受ける
つもりで期待している。その代わり、電波法の改正は実情に合うようにして欲しい。
電波法のために規制緩和できないものが随分ある。 

   市町村合併促進スケジュールを出して欲しい。大阪が遅れている。我々も推進す
る。市町村合併後の府県の役割は何か。二重、三重行政ではないか。府県の役割を
見直すべきだ。スケジュールを明示すれば国民の理解、協力も得られる。 

   国の必置規制は見直す。特に、保健、福祉関係では無駄が多い。児童相談所や婦
人向けのもの。昨年の６～７月に、主計局の実態調査 30 例がある。諮問会議など
で聞いてもらい、各大臣に認識してもらい、12 月の予算編成に向けての参考にして
欲しい。その機会を作って欲しい。 

（片山議員） 合併は 17 年３月末の合併特例法の期限までに進める。都道府県が合併
のパターンを作っている。再編後、規模・能力の差が出るので、権限・財源にも差
を付ける。今も市町村一律でなく、政令市、中核市、特例市と差を付けている。多
様な市町村制度を地方制度調査会で議論している。大阪市は独立したいと言い、府
と意見が合わない。今後の課題だ。 

（塩川議員） 市町村は好きなことを言っている。 
（片山議員） お金が先行する訳ではない。収入は地方は４割だが、仕事は６割やって

おり、ある程度合わせていきたい。事務・権限の配分は、地方分権改革推進会議で
御議論いただいているが、お金の話は後追いである。交付税の財源保障機能の廃止
は、経済力が無い地域は自前ではとてもできない。財源保障は必要だ。財政調整だ
けなら、国税を全部もらわなければならない。 
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（塩川議員） 現在の地方交付税は廃止し、新しい地方交付税的な財政調整機能が必要。 
（片山議員） それなら相当、税源移譲しなければ。 
（塩川議員） 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

国税という機能になり地方の独立の意味がなくなる。 
（片山議員） 税源を移譲して、経済力のある地域は税だけで、無いところは交付税で

やらなければならない。簡単に地方交付税と財源保障を切り離せない。 
（塩川議員） だから、地方交付税と税源と権限と三位一体でやるべきで、税源移譲と

権限だけで、交付税は残すとされたら困る。 
（片山議員） そんなことは言っていない。三位一体と言っている。 
（塩川議員） 交付税は残さないと、はっきりしてくれたら良い。 
（片山議員） 前からそう言っている。三位一体とはそういうことだ。 
（塩川議員） 交付税は残さないと。はっきりしてくれたらそれで良い。 
（小泉議長） 三位一体だ。 
（片山議員） 地方交付税と財源保障は一体で、税源移譲をどこまでやるかだ。 
（塩川議員） 財源調整能力を持ったものは構わない。地方自治体の格差がある。 
（片山議員） 総理が言われるように、不交付団体が 100 だけだ。都道府県は東京都だ

けで市町村が 100。これを 300 くらいにするのが税源移譲だ。残りは仕方がない。 
（塩川議員） 三位一体だけきちんとして欲しい。地方交付税だけ残っても困る。 
（片山議員） 残る訳がない。 
（塩川議員） 残る訳がないなら、それで結構だ。 
（片山議員） 三位一体だ。 
（小泉議長） そのための三位一体だ。 
（塩川議員） そこだけきちんとして欲しい。 
（片山議員） 地方団体は国の仕事を相当部分担当している。ある程度面倒を見ないと

仕方がない。 
（塩川議員） 財源移譲もありうる。 
（竹中議員） 確認したいが、交付税の問題は、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、来年６、７月までに工程表を作る。その際に、三位一体の中
身のニュンアスが微妙に異なるので、議論していただく必要があるだろう。 

（塩川議員） それが一番大事だ。 
（竹中議員） 有識者議員の意見の前に、電波の話を。 
（片山議員） 電波の何か。 
（塩川議員） 微弱な電波がすべて規制されている。 
（片山議員） 規制緩和の話は検討したい。色んな議論がある。 
（竹中議員） 三位一体、地方交付税の話を有識者議員から問題提起して欲しい。 
（本間議員） 提出資料に沿って、質問、意見を申し上げる。 
   電気通信事業関係で、事業区分を廃止されるのは非常に大きな前進だ。無線ネッ

トワークの重要性を考えると、無線に関する抜本的規制緩和が必要で、不十分では
ないか。ＩＴビジネスモデル地区は特区と違うのか。何故特区でやらないのか。 

   事後チェック型、裁量行政脱却の観点では、競争促進のため、公正取引委員会を
内閣府に速やかに移管すべきだし、時期も明確にすべきだ。ＦＣＣ（連邦通信委員
会）に相当する委員会設立等も、検討を進めるべきだ。 

（片山議員） ＦＣＣは何度も議論した。 
（本間議員） 取り上げられていないが、旧総務庁関係で、事業評価や政策評価は、既

に着手したとのご意見だったが、実際には動きがない。 
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（片山議員） ４月から始めた。 
（本間議員） 加速化して、評価と予算を連動させる形で、各省庁に総務省が先頭を切

ってやっていただきたい。 
   人件費等の問題で、かなり前向きなお話だったが、地方公務員給与が本当に各地

域の官民格差を反映しているのか。今の状況では、市町村、都道府県庁の職員が各
地域では高給なのは事実で、どう考えるのか。国家公務員の給与の見直しの反映だ
けでよいか。 

   郵政事業の公社化及び国立大学の法人化以外の公務員定員についてどのように
精査するのか。地方公務員も、各市町村、都道府県での人員管理削減について具体
的な時期と目標値を設定し、公表する努力が必要ではないか。ＩＴ化推進が行政効
率向上につながることを国民が理解できてないところが、非常に重要な問題だ。Ｉ
Ｔ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、計画性を持たせていくべきではないか。 

   市町村合併では、17 年３月までに達成できるか、実行可能性の問題。それを確実
にするために、年度ごとの目標値設定ができないか。 

（塩川議員） そうでないと勝手なことをやっている。 
（本間議員） 今議論のあった地方の三位一体の改革、財源的な問題。財務省と総務省

の間に幾分考え方の違いがあるが、フローだけでなく、ストックの問題が欠落して
いないか。現在、特別減税を含めて 14 兆円前後、それを除いても 10 兆円強の財源
不足がある。さらに、交付税特会には複雑な貸し借り関係がある。どう解決するか
を表に出さず、フローだけ彌縫的に解決するなら抜本的改革にならない。地財計画
のシミュレーションをもう一度精査する必要があり、ストック勘定の貸借をきちん
と見据えることが不可欠だ。そうしないと、三位一体が実現できない。１年間で出
すとのことだが、財務省や他省と調整し、具体的成案を得て諮問会議の場で御議論
いただきたい。 

   関連して、地方財政計画はマクロだが、個々の都道府県、市町村が自主的な地方
財政計画を作らなくて、地方自治として良いのか。もちろん作成するためには国の
施策が決まり、交付税財源が分からなければならないという技術的問題があるが、
仮置きして、自らの地域を自らの立場で、地方債償還も含めてきちんと自主的に自
己責任体制を作ることが不可欠な課題だ。合併論議をきっかけに、現状維持の場合、
合併した場合に、どんな変化が起こるのか、イメージを市町村に与えないと推進で
きない。「改革と展望」を国が作ったが、個々の都道府県、市町村で「改革と展望」
を作るとともに、全体として一体化した計画を作る必要があるのではないか。 

   大臣の御提案は大変踏み込んだものと評価しているが、具体性とスケジュールを
より明確にして、今申し上げた点について、今後集中的に御検討いただきたい。 

（片山議員） 無線関係の規制改革は相当進めているが、難しい点があり、なお検討して
いきたい。 

   ＩＴモデル地区は、ＩＴ関係機能の集積を誘導する。構造改革特区とダブっても良
い。 

   公正取引委員会については、事務的検討を進めている。ただ、朝令暮改との意見も
あるので、調整を行い、内閣府へ移管していきたい。アメリカＦＣＣの機能は総務省
と同じだ。私どもも紛争処理委員会などを創設している。検討課題としたいが、自分
は変える気はない。 

   新しい行政手法にも取り組んでいる。政策評価は４月から始まったが、試行錯誤の
過程であり、１～２年経過すれば格好はついてくるだろう。 
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   給与の地方の官民格差では、地方公務員をラスパイレス指数で表すと、全国で100.5
で、全団体の 75.9％は 100 未満だ。90 未満が約１割。かつての状況からは相当低く
なっている。今後も官民格差の実態を見ながら努力していきたい。 

   定員25％純減には独立行政法人化が含まれている。10％が本来の定員削減計画で、
しっかり実施する。地方では、各々の定員管理計画に基づき定員管理をしているが、
必置規制は全部やめてもらいたい。例えば、警察官、教職員等の定数は国が決めてい
る。 

   合併の 1,000 という数字は、政府ではなく与党３党の意見。今回の合併は、昭和の
大合併と違い、自主的合併ということで平成 12 年 12 月に閣議決定した。国が押しつ
けるのは自殺行為であり、都道府県に合併パターンを作ってもらって進めている。 

   地方交付税や地方財政計画では、色んな意見があるが、国の予算と表裏一体だ。何
度も言うが、地方財政計画は、結果であり、予め目標を作ったり、シミュレーション
することはできない。国の財政制度や予算の仕組みの変更と一体でないと難しい。 

   各都道府県は財政計画を持っており、特に、地方債償還計画はみんな持っているが
非公表だ。国の財政計画はないので、リンクするのも非現実的だ。お考えは検討する
が、地方には計画的な財政運営をやれと言っており、特に、起債の計画的償還は引き
続き進めたい。 

   合併のネックの１つに、「あそこは借金が多い」ということがあるが、合併前の繰
上償還を支援する施策を合併支援プランに入れるよう、現在、財務省と相談している。 

（奥田議員） 資料の 16 ページの２①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）」とあるが、どういうことか。 

（片山議員） 大企業と中小企業に分け、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。全てを外形標準にしない。中
小企業は 18 年度から導入し、20 年度までは４分の１。21 年度から２分の１にする。 

（本間議員） 税収中立と言うが、前提を明確にすべきで、そうしないと不信感が広がる。
１兆円増税という試算もある。 

（片山議員） 現在、日商と検証している。仮に、増税になるなら減らす。 
（塩川議員） もっと簡単にできないか。 
（片山議員） 理解できる。 
（塩川議員） 地方増収は応援したいが複雑過ぎる。中小企業に分かるよう簡素化すべき。 
（片山議員） 誰でも分かる。 
（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ないと。 
（片山議員） 御理解いただきたい。 
（塩川議員） 地方税増強も仕方がないという線に持っていかねば。もっと簡単なものに。 
（奥田議員） 財務大臣が言っておられるのは、定額制とかか。 
（塩川議員） もうちょっと簡単なもの。 
（片山議員） 理解が得られれば一番良い。税は分かり易い方が良い。 
（平沼議員） 外形標準は色々議論してきた。平成 17 年の景気回復を見込むと言うが、

中小企業の現状は非常に厳しい。状況を見ながら検討してはどうか。 
（本間議員） 地方交付税特会のストックの問題が抜けている。財投にも関連するが、情

報公開も含めて、よく議論をしないと、ここが伏魔殿となってしまうのではないか。 
（塩川議員） 特会の借入金残高は 46 兆円。 
（片山議員） そのうち責任分担は国が 16 兆円、地方で 30 兆円。複雑になっている。 
（塩川議員） 交付税の問題と三位一体で考えるということで、交付税は財源調整機能だ

けにする。後をどうするかが問題だ。ストックとフローを一緒に解決するのは難しい。 
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（片山議員） 今の 46 兆円のままなら良い。 
（石原臨時議員） １点目は、総人件費抑制は、総理が言われるように、自らの身を切ら

ないと国民の信頼は回復しないので是非進めていただきたい。この夏、道路公団民営
化を議論しているが、その総裁は、「資産台帳が無い」と平気で言い、経営感覚、コ
スト意識が全くない。その結果、非常に大きな有利子負債がある。総理も言われるよ
うに早期勧奨退職を見直すべきだが、結果的に在職期間が長くなり、人件費は多少増
えざるを得ない。ここを何か工夫して抑制しつつ、早期勧奨退職を是正して人件費が
増えないように知恵を絞っていただきたい。２点目は、21 ページに、地方行政サー
ビスの民間委託とあるが、「公の施設」管理等への株式会社参入を検討いただきたい。 

（片山議員） 総人件費抑制はなかなか辛い。人事院が勧告をしてくれたら受け入れやす
いが、給与関係閣僚会議で独自に決める訳にはいかない。退職手当は私の方でやれる。
今の勧奨がかなりの割増しになっている。そこは何かせざるを得ない。 

（石原臨時議員） ５年くらい延ばす場合の早期勧奨退職の効果は試算できる。 
（片山議員） 試算して、また御相談しても良い。 
（奥田議員） 試算はいいが、天下り禁止や定年延長をするには、必ず受け皿の問題があ

る。民間でも確かに受けたい人がいるが、組織的でないと、突然言われても困る。受
け皿の組織というかシステムを作らないと、官僚には気の毒だ。 

（竹中議員） 本日の議論は、基本的には制度改革であり、12 月の「改革と展望」であ
る程度答えを出すもの、15 年度予算に反映させるものとある。合意事項、方向性の
確認をしたい。 
第１点は、三位一体改革は合意された。なお、手順は更に議論すべきで、今後半年

で国と地方の役割分担を議論し、半年で工程表を作る。三位一体の議論を少し前倒し
して、10 月の西室委員会の議論に歩調を合わせて議論を先に始められないか。 

   第２点は、政策評価は、確かに始まったばかりであり、今後１～２年で手法を確立
し、予算に評価を反映できるようにする。工程表を総務大臣から示していただけない
か。 

   第３点は、公取で、内閣府移管の方向で御議論いただく。 
   12 月の「改革と展望」までに議論を深めて欲しいのは、地方の定員問題。また、

電子政府化とアウトソーシングが定員がどう結びつくのか、もう少しはっきりと示せ
ないか、総務大臣に検討をお願いしたい。合併は、地方に委ねるのが基本だが、一方
で誘導する政策も用意するならば、その結果どうなると予想できるか見通しが必要だ
ろう。何かプランを出していただけないか。国は、経済と財政の将来展望を今年１月
に「改革と展望」で示したが、表裏一体である地方財政も考える必要がある。各々の
償還計画の公表問題も含め、各自治体で将来の財政の姿を議論してもらう。その中で
要調整額は出てくる。これだけ税源移譲が必要だとか、三位一体の議論につながるだ
ろう。御検討いただきたい。外形標準課税は、もっと簡素化できないかという話が財
務大臣から出て、事情が許せば考えるという御回答だった。引き続き検討すべきだ。 

（片山議員） 三位一体は、10 月末までに地方分権改革推進会議が補助負担金の整理合
理化案を出す。それと合わせたらいい。分権改革会議は総理からの正式な指示なので、
それをたたき台にやった方が良い。政策評価を予算につなげるのは賛成。どうつなぐ
かスケジュールを考えるのは良い。定数管理、アウトソーシングは少し研究したい。
例えば、市町村が共同でアウトソーシングしたとき、どれぐらいの定数が浮くかなど。
しかし、浮いた人達の首は直ちには切れない。ほかの業務に回す。合併の一番のアメ
は合併特例債で、上限を人口で決めており、その償還を交付税で見る。試算したい。
ただ、その場合、前提がなければ難しい。 
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（塩川議員） 自分は、合併の経験者。死に物狂いでやった。覚悟を決めないと駄目だ。 
（奥田議員） 電子政府と定員だが、民間でシステムを導入する際に「これだけ予算が欲

しい。人間はこれだけ減らす。」というのでＯＫするが、２、３年経過して見ると人
は全然減らずに、むしろ増える。ＩＴやシステムの一番盲点であり十分考えて欲しい。 

（塩川議員） 三位一体は前倒しで結論を出すのか。 
（竹中議員） 前倒して議論はするが、最終的な工程表は来年の６月。 
（塩川議員） こういう問題は雰囲気づくりをやって、その状況を見た上でステップを考

えないと大変な問題になる。選挙でも利用される。 
（片山議員） 地方が喜ぶことだけなら、選挙には大変有利だが。 
（塩川議員） 税源移譲も分権も全部賛成だが、地方交付税だけはきちっとして欲しい。 
（竹中議員） 仰る点は重要だ。私が申し上げているのは結論を早く出すのではなく、議

論を早く始めるということ。総理と御相談をしながら決めたい。 
  
○制度・政策改革集中審議について（平沼大臣） 
（平沼議員） 総理から、エネルギー、中小企業、起業関連制度改革、研究開発プロジ

ェクト、規制改革の５点の指示があり、５分野に限らず根本から見直した。政策の
理念・目的を鋭角的に立て、予算等の政策資源を集中し、それ以外の政策措置を大
胆に縮小、撤廃する。政策の「選択と集中」を徹底し、税制改革でも、試験研究税
制の抜本強化等重点４項目とし、既存税制は、徹底した縮減・撤廃を実施する。 

   エネルギー政策では、地球環境対策の温暖化削減目標を達成期限が迫っており、
ここ数年は我が国の排出量が増加傾向で、強力な対策が必要だ。90％がエネルギー
起源で、当面、地球環境対策に集中的に取り組みたい。具体的には京都議定書の市
場メカニズム等をエネルギー政策と一体化し、エネルギー関係予算を省エネ、新エ
ネを含め、地球環境対策に重点化したい。また、エネルギーセキュリティ、競争的
市場の整備が政策の根幹であり、政策の焦点を見直しつつ、怠りなく取り組む。石
油公団清算を踏まえ、諸施策を抜本的に見直すとともに、天然ガスシフトを念頭に、
次世代エネルギーの需給構造への転換を図り、危機に強い日本を作っていきたい。
電気事業法、ガス事業法の改正を視野に、全国的な電気取引の活性化等で競争的市
場に転換していきたい。エネルギー関係予算は、思い切って踏み込む。今までの経
済産業省の発想にはなかったが、環境に配慮した歳入財源のあり方の確立が必要だ。
石炭は、エネルギー財源には含まれてこなかったが不公平がある。新規課税と関係
税制を大々的にリシャッフルする。京都議定書のＣＯ2 排出抑制に資する。また、
特別会計に地球環境対策を取り込み、必要な部分は環境省と共管し、問題に取り組
みたい。 

    中小企業政策では、従来は、弱者救済というイメージがあったが、平成 11 年度
の基本法改正で、やる気と能力のある中小企業のチャレンジ支援が基本法の理念に
盛り込まれた。これを踏まえ、起業、革新、再チャレンジという中小企業の挑戦の
３段階に応じた施策に重点化していきたい。起業への挑戦として、志があれば、誰
でもいつでも、直ぐに色々な形で起業できる道を開くことが必要だ。具体的には株
式会社で 1,000 万円、有限会社で 300 万円という創業時の最低資本金規制が足枷に
なっている。手続の期間、手続の費用の削減も必要だ。革新への挑戦では、やる気
と能力のある中小企業者に、能力に応じた資金調達の道を開く必要がある。新設の
売掛金に着目した保証制度の実績が上がってきており、さらに伸ばしていきたい。
再生への挑戦だが、日本では１回失敗すると再チャレンジの道が閉ざされてしまう。
再チャレンジの機会を開くとともにセーフティネットの提供が必要だ。個人保証の
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見直し、中小企業政策の施策の整理統合を進め、色々なメニューの中で、特別貸付
の整理統合など利用者ニーズを把握し、真に実効ある施策の立案と実施を徹底した
い。起業支援では、大学発ベンチャー支援等を強化し、継続したい。地方自治体向
け補助金は、来年度は、２割削減をしたい。政策金融では、中小企業の挑戦支援、
セーフティネットなど国の関与が必要な分野に重点化する。今非常に厳しい状況な
ので、当面は今の２点について重点化をする必要がある。 

    研究開発プロジェクトは、ＩＴ、ライフサイエンス、環境・エネルギー、ナノ・
材料という重点４分野に特化する。当省独自基準で、市場化に直結できるプロジェ
クトを進める。「フォーカス２１」プロジェクトの中でも、厳選していく。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だ。採択時にと
どまらず、採択後も第三者が参加する事後評価制度を確立し、不断の見直しを行う。
来年度要求は大幅に見直し、276 事業のうち 181 プロジェクトを中止又は大幅削減
する。既存の研究開発プロジェクト予算の４割を削減し、重点化に回す。 

   規制改革では、徹底的な見直しが必要だ。電力・ガス市場は、電気事業法、ガス
事業法の改正を視野に、電力会社の供給区域を跨ぐ全国的な取引活性化を促し、需
要者にメリットのある競争原理の中でインセンティブを与えていきたい。燃料電池
は、地球環境対策には非常に大きなプラスで、新たな電力供給システムへの転換の
要で、安全性確保を前提に、保安規制を包括的に見直していく。さらに、世界最先
端の電子政府を目指す中、規制を含む手続を総点検し、他省の先例となるよう会計
手続等を先行的に合理化したい。構造改革特区も前向きに検討したい。既に当省に
出されている具体的要望に関しては、実質満額回答で対処していきたい。 

   最後に、こうした根本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で、予算等の政策資源のうち、削減すべきものは大胆に削
減するのはもちろん、改革の実が上がった場合には、削減成果の一部を優先度の高
い政策分野に、各大臣が柔軟に再配分ができるようにすれば、各大臣の指示の下で、
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。 

（吉川議員） エネルギー政策だが、40 年以上前の石炭から石油へのエネルギー転換は
戦後日本経済にとって最大の構造改革の１つだった。当時の日本のリーダーは、将
来の日本に必要不可欠と判断し決断した。現在は、環境等の観点からエネルギー源
の抜本的な見直しの時期だ。平沼大臣から天然ガスの話もあったが、専門家の知見
を集約し、政府として方針を出すべきだ。目先の利害はいろいろあるだろうが、将
来的にやるべきことはきちっとやる必要がある。 

   第２点は、中小企業政策。中小企業は様々な分野のキーワードだ。外形標準課税、
政策金融でも問題になる。政府として、中小企業問題の基本的な考え方を整理すべ
きだ。一般論としては、ローリスク・ローリターンの大企業と比べて中小企業はハ
イリスク・ハイリターンだ。日本では中小企業というとすぐ弱者だと言うが、ハイ
リスク・ローリターンではビジネスでないと言うしかない。ただし、リスクが高い
ことには、色んな意味で手当しなければならないし制度も要る。さらに、現在の日
本の中小企業には特殊な事情もある。以前、速水総裁の資料にあったが、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、それぞれの自己資本比率を
みると、非製造業が悪く、特に中小企業が悪い。80 年代後半のバブル後遺症の問題
で、何とかする必要がある。中小企業のみならず産業再生法改正が懸案事項で、経
済産業省は、事業会社の側から産業再生を考えていると思うが、金融再生と産業再
生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ことが
必要だ。産業再生は、平沼大臣のところで 10 月、11 月あたりを目標に産業再生法
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の改正とも絡めてまとめていただく必要がある。 
   ３点目。４重点分野を中心に研究開発プロジェクトを立ち上げるのは結構なこと

だ。ただ、お手元資料の１枚目に、日本を含めた先進５か国の科学技術関係の予算
の配分がある。アメリカ、イギリスでは、バイオ、生命科学が非常に大きい。日本
はエネルギーのシェアが非常に高く突出している。国と地方の問題を議論した。国
が地方の箸の上げ下げまで言わないということだが、反対に、本来国がやるべきこ
と、国が高い立場から諸外国の動きも見ながら、日本国としてやるべきことがおろ
そかになっている。科学技術予算の配分も、日本として見直す必要がある。13 年度
と 14 年年度のシェアは変化に乏しい。霞が関の常識では、色々変わったかもしれ
ないが、変革の時代であり、構造改革に内閣が取り組んでいるなら、もう少し大胆
に変えるべきだ。政府全体としてきちっと進めるべきだ。 

（平沼議員） 吉川議員御指摘のエネルギー政策が大転換期というのはその通りだ。天
然ガスに触れたが、新エネルギー分野では、燃料電池、風力、バイオも含め重点化
している。現実は石油が５割を超え、また、東南アジア、特に中国がエネルギー輸
入国になってきており、省エネ、新エネに転換して、エネルギー安全保障の見地か
らもバランスの良い形にする重要性は高く、取り組んでいきたい。 

   中小企業に関し、秋の臨時国会に創業・新事業を促進する抜本的な法案を出すと
ともに、今年度中に産業活力再生特別措置法で、企業だけでなく経済社会全体の「選
択と集中」を図る。再チャレンジでき、全体として人材が集中分野にいくことも含
めて、問題意識を持って取り組みたい。 

   図表の点は、日本は世界最大のエネルギー輸入国で、40％にも背景がある。だが、
国として是正は必要だ。尾身大臣と連携し、大きなテーマとして取り組みたい。 

（速水議員） 中小企業向け政策金融に関して、中小企業の挑戦支援、セーフティネッ
トなど国の関与が必要な分野に重点化するという方針は結構であり、現に地方で非
常に困っている中小企業があるのは確かだ。しかし、民間銀行には、中小企業とよ
く話し合い、どういう方向なら生きていけるのかを話し合った上で貸して欲しいと
言っている。中小企業が競争力がなくても生きていけるのでは構造改革は成り立た
ない。公的金融によって、そういう事態が起こりかねないのは心配だ。小さくても
良い企業はいっぱいあり、そうした企業に切り替わっていく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言っている。この点を理解した上で、中小金融機
関、公的金融も協力するのは暫くは仕方ないが、民間銀行は中小企業と十分対話す
ることを徹底して欲しい。 

（本間議員） 素晴らしい整理だが、経済産業政策のマクロ的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。例えば、中小企業政策を方針転換し、産業再生法
等の問題でいくのは、基本的方針としてはそのとおりだと思うが、速水議員も御指
摘のとおり、日本の構造改革にとって最も厄介なのは、一部の非常に硬直的で、マ
ーケットが機能しない部分が大きな生産性格差を生み出し、全体の資源配分の非効
率性が生まれる。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
くことの整合性をどう考えるか。時代は変わっており、生業としての事業と、経済
発展の担い手としての中小企業をきちんと識別する必要がある。この点で、まだ方
針が固まっていないのではないか。 

   エネルギー問題では、天然ガス転換の問題、電力とガスの問題も相互乗入れとい
う形だが、審議会では電気とガスは別々に議論している。これでトータルなエネル
ギー市場の適正化が実現できるか。総合的な検討の場が必要ではないか。 

   研究開発プロジェクトの積極的推進は結構だが、分野設定の問題、官がやること



 

 12

の正当性、目利き能力の問題については、専門家の評価が不可欠で、事後的チェッ
クだけではなく、事前評価をどう入れ込むのか。30 のプロジェクトが何故選ばれた
のか、外から見ても良く分からない。これが予算配分の硬直性とつながれば、重点
的な、マーケット・オリエンテッドなダイナミックな発展が危惧される。 
全体としての方向性は良いが、現場の創意工夫を、どのようにシステムの中に入

れ込んでいくか具体的にお示しいただくと、説得力を増す。 
（片山議員） 中小企業政策では、やる気と能力のある中小企業に色んな挑戦の機会を

与えるのは良いが、やる気と能力のない中小企業はどうするのか。これを保護する
のなら農業と同じになる。ほかの委員が言われたように、構造改革のネックになる
のは間違いないので、そこは大胆に出さないと。いつまでも全部抱え込んで、みん
な保護するということでは効率も悪くなる。 

   地方自治体の補助金２割カットはやむを得ない。構造改革特区と同じで、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。良いものは
国が補填する新しい補助制度を実験的に作っては如何か。 

   電子政府関係でオンライン三法が国会で継続審査になったが、是非、臨時国会で
通していただきたい。平沼大臣が言われるように、単に紙の情報を電子情報にする
だけでなく、思い切った手続の簡素化をやることが必要で、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どうか。内閣みんなでやることだが、大変なコス
トダウンになる。 

（奥田議員） ３点ある。研究開発プロジェクトでは、我が国が再び国際競争力を強化
する鍵は、弛まざる研究開発によって高付加価値の製品・サービスを世界市場に提
供することだ。先般、「動け！日本」プロジェクトで新たな技術、シーズを興味深
く見せていただいたが、こういった技術を如何に事業化するかが非常に大事だ。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に重点が置かれ
ているが、関係省庁、大学、研究所、企業、こういう連携を十分に図ってスピーデ
ィに成果を出すべきだ。民間の研究開発をより一層促進するために法人税減税、研
究開発促進税制、ＩＴ投資促進税制といった施策は確実に実施されるべきだ。 

   エネルギーの規制改革で、電力料金を始めとする高コスト構造是正は、産業競争
力の強化、外資誘致の観点からも非常に重要な施策で、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る。現在の経済情勢を見れば、経済活性化に資
する規制改革は、一刻も早い実現が必要で、そのために全国一律の規制改革に時間
がかかるのであれば、構造改革特区を早期に実現すべきだ。 

   最後に、中小企業政策について言うと、起業、創業を中心に説明しているが、昨
今の経済状況を見れば、能力ある中小企業が現在非常に苦境にある。こういう対策
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。もちろん、退出すべき
企業を敢えて温存する政策は厳に慎むべきだが、能力と意欲のある企業を失うこと
は大変なことで、政府系金融機関の審査・与信能力を活用して、状況に十分注意を
払って実行することが足下の政策としては非常に重要だ。究極的には、その役割は
民間金融機関に委ねるべきだが、こういう前提での改革が必要だ。 

（石原臨時議員） 私は、花粉症で２～４月に大変苦労している。因果関係ははっきり
しないが排気ガスも一因だろう。今夏、住居付近で何十年振りかに光化学スモッグ
注意報が何度も発令された。私は光化学スモッグで倒れた経験があるが怖いものだ。
不気味な放送が防災無線で「外出はお控えください」と流れる。エネルギー政策の
大転換が迫られている。７、８月も表に出られなくなる。京浜工業地帯の稼働率も
落ちており排気ガスが相当影響している。環境省とともに真剣に取り組んでもらわ
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ないと大変なことになると懸念している。 
 中小企業政策では、この夏、道路問題に取り組んだときに感じたが、政府調達で、
官公需法に基づいて中小企業者向けの契約目標を設定し、高めている。中小企業も
公平に入れるためだが、中小企業のシェアが 40 年間ぐらいで 10％ぐらい上がって
いる。その結果、公共事業、特に高速道路では、20 ㎞の工区をぶつ切りにして、１
㎞は A社、４㎞は B社、10 ㎞は地元企業がとったりする。施工能力がないから「上
請」したり、コストを凄く高くしている。これからは経済合理性の観点も大事で、
中小企業庁でも考えて欲しい。 

（塩川議員） 研究開発の４分野とは何か。 
（平沼議員） 科学技術の４分野。 
（塩川議員） 骨太には都市開発も入るが。 
（平沼議員） 研究開発の４分野で、都市は別。 
（塩川議員） ややこしいので明記すべき。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の意向も踏まえて再配分というのは、非常に良い
ことを言っていただいた。是非、全内閣に徹底するように。 

（平沼議員） 財務大臣からのお言葉はありがたい。 
（塩川議員） 大賛成だ。吉川議員御指摘のように、重点分野に大胆にシフトすべきだ。

中小企業対策では、私のアイディアだが、速水議員の御指摘もあるが、銀行は良い
中小企業には貸したいと思っている。保証制度を充実して欲しいと言っているので
信用保証枠を大きく作ったらどうか。その代わり悪いところは整理させたらどうか。
私は清水の舞台から降りたつもりで言っているが、中小企業総合事業団の退職金制
度（小規模企業共済）で、この１年間で廃業するなら大きく退職金を割増すから辞
めろというのはどうか。退職、廃業しやすいように制度化してはどうか。片山議員
御指摘のとおり、辞める対策をしないと、いつまでも供給過剰で、中小企業がみん
な苦しんでしまう。それから、小売業対策。商店街で、再開発計画に合う都市計画
に変えさせたらどうか。廃業者が廃業手当をもらえるようになる。それは再開発に
協力するという大きなインセンティブとなる。中小企業対策で考えていただきたい。
生業の中小企業が、整理しやすいよう退職金のおまけはどうか。中小企業総合事業
団の仕事ではないか。信用保険料をもっと上げても良い。銀行の金利は安過ぎる。
商工ローンは高金利なのに、年 1.5％だと合わない。保証料を２％でも払ってもよ
いはずだ。そのぐらいは中小企業も心得ている。銀行も貸したいが、支店長の責任
になるから保証制度で対応して欲しいと言っている。中小企業庁で検討して欲しい。
中小企業庁は、中小企業者の懐へ飛び込んでいかないと駄目だ。机の上で考えてお
ってもあかんで。 

（奥田議員） 貸したいところは金は要らないことが多い。 
（塩川議員） 要る。事業拡大がある。トヨタの下請は、優秀なので金の必要は無いが。 
（平沼議員） 速水総裁の御指摘は理解できるが、全部助けようと思っていない。倒産

件数も毎月増えている。基本は、民に任せる。しかし、日本経済の基盤を支える中
小企業は、重点化して、セーフティネット等をやっていきたい。本間議員の御指摘
は、我々も認識しており、整合性をとっていきたい。電気とガスでは、方や大手で
寡占独占、方や中小企業という違いがある。当面、分けるのはやむをえないが、総
合性も大事だ。Ｒ＆Ｄの事前評価では、民間もリスクを負担してもらい実用化に直
結するものに特化し、重点化していきたい。現場の創意工夫は、例えば、研究開発
予算で陳腐化したもの、目的を達成したものはバッサリ切って、そうした努力を第
三者にも見ていただいて、創意工夫が非常に盛り上がるようにしたい。片山大臣御
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指摘の「退出しやすい仕組み」は、我々も問題意識を持っている。日本では退出し
にくい。個人保証が非常に強く、残るのは仏壇だけだとなりやすい。個人保証で触
れたが、塩川大臣の御指摘を含め退出しやすい仕組みを、産業再生法はやったが、
もっときめ細かくやらなければいけない。地方自治体が良いと思ったものへの支援
は、我々も精査するが、地域の活性化につながるので前向きに検討したい。電子政
府は、お互いＩＴ担当副本部長なので、各省庁の取組みを促したい。 
 Ｒ＆Ｄに関する奥田議員御指摘のとおり、産官学連携を高めるのが大事だ。大学
発ベンチャー、地域の産業クラスター計画も産学官連携の中で成果が上がっており、
努力を続けたい。ＩＴ政策では、民間とタイアップするのもそのとおり。高コスト
構造是正もそのとおり。一部電力の自由化では非常に効果が上がっており、電力ク
ライシスは起こさないように日本独自のものを構築すべきで、規制改革を進めたい。 
 中小企業政策では、能力のある民間企業を支援したいし、努力を続けたい。石原
大臣の花粉症の話は、お父上も御指摘のように、排気ガスが非常に大きな問題であ
る。燃料電池等のエネルギー転換、新エネルギー、二酸化炭素を排出しない技術革
新にインセンティブを与えて、一刻も早くやっていかなければならない。丸投げの
話では、弊害もあるので、昨年４月に公共工事入札契約の適正化促進法で丸投げは
全面禁止された。不徹底があるなら、国土交通省とも連携をとって対応したい。塩
川大臣御質問の、Ｒ＆Ｄの４分野では、都市開発は別問題である。中小企業の退出
では、中小企業総合事業団での撤退勧奨制度は検討してみたい。小売業の都市計画。
再開発で廃業したらインセンティブというのは、当省だけでなく問題提起し考えて
いかなければならない。金利アップの件は、難しいが検討事項にはなる。 

（竹中議員） 簡単に要約したい。平沼大臣御提案で、最低資本金規制免除は諮問会議
として強く支持する。特区の推進も支持する。個人保証も、随分議論したが支持す
る。いわゆる大臣イニシアティブ、各大臣が柔軟に再配分できる仕組みは、財務大
臣も良いという御意見でもあり、予算の仕組みに関することであり、私の方で責任
を持って諮問会議で是非詰めるようにしたい。特区、個人保証、最低資本金等々は
平沼大臣の方で是非具体化をお願いしたい。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という御
指摘があった。中小企業政策とも絡んで、例えば御指摘のあった、国が地方に補填
する仕組み、保証料引上げも含む信用保証活用、中小企業総合事業団の退職金制度
割増の検討を含め、12 月の「改革と展望」のとりまとめまでに、平沼大臣に積極的
産業調整の進め方の具体的策をここに出していただいてはどうか。環境に配慮した
エネルギー税制のリシャッフル。エネルギー特会で環境について環境省とともに進
める。これは皆さん賛同されている。平沼大臣に強く進めていただきたい。 

（塩川議員） アイディアは早く出してもらった方が良い。 
（平沼議員） 了解した。財務省とも連携しなければならない。 
（奥田議員） 「退出すべき中小企業は退出すべき」とあまりに単純化するのは良くな

い。中小企業へのシンパシーがないと駄目だ。結果的に厳しいところもあろうが、
「死ぬものは死ね」という姿勢には賛成しかねる。 

（竹中議員） 表現は考えなければいけない。研究開発の評価システムの確立と、国際
的に見て偏りがあるとの点は、尾身大臣御出席の機会に議論したい。総理どうぞ。 

（小泉議長） 沢山御発言があり、多くは言わないが１点だけ。総務省の三位一体改革。
これは何度も言うが、「補助金、交付税、税源移譲」を４年間でやるということで
あり、来年度には是非芽を出していただきたい。平沼大臣が環境問題、経済発展問
題に言及されたが、これからヨハネスブルグで出るが、日本は環境と経済発展の両
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立を主張しており、まさにそれに合致している。今まで環境省と経済産業省はどう
も逆向きに見えた。経済発展のためにも環境対策は重要で、そのためにも科学技術
開発、ごみゼロ作戦、廃棄物の再生資源としての利用も重要だ。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という点を是非とも進めていただきたい。 

（竹中議員） 時間を大幅に超過し申し訳なかったが、今日は良い議論だった。明日も
宜しくお願いしたい。   

                      （以 上） 


