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同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 
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臨時議員 鴻池 祥肇 構造改革特区担当大臣 

同 石原 伸晃 規制改革担当大臣 

宮内 義彦 総合規制改革会議議長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)規制改革・構造改革特区について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○速水議員提出資料 

○規制改革推進のためのアクションプラン（宮内総合規制改革会議議長提出資料） 

○規制改革・構造改革特区の飛躍的な推進に向けて（有識者議員提出資料） 

○構造改革特区の検討状況について（鴻池臨時議員提出資料） 

○地域活性化と雇用創出 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第３回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。本日はお忙しいところ、ありがとうございます。 

（プレス退場） 

（竹中議員） 本日は「規制改革・構造改革特区」について御審議をいただきます。

この議題に関連しまして、石原大臣、鴻池大臣及び宮内議長に御出席をいただい

ております。 

審議に入ります前に、先週末、14日に公表しました昨年の10－12月期のＧＤＰ

統計（ＱＥ）について一言だけ御報告させていただきます。 

10－12月期の実質ＧＤＰ成長率は＋0.5％と、４四半期連続プラスとなりました。

名目は▲0.1％であります。14年10－12月期の内訳を見ますと、消費の伸びは鈍化

したものの、外需はプラスに転じておりまして、寄与度はプラスに転じておりま

して、設備投資は３四半期連続のプラスとなっております。なおＧＤＰデフレー

ターは、前年同期比で▲2.2％となり、下落幅が拡大しております。今回、実質Ｇ

ＤＰが0.5％、民間の予測の平均値は▲0.2％だったんですが、それに比べて少し

高い成長となりましたが、全体として見れば、概ね経済見通しの想定した範囲で

あるというふうに考えております。政府としては、改革をさらに加速する中で、

当面、「改革加速プログラム」及びこれに基づく14年度補正予算の着実な実施に

努めるとともに、15年度予算及び税制改正法案の早期成立を図っていくことが重

要と考えております。 

経済状況に関連しまして、速水総裁から、先週末の日銀金融政策決定会合に関

連して資料が出されておりますのでご説明をお願いいたします。 

（速水議員） お手元に３枚ほどの資料をお配りいたしましたけれども、先週の14日

に決定会合をいたしまして、結論は１ページ図表１に出ておりますように、日本

銀行当座預金残高が15兆円ないし20兆円程度となるよう金融市場調節を行うと、

これは従来と同じでございます。なお書きとして、「なお、当面、年度末に向け

て金融市場の安定確保に万全を期すため、必要に応じ、上記目標にかかわらず、

一層潤沢な資金供給を行う」ということを発表いたしました。 近の動きを見て、

全員一致で決めた。 

下の（２）の表、これは「ユーロ円金先」と書いてありますが、年度末越えの

円の東京市場で出ている金利をごらんになりましても、赤が今年、青が１年前、

昨年ですが、１月、２月、３月が右の方でございます。昨年暮れからずっと下が

ってきまして、0.1％ぐらいになっております。市場が非常に安心感を持って年度

末を見ているということがこれにはあらわれているように思います。昨年は２月

ごろからずっと上がっていって、株も下がっておりまして心配したわけですが、

今年はかなり早くから私どもも潤沢な資金供給をいたしまして、昨年とはかなり

動きが違います。不確実要因もありますから、慎重に見ておりまして、一応こう

いう形で、なお書きのように何か起こったときには潤沢の資金の供給を行うとい
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うふうに決めました。 

次に、今、日本銀行のバランスシートの総額と内訳の要旨だけ見ていただきた

いと思うんです。図表の２でございますが、右の方が２月10日現在の資産、負債

で125兆円ということでございます。左側が４年前ですが、４年前が80兆円、それ

が毎年10兆円以上伸びていくことになって、４年前の1.5 倍、125兆円という資産、

負債の合計でございます。他の国を兆円ベースに直しますと、ヨーロッパ中央銀

行（ＥＣＢ）が90兆円台、ＦＲＢが約90兆円、バンク・オブ・イングランドやカ

ナダはこんな調子でございます。したがって、日本銀行が世界一の大きな中央銀

行であります。そのことがいいことが悪いことは別としまして、そのことは事実

でございます。 

その下が各国の名目ＧＤＰとの比率を比較したものであります。現在は、125 兆

円で500兆円の約25％ぐらいの率です。これも４年前には15％でありました。ＥＣ

Ｂ、ＦＲＢも11％、７％ぐらいできております。この辺を見て日本銀行の資産、

負債というのは大きく膨らんでいると。 

３ページ目に、その内容を少し見ていただくために、これはあまり見ていただ

いていないのではないかと思いますので、125兆円の資産の内訳、左側をごらんく

ださい。金地金が今これぐらいですが、買現先勘定というのは短期の資金供給オ

ペの一部です。ＴＢ、ＣＰあるいはＦＢ、国債を利用し、その残高が８兆円。買

入手形というのは、銀行から担保をとった上でその手形を買っているもので、こ

れが27兆円。これも以前よりかなり増えております。一番大きいのは、やはり国

債で83兆6,000億円。 

その下に国債の内訳というのが出ておりますが、長期国債が57兆5,000億円、こ

れは右の一番上の銀行券の68兆円にはまだ達しませんけれども、57兆5,000億円、

それから短期国債が26兆円。両者を合計すると４年前と比較しますとかなり膨ら

んで、18兆円膨らんでいると思います。あとは、外国為替は４兆円、その他資産

というのは２兆円ですが、この中に11月末から始めました金銭信託を通じる銀行

保有の株を5,000億円ほど買っております。これは一定の条件で買って、５年後以

降、処分していくということでございます。 

そうやって資産を買い、その資金が市場に流れていくわけですが、銀行券とし

て出回っているのが68兆5,000億円、金融機関の日本銀行当座預金が約20兆円、両

方で90兆円ぐらいあります。それから政府預金は今13兆円ほど入っております。

売現先勘定というのは、政府の国債整理基金とか、前の財投などが余裕資金を短

期に運用するための取引であります。一番下の資本・引当金勘定というのが、５

兆1,000億円、そういうことでバランスシート合計で125兆円ということでござい

ますので、かなり思い切って資金は十分出しているというふうに御理解いただき

たいと思います。 

今後ともデフレ克服に向けて潤沢な資金供給を通じて、中央銀行として 大限

の努力を続けてまいりたいと思っております。今回はそういうことで、なお書き

を変えているが、政策は現状維持ということで決定いたしました。 
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以上でございます。 

○規制改革・構造改革特区について

（竹中議員） ありがとうございます。経済状況につきましては、閣僚の方々には今

週月例経済報告等々もございますので、より詳細な議論はそちらの方で行ってい

ただければというふうに思います。 

    今日の議題であります規制改革・構造改革特区の議題に移らせていただきたい

と思います。 

規制改革については、昨年11月にこの場で審議を行いました。その際、石原大

臣、宮内議長、有識者議員にそれぞれ御検討いただきたいということをお願いし

ております。石原大臣に対しましては、規制改革の推進体制全体について、宮内

議長には、規制改革推進のためのアクションプランについて、有識者議員には、

規制改革の目標や評価など、この諮問会議の貢献について、そういうことをお願

いしたかというふうに思っております。それぞれ御報告をぜひいただきたいと思

います。 

まず石原大臣から規制改革の推進体制についてお願い申し上げます。 

（石原臨時議員） 私の方には検討するようにご下問がございましたのが、いわゆる

総合規制改革会議、平成13年度から宮内議長を中心に社会的規制、あるいは経済

的規制の分野に取り組んでまいりましたけれども、あるところで壁にぶつかると、

その壁を打ち破る手段として会議自体に勧告権を付与したらどうか、その手続は

どのようなふうに考えられるのか、こういう宿題であったと思うんですけれども、

やはり勧告権を付与されております、いわゆる８条委員会は、 近のものでいい

ますと、昨年できました道路民営化推進委員会、あるいは行革委員会、すべて法

律に根拠を置いているものでございます。現在の総合規制改革会議は政令に基づ

いて設置されておりますので、こうしたことを考えあわせますと、勧告権を付与

するには会議自体を１ランク上の法律設置に格上げすることが必要なのではない

かと考えております。 

そして現在の総合規制改革会議は、来年の３月末が設置期限でございますので、

この問題はポスト総合規制改革会議の有り様、推進母体のあり方を検討する中で

結論を出すのが現実問題として合理的ではないかと考えております。この点につ

きましては、民間委員、または宮内議長、私からも付言させていただいておりま

すので、今後とも積極的な御意見をいただきたいと思います。 

なお、規制改革担当大臣としての私には、担当大臣として規制を持っておりま

す所管大臣に勧告権を有しております。しかしながら、この問題は、私はこのカ

ードを切るということはやぶさかではないんですが、切るに当たりましては、か

なり慎重に考えていく必要がある。すなわち、国会がございますので、今、鴻池

大臣が大変御苦労されておりますように、閣内で意見が違うじゃないかというこ

とをまた言われる可能性があるということも留意をしながら、この点は有効な手

段であると認識をしております。以上でございます。 
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（竹中議員） まとめて議論させていただきますので、御報告を先にお願いします。

宮内議長からアクションプランについてお願いいたします。 

（宮内議長） 宮内でございます。昨年11月に御指示いただきました「規制改革のア

クションプラン」を取りまとめました。これにつきまして、報告をさせていただ

きます。お手元の資料の横長のものをごらんいただきながら、御説明させていた

だきたいと思います。 

まず１ページ目でございますが、基本方針と進め方についてでございます。本

質的かつ制度的な規制の改革を進めるべき分野といたしまして、医療・福祉・教

育・農業等のいわゆる「官製市場」、「都市再生」、「労働市場」を中心といた

しまして「12の重点検討事項」を選定させていただきました。特に「官製市場」

の改革が重要であると考えております。当会議では、これらの重点事項につきま

して、まず徹底的に議論を行い。６月までを当面の目標といたしまして、総理へ

の答申を取りまとめたい、このように考えております。その際には、２年以内に

実現するといった実施期限を設定したいと思っております。この際には、当会議

あるいは、ただいま石原担当大臣のお持ちになります権限、機能というものを行

使するということもあり得る。例えば、各省庁への資料請求、会議での説明要求、

公開討論、議事録公開など、あるいは大臣、ハイレベル事務方との直接折衝、そ

してただいまございました石原大臣による勧告、こういうものを行使するという

ことも頭に入れております。これら重点事項の検討を進めるに当たりましては、

構造改革特区推進本部、鴻池大臣との一層の連携強化を図りたいと思っておりま

す。今月下旬に取りまとめる予定の「特区基本方針」の策定に盛り込まれるよう、

大限の御協力をさせていただきたい。既に、今月上旬には共同で公開討論とい

うことも実施しております。また、当諮問会議でもこれら当会議の努力だけでは

進展しない事項につきまして集中審議を行い、６月の「基本方針2003」に反映し

ていただく、こういうことを期待しております。 

次ページ以降、12の項目につきまして説明しておりますが、項目だけ簡単に申

し上げさせていただきたいと思います。 

まず、４項目と数では全体の３分の１を占めるのが医療分野でございます。健

康に関する国民の極めて大きなニーズが公的保険の範囲内に閉じ込められている。

こういう現状に対しまして、そこで提供されるサービスの質というものにつきま

して、不満と不信が高まっているのではないか、こういう視点でございます。 

２ページ目は株式会社の参入によりまして、サービスの質について競争を促す、

さらに３ページ目にございますが、「混合診療」を解禁いたしまして、公的保険

の枠外にある先進的で多様な医療サービスの創出を図るべしと考えます。 

次のページは医療分野の派遣、あるいは医薬品の一般小売、こういうことを含

めまして、医療分野への改革による経済活性化と雇用創出、このインパクトは極

めて大きいと考えております。国民、患者、消費者のニーズに応えることが活性

化のために も重要なことではなかろうかと考えるわけでございます。 

次のページでございますが、福祉保育でございます。幼保一元化、これも国民
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のニーズが大きなテーマでございまして、縦割り行政の論理ではなく、現実に困

っている国民の声に応えると、そういう観点から一元化を図るべきと考えます。 

次のページから教育でございますが、株式会社による学校経営が今回特区で認

められた。これは大変大きな進歩であるというふうに評価いたしますが、さらに

全国ベースでＮＰＯを含めて解禁すべきではないか。また、小中高の設置許可の

手続における私立学校審議会、このあり方についても見直すべきと考えておりま

す。 

次も教育でございますが、大学経営の自由度を増し、国際競争力を回復すべく

大学・学部・学科の設置等を届出制、いわゆる認可制から届出制へ移行すべきで

あって、教育の質の担保ということにつきましては、情報公開、第三者評価、学

生の選択ということによるべきであって、行政の許認可判断に委ねるということ

ではないと考えるわけでございます。 

次のページは農業でございます。日本の農業は小規模兼業で非効率な点が問題

でございます。企業経営のノウハウを導入いたしまして、大規模化、効率化すれ

ば自立した産業として十分再生できる。農地リース方式での参入という現在のや

り方では限界があり、取得を認めるべきであると考えます。 

次のページは都市再生でございます。都市空間の有効活用は経済活性化に も

効果が期待できる分野でございます。思い切った容積率の緩和によりまして、都

心への投資促進を図るべしと考えております。 

次は労働分野でございまして、雇用の流動化への対応、セーフティネットの充

実のために有料職業紹介の規制改革、これは進んでおりますが、さら進めると同

時に、ハローワークの行う無料職業紹介につきましても、これを地方公共団体あ

るいは民間が担うと、こういう方向で開放していくべきだというふうに考えるわ

けでございます。 

後のページは既に特区で認められております規制改革についても、できる限

り早く全国展開すべきではないかと考えます。特に、ここに挙げております株式

会社による特別養護老人ホーム経営、農業経営の２つにつきましては、その重要

性から早急に対応すべきであると、このように考えるわけでございます。 

以上、12項目でございますが、これはこれまで実は当会議、あるいはその前身

から も議論されて、さんざん議論されたテーマでございます。しかしながら、

すべて抵抗が大きくとどまってしまっている。その中で、例えば教育の株式会社

参入につきましては、昨年の当諮問会議での集中審議、あるいは総理から直接御

指示をいただいたということで進展がございました。したがいまして、ただいま

申し上げました12項目につきましても、本日御議論いただくということで、今後

の総合規制改革会議の検討が大変進めやすくなる。そういう点から御理解と御指

示をちょうだいしたいと、このように考えております。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは有識者議員から規制改革特区の飛

躍的な推進に向けてということで御説明をお願いいたします。奥田議員お願いし

ます。 
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（奥田議員） 過去の諮問会議の席上で何度も申し上げましたが、規制改革は民間需

要を切り拓きまして、雇用機会を創出するエンジンであって、我が国経済社会の

構造改革を進めるための要とも言うべき重要課題であるということは御承知のと

おりだと思います。 

関係者の御尽力によりまして進展はしてきておりますが、現在の経済情勢、こ

ういうものを考えてみますと、改革のスピードは必ずしも十分であるとは言えな

い。特に、医療・教育・福祉、こういった分野では、今後の日本経済、あるいは

国民の生活、地域の活力、こういうものにとって極めて重要であると思います。

したがいまして、提出してあります資料のとおり、平成15年における規制改革の

目標を設定して、諮問会議としてその進捗状況を監視することによりまして、規

制改革の加速化を図っていく必要があると思います。 

本日は規制改革の進め方及び検討課題につきまして４点申し上げたいと思いま

す。 

第１は、宮内議長から先ほど御説明がありました２年を期限とするアクション

プランの着実な実現であります。そのためには、諮問会議の場で定期的にフォロ

ーして、審議を行っていくということが重要であると思います。当面は３か月後

を目途に進捗状況を把握して、必要に応じて集中審議等を行うことによりまして、

その結果を「基本方針2003」として取りまとめていくべきである、このように考

えております。 

２つ目は冒頭に申し上げました観点から、諮問会議が特に提出資料に記載して

ございます６項目の改革を重視して、全国か、特区かのいずれかの 適な方法で

の早期実現を目指すべきであると考えます。この６項目はいずれも規制改革要望、

あるいは特区提案募集において、地方自治体あるいは産業界から強い要望が寄せ

られておりまして、これまで議論を重ねてまいりましたが、未だに規制改革の糸

口すら見えていない。こういう状況でございまして、これらについて規制改革を

進めていくためには、従来の枠組みにとらわれずに各省庁の意思を結集させて、

いかに民間活力を 大限に引き出していくか、またグローバル化が進展している

中で、いかに国際的に魅力的な事業環境を整備していくか、こういった視点に立

って取り組んでいかなければならないと思います。また、全国かあるいは特区か

の選択の際には、とりあえず特区で先行させるという考えではなく、既に前例が

あり、特段の問題が生じていない事項などは、すぐにでも全国的な規制改革とし

て実現する必要がある、このように思っております。規制改革が実際にどのよう

な効果をもたらしたかということについて、しっかりとその評価を行いまして、

十分な成果が生まれるまで改革を進めると，こういった「成果主義の規制改革」

を実現することも必要だと思います。 

３つ目は特区についてであります。鴻池大臣の大変なリーダーシップによりま

して、着実に成果をあげつつあると思いますが、特区で実現した規制の特例措置

をなるべく早く全国に拡大するために、総合規制改革会議とも連携しながら、早

期に民間有識者を中心とする評価機関を設置する必要があると思います。評価機
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関の評価を通じて特段の問題が生じていないと判断される場合には、すぐにでも

全国展開をしていくべきだと考えます。 

後の４つ目でございますが、規制改革を加速化するための推進体制の強化と

いうことでございます。現在の総合規制改革会議の後継機関としては、例えば勧

告権を持つような強力な機関を設置すべきだと思います。もちろん、現在の体制

においても、とり得るあらゆる手段を講じて、引き続き積極的に規制改革に取り

組んでいただきたい、このように思っております。 

後になりますが、よく考えてみますと、我が国を取り巻いております経済社

会情勢はいわゆるグローバル化、あるいは少子高齢化、あるいはＩＴ化、こうい

った世界が刻々と変化していくにもかかわらず、日本の国内の制度運営がこれに

対応できてこなかった、あるいはできていない、こういうところに問題があると

思います。今後の規制改革はこうした変化に迅速に対応して、特に国際的な見地

からも進めていくべきである、このように考えております。以上でございます。 

（竹中議員） それでは関連しまして吉川議員にお願いします。 

（吉川議員） それでは、ただいまの私どもの名前の書いてある紙の３枚目、参考資

料、横型の図を見ていただきたい。私の方から、この図を使いながら、規制改革

が目下の経済政策にとって極めて重要だということを御説明したいと思います。 

    先ほど竹中大臣からもお話がありましたが、昨年の日本経済はようやくテーク

オフといいますか、離陸をしました。ここからぜひとも持続的な経済成長につな

げたい、これは国民全員の願望だと思います。政府は当面1.5％程度の持続的な成

長を目指すということで、この図の一番左それが書いてございます。1.5％成長の

重要な部分は、生産性の上昇からくるわけであります。90年代失われた10年の生

産性上昇の実績は0.5％程度なのでありますが、これを0.9％ぐらい、大体１％ぐ

らいかさ上げしたいということであります。90年代の実績とあわせて1.4％ぐらい

の生産性上昇を実現したいということです。ちなみに80年代の実績、日本経済で

すが、生産性上昇は1.7％ぐらいありました。それよりは少し低めですが、失われ

た10年の0.5 ％よりは嵩上げしたいということです。 

その0.9％程度の嵩上げをどういうもので実現するかというのが真ん中に書い

てございます。これが昨年来政府が掲げている政策の４本の柱であるわけです。

その中で規制改革が約３分の１程度、実額で毎年1.5兆円程度の経済規模を拡大す

る効果があるだろうとここでは見込んでいます。 

さらに、その内訳が一番右に書いてあります。以上この図を見ていただくと、

やはり規制改革というのが政策の一つの大きな柱であって、これ抜きには日本経

済の活性化というのはあり得ないということがお分かりになると思います。当た

り前ですが、自分の手足を縛って、それで経済を活性化しようと思っても、それ

は不可能なんであって、やはり手足を縛っているものを自由に伸ばして、そして

民間の活力を引き出す。そして雇用も創出するというのが大変大事な政策の４本

柱の一つであります。これをぜひとも速やかに実現していただきたいということ

であります。 
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後に１つエピソードのようなものですが、日本は将来の方向を見据えて国の

中の意思を統一するというのがどうも苦手だと私は思います。30年ぐらい前です

が、戦後四半世紀続いた固定相場制が変動相場制に変わるという激変期があった

わけですが，そのときも日本は国内の世論、考え方を統一するというのに大変も

たついたわけであります。そのときに、米国の有名な経済学者がジャーナリスト

に聞かれた。戦後25年間も１ドル360円が続いてきたわけだから、これが変わると

いうのは大変なことであって、何年この議論はかかるんでしょうかと質問したの

に対して、その有名なアメリカの経済学者は“It takes a second”、「１秒だ」

と答えた。つまり、将来を見据えて、責任ある立場にある人が意思決定をすれば、

そこでそちらの方向に物事は進んでいくということを言ったわけであります。規

制改革もそういう面があると思います。それぞれの分野のリーダーが目先の議論

ではなくて、日本の経済社会の将来を見て、しかるべき意思決定をするというこ

とが非常に重要だと思います。以上です。 

（竹中議員） 特区の検討状況でございますけれども、これにつきまして鴻池大臣に

お願い申し上げます。 

（鴻池臨時議員） 発言をさせていただく機会をいただきましてありがとうございま

す。既に御高承のとおりと思いますが、１月15日に締め切りました第２次提案、

412の提案主体から651もの構想の御提案をいただいておりまして、これは地方や

民間の規制改革にかける期待と熱意のあらわれと宝物のようにして今取り扱って

いるところでございます。これまでに実現が困難であったものこそ、失敗を恐れ

ずに特区でやってみろと、これが小泉総理の基本的な精神であるということを理

解をいたしまして、ただいままで進めさせていただいているところでございます。

この第２次提案につきましても、主要な事項につきましては、関係大臣と金曜

日に打ち合わせをさせていただき、調整方をお願いいたしてまいりました。しか

し、なかなか前へ進みません。先ほど宮内議長からの資料にもございました。主

要項目につきまして、種々御検討依頼をいたしてきたところでございますが、こ

れらの回答ぶりを見ていただきますと、「できない」と言うもので、「どうやっ

たらできるか」というような前向きの答えが全く感じられないということであり

ます。 

本日、午後２時から小泉総理のもとに参りまして、進捗状況、また私がお話を

申し上げました厚労大臣、文科大臣、国家公安委員長、総務大臣、農水大臣との

打ち合わせの結果を御報告申し上げ、総理から、さらにしっかりともう一度難し

いところに参って、調整方をお願いしてくるように御指示をいただきました。総

務大臣と農水大臣につきましては大方の御理解をいただき、前進をしていただき

ましたことに感謝を申し上げているところでありますが、厚労大臣と文科大臣、

国家公安委員長につきましては再度お目にかかる予定でございまして、先ほど厚

生労働大臣とお目にかかってまいりましたが、進展はいたしておりません。なお

一層の総理の御指導をちょうだいしなければならないというふうに思っておりま

す。 
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文部科学大臣、国家公安委員長につきましては、明日お目にかかりまして、再

度この精神につきましてお願いを申し上げたい。このように思っておりますが、

残念ながら、この特区という構想につきまして、どうも一点先行的に、あるいは

限定的に区切ってやるんだという御理解がいただけていないのではないかという

ふうな答案が随分出てまいります。一生懸命私も言っておりますが、残念ながら、

石原大臣と違いまして権限がございませんもんですから、そういうようなところ

もありまして、なお、明日、明後日、精力的に総理の御指導のもとで頑張ってま

いる所存でございます。なお、一層の御理解と御支援をお願い申し上げたいと思

います。 

８月30日に締め切りました第１次募集の結果、実現をいたしますのは、４月１

日から地方公共団体から構造改革特別区域計画の認定申請を受けまして、４月中

旬には総理の認定第１号が誕生する予定でございます。なお、先ほど奥田会長か

ら御発言がございましたように、評価委員会というものをできるだけ早く立ち上

げたいと存じております。この件に関しましては、ぜひともひとつ御指導をちょ

うだいしたいと併せてお願いを申し上げているところでございます。以上であり

ます。 

（竹中議員） ありがとうございました。御説明の 後になりますが、岩田統括官の

方から地域活性化と雇用創出、これに関連する若干の御説明をお願いします。 

（岩田政策統括官） それではお手元の「地域活性化と雇用創出」というペーパーを

ごらんいただきたいと思います。ここでは、これまで規制改革といった動きが新

しい分野、サービスの分野でどのぐらい雇用を拡大してきたかということについ

ての報告でございます。 

初の１ページ目をごらんいただきますと、89年から99年の10年間でどのぐら

い、どういう分野で新しいサービスが生まれたか。９分野でありますが、現在、

530万人増やしたいという目標を掲げておりますけれども、過去の10年間、これを

ごらんいただきますと、高齢者ケア、医療、環境、子育て、この辺がどこの地域

を見ても非常に高い伸び率となっております。この10年間で実は322万人雇用が増

えました。ですから、毎年平均すると32万人ほど増えたということであります。 

右の方は2000年に入ってからどうかということなんですが、2000年以降は平均

しますと45万人ということで、雇用拡大はさらに加速をいたしております。私ど

もの今の目標の530万人のためには、さらにそれを倍増しなければいけない。より

積極的に規制改革あるいは経済特区というようなものを進める必要があるんじゃ

ないかということでございます。 

次のページで、各地方自治体がどういう分野が雇用を増やそうか、どういうと

ころを期待しているかということをごらんいただきますと、この左の方、高齢者

のケア、医療サービス、子育て、この辺がやはり成長の分野だというふうに考え

ている。さらに右の方をごらんいただきますと、廃棄物あるいは環境設備という

ことですね、環境の問題、この辺についてはどこの地方自治体も雇用が拡大する

有望な分野だというふうに考えていることがわかります。 
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３ページでございますが、ここでは多様なサービスがやはり人口の規模といい

ますと、集積がある程度起こるということによって、実はさまざまな多様なサー

ビスが生まれてくるということであります。例えば、20万人以上というところに

なりますと、９割以上の新しいサービスが生まれてくるということであります。

逆に５万人規模というようなことになりますと、なかなかサービスが発生しない

ということでありまして、サービスについても集積のメリットというのが非常に

ある。現在、市町村の合併というようなことがございますけれども、やはり経済

的なモチベーションといいますか、集積のメリットを生かすような形で合併等を

進めるということが有用ではないかというふうに考えております。 

後のページは、これまで経済特区の話というは、どちらかといいますと地域

のローカルな集積をどういうふうにして実現するかということに焦点が合わさっ

ているわけですが、ここで見ておりますのは、東アジアの産業ベルト形成、ここ

で赤で結んであります。これは３Ｓラインというふうに言われる方もいまして、

これは札幌がちょっと書いていないんですが、札幌から始まって上海、それから

シンガポールという、日本経済の戦後の発展はいうのは太平洋ベルト地帯という

ようなところで産業ベルトが形成されて、そこが戦後の半世紀、さらにそれが延

長していって韓国、それからＡＳＥＡＮ、そして中国というようなところに、い

わばそれが延長してきたというふうに考えることができます。 

こういう集積のメリットというのは、製造業についてももちろん言えるわけで

ありますが、サービスについても重要であるというふうに考えられます。サービ

スの場合には多様な人間、あるいは情報、知識の蓄積、こういったものが収穫の

逓増をもたらすわけでありまして、それでさらにますます集積が進んで経済発展

が進むということであります。 

こういうことは実は医療の分野でもございまして、シンガポールと日本の間で

経済連携協定が結ばれましたけれども、これは昨年の４月に平沼大臣が御報告に

なったペーパーにあるんですが、その新しい協定では、外国人の医師をお互いに

受け入れるようにしましょう、こういうようなことが記されておりまして、人の

移動、多様な人間の移動、それの集積ということで日本の経済特区というのも、

そういうグローバルな視点から考えることが必要じゃないか。この地域で果たし

て主要なコアというはどこになるのか、将来、21世紀ですね。そういう観点から

も経済特区というのは非常に重要な問題じゃないかというふうに考えております。

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、今の御報告を全部踏まえまして、

時間は７時まででございますので、どうぞ御自由に御議論をいただきたいと思い

ます。 

（小泉議長） 先ほど鴻池大臣が言われた特区の話、もう一度各大臣と折衝するよう

に言ったのは、鴻池大臣の考え方を支持するから，認められるように折衝しなさ

いと言ったんです。引き下がっちゃだめだよ。 

（鴻池臨時議員） ありがとうございます。皆さん、聞いておいてください。 
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（小泉議長） これを全部受け入れられるように交渉しなさいと指示したんですから

ね。 

（片山議員） 総理、宝物と言われましたけれど、特区の提案にはいい加減なものも

かなりある。ただ、真剣なものも相当ある。それを取り上げなければならないと

思うけど、いい加減なものは仕方がない。 

（小泉議長） 残ったものはみんな真剣になっていますから。 

（片山議員） 残ったのは宝物の方でしょう、いい加減なものも少しありますがね。 

（鴻池臨時議員） いい加減なものは精査しているはずです。 

（片山議員） 本当に思いつき的なものもかなりある。 

（鴻池臨時議員） いわゆる予算措置をしてほしいとか、税の免除をしてほしいとか

といったものは全部排除している。 

（片山議員） 資金の融通がどうだとかね。 

（小泉議長） それを精査して、残ったもの。 

（片山議員） 宝の方です。 

（鴻池臨時議員） 大変なものがあるんです。 

（小泉議長） 宝物は全部やるように。 

（塩川議員） ちょっと意見を言わせてもらいますと、例えば、医療の問題で県とか

なんかは皆賛成しておるんです。ところが法人化の場合、法人化はどんどん進ん

でいますよ、こんなこと言わんでも、実際は進んでいますよ。というのは、病院

を建てて医療法人に貸している。資本が進出するところも来ていますね。それか

ら、私ら現地で見ましたら、やはり法人でやっている病院は検査がえげつないで

すわ。厚労省が言うように、保険会計がむちゃくちゃに違うというんですね。こ

こは鴻池さんどういう交渉をしておるんですか。例えば、検査の種類とかなんか

でも、私の近所にできた病院なんかでも、検査疲れするというほどやっちゃうん

ですね。そういうのは今、随分ありますよ。 

そこで、診療報酬の考え方ですね、例えば今問題になっておったメニュー制を

入れるとか、あるいは一定の限度額以上は自己負担にするとか、あるいは検査の

結果のレポートをやれと。レポートをとらないからなんぼでもやれるわけです。

レポートをとれとかそういういろんな方法にして。結局、厚労省の意見を私も聞

いた。「何でやらんのだ、おまえら」と言って私は聞いたんです。言っているの

はそういうところなんですね。 

ですから、保険診療の報酬の改定、これに対してどう影響するかということは

相談に乗ってやったらどうだろうと思うんです。それには医師会が言っています

ように、町医者とか、地方の医者の負担がどんどんときつくなってきて大病院は

どんどん儲ける、こういう構図を皆思っているわけです。医師自身がそう思って

いるんだから、それの不安があるものだから、そこらを一回きちっと相談に乗っ

てあげたらいいと思うんです。 

それからもう一つ、幼保一元化のことも聞きました。私は幼稚園の人から聞い

たら、実際は賛成なんですね。幼稚園と保育園でこんなに補助金が違っておった
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ら、それは保育園は必死になって守りますよ。ですから、前提として保育園の補

助金をぼんと下げる。これをやったら、しょうがないな一緒にでもいいなと、こ

うなってくるけど、今のように保育園がものすごく高かったらこれは成り立たな

い。あんたが一生懸命やっておられるのはよくわかっているんだけどね。 

（片山議員） 幼稚園は教育、保育は今、福祉です。そこのところをそろえなければ

だめです。 

（塩川議員） それを相談してやらんと、乗ってこれない事情があるんですよ。 

（鴻池臨時議員） 十分参考にさせていただきますが、個別の病院経営については私

ども話はしておりません。やはり、こういう状況になって多様化されておるんだ

から、患者の方も選択する自由をつくるべきだと、まして高度医療あるいは先端

医療というものは、今の医師会さんの御主張だけでは進まない。広く資本を集め

て、そして外国人の医者も入れて、 先端の医療を全国でやろうと言っているの

ではない、先行的に１か所でやったらどうですかと、これを私は主張しておりま

すが、御返事はいたってくもり空、こういう感じでございます。 

（塩川議員） 私どももどぶろくについては25日に結論出す。 

（鴻池臨時議員） どぶろくお願いします。 

（塩川議員） 25日に結論出しますよ。ただし、鴻池さん、こういうことを考えてく

ださいな。違反したらどうするかということですよ。ここが全然ないものだから、

それでビール会社、酒会社はやんやん言うんです。違反したらきつい、厳しい罰

があるのかということなんです。これは平気でしますよ。まず第一にどぶろくを

見ていますと、すぐに焼酎にいきますよ。できるんだもの、そんなのをやったと

きにバシーンとやるぞということが大事なんだ。 

（鴻池臨時議員） これは特区です。全国レベルの展開じゃありません。田舎家が１

軒か２軒、じいさん、ばあさんがつくったやつを提供するだけですから、大丈夫

です。 

（塩川議員） それはわかっています。しかし、すぐ焼酎に変われるんです。そうし

た場合に、違反したらとんでもないことになるぞという、それがない限り、つま

り、私が言いたいのはアメとムチが一緒にそろっていないと困るんです。私、25

日に結論出しますよ。やると言っていますからやりますが……。 

（鴻池臨時議員） 十分検討させていただきます。 

（塩川議員） そういう違法したものはどうするかということは、きちっとしておい

てもらわないと困る。そうでないと統制がとれない。 

（鴻池臨時議員） はい、ありがとうございました。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 評価体制の議論をしたときも、当然、勧告権じゃないけど、そういう

ことをどういうふうにするかということも考えなきゃいけませんね。しかも、そ

れを当事者のみならず、民間をできるだけ多くして、 近は消費者の方がよく見

ていますから、どんどん情報も入りますから、それは非常に大事だけれども、そ

れをきちっとすることは十分心すべきだと思います。 
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私が申し上げたかったのは、どの程度のことをするかというのは、明らかに一

番大事な点は国際的な視野だと思うんです。およそ先進国がやっていることを、

日本だけやらないというのはおかしい。国際的な視野が１つです。平沼大臣が御

出演されているＷＴＯのテレビを見ていましても、日本の国内で非常に上手に通

り抜けたというコメントもありますけれども、やはりグローバルな視点から見る

と日本だけが奇妙な点が山ほどある。世界から見て、納得するようなレベルとい

うのは誰が見てもわかるわけですから、そういう点では、基本的な既得権を守る

という改革に対する抵抗感というものが、それを語らないで、奇麗事の議論で賛

成、反対だけが前へ行っても、本当はやはり開国か鎖国かという話かもしれない

し、既得権を10年ごとに新規参入に平等にチャンスを与えるかという競争が全体

をプラスにするということを信じるかどうかということなんです。それは競争を

是認する人と、伝統、従来のものを是認する人とそれぞれ意見がありますが、五

分五分の論理でそういうことを実現しようというのを一回実験的にやってみよう

というのが特区でありますから、今、反対している人が懸念するものは山ほど可

能性はあるんだけれども、そこは総理が明言でおっしゃるように、失敗を恐れず

にやってみようじゃないか、やってみていいものはすればいいじゃないかと。 

（塩川議員） 原則は皆賛成なんですよ。原則は今更議論する必要はないんです。原

則はあなたがおっしゃるように皆賛成なんです。現実の対応としてどうするのか

ということの話なんです。 

（牛尾議員） それは言ってワンセットで……。 

（塩川議員） そんなもの、言わんでもわかっていますよ。 

（牛尾議員） 決まればやれるんですよ。 

（塩川議員） 今更聞く必要はない。どうしたらええのかということを相談するとい

うことなんですよ。 

（竹中議員） 今のは重要なポイントだと思いますので、平沼大臣、宮内議長の順番

で御発言をお願いします。 

（平沼議員） 私は宮内議長が御指摘の12項目、それから民間議員の方々の６項目、

これは賛成でございます。特に重要なのは、私はそういう意味では教育と医療の

分野で一つ成功例をつくるということが非常に大切なことですから、ここのとこ

ろは絶対にやるべきだと、こういうふうに思っています。 

それから医療というものは、私は産業として位置づけてやらなきゃいかんと思

っています。それから今、経済産業を担当している人間として、日本の場合、対

内投資をやろうということで今努力をしているんですけれども、いろんな障害が

ありますけれども、外国人の医師がここで医療ができるということになれば、安

心して諸外国からも日本に来るということにつながるので、そういったところも、

外国人の医師が診療できるというふうなことも、やはり特区という形で突破口を

開いてやっていくことが私は必要だと、そういうふうに思っておりまして、あと

教育分野については、ＮＰＯによる学校や、公設民営学校についてもまだ認めら

れておりませんので、こういったところも私はやるべきだと、こういうふうに思
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っております。私からは以上です。 

（宮内議長） 若干、補足説明をさせていただきたいと思います。医療の問題につき

まして、規制改革の中で提言しておりますのは、医療の診療報酬の出来高払いと

いう方式から、病気ごとの包括払いという方式に変えていくということによりま

して、過剰診療というのが相当防げるのではないか。出来高払いですと、診療を

ずっとやっているとお金が入るということでございますけれども、ある症状には

これだけの単価でやってくれと、こういう形にもっていくということを提唱して

おります。それと同時に、診療の内容、レセプトでございますけれども、これを

電子化いたしまして、過剰診療なんかがあった場合、すぐにこれが見つかるとい

う方式にやりたいわけでございますけれども、なかなか規制改革会議の答申が実

現しない、これにつきましても、やっと総理の御指示で動き出したということで

ございまして、電子化まではほとんど動いていない。そういう意味でＩＴ化が遅

れているということも一つの問題点だと思います。 

したがいまして、法人化が進むということで、検査づけになるということを分

離して、もっと国民、患者の立場に立って高度診療を受けたいという、今の要求

と保険の財政というものをどう組みあわせていくかということが、やはり一番こ

れから政策的に難しいところであって、その一つの考えとしまして、混合診療、

包括払い、レセプトの電子化というようなことが入り込んでおります。 

それから、幼保の問題でございますけれども、塩川大臣がおっしゃいましたよ

うに、保育園が非常に多くの国家補助を受けているという現実と、それから待機

児童がたくさんいるという、この矛盾したところがございまして、そういう意味

で保育園の認可基準を下げるということで国家負担の少ない形の保育園を今つく

っている。それと幼保一元化ということでございますので、今おっしゃいました

趣旨に沿った形での提言ではないかというふうに思っております。 

（塩川議員） これは保育士さんが皆やりたがっているんですよ。それをやらせない

んです。問題はいろいろありますよ。 

（牛尾議員） 需要はあるんです。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 規制改革の議論というのは、その国の「民度」を反映しているという

ことはよく言われております。その民度を反映しているという意味は、国民、納

税者等の価値判断が反映されるということがよく言われておるわけですけれども、

日本の場合には３つの点で私は非常に時代遅れ、時代錯誤的な議論が横行してい

るということが言えようかと思います。 

これは牛尾議員がおっしゃった問題にも関係するわけですけれども、１つ目は、

官民における官優位の論理というものが依然として強く残っている。判断能力が

官が民よりも十分優越的な地位にあるということが前提になっているというのが

第１点です。それから２つ目は、これは戦後この方ずっと続いてきたことであり

ますけれども、供給側の論理が需要側の論理よりも特段に配慮されている。生産

者主権が消費者主権を上回っている状況というものが依然として根強く存在して
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いる。これが第２点です。３つ目は、入口の規制、事前規制で全部問題を糊塗し

ようとしておるわけですが、事後で評価をするというシステムづくりというもの

が、戦後日本の中では十分に行われてこなかったということ。 

この３つのポイントが、私は規制改革に関連する日本の議論の稚拙さ、幼稚さ

というものを反映して、建て前の議論だけで、きちんとした本音ベースの議論に

まで遡っていかないのではなかろうかということを、この議論の進展を見ており

ますと、強く感ぜざるを得ません。 

その意味で、我々がこれから考えていかなければならないことは、やはりグロ

ーバリズムの中では 終的には消費者、タックスペイヤーが判断をする。選択権

をきちんと与え、そしてそれから起こってくる問題に対しては、事後的に先ほど

塩川大臣がおっしゃったとおり、きちんとしたルールの中でペナルティを明らか

にしていく、こういうことが重要なんだろうと思います。ぜひ、その点できちん

とした枠組みづくりというものを、特区を突破口にして、それぞれの分野におい

て進めていく必要があるんだろうと思います。それが第１点です。 

それから、民度の問題に関連するわけですが、例えば、民間の株式会社が特定

の分野に参入するというようなときに、これまでの既得権益の絡みの中で、申請

すら妨げているという実態が各地方にあるわけであります。これは放置できない

問題でありまして、例えば、医療を前提にしますと、長野県の知事が極めてリベ

ラルな方であるということを反映して、長野県からしか出てこないというような

問題が実はあるわけです。私は長野県がいいかどうかということを申し上げてい

るつもりはありません。地方の実態が言わせていないというところがあり、私は

この問題の極めて根の深いところに作用しているのではないかという気がいたし

ます。そういう意味で、これから特区について、今、鴻池大臣が非常に頑張って

いただいておりまして心強く思っておりますけれども、ぜひ実態面における精査

をしていただきまして、自由にものが言える状況をどうつくっていくかが重要で

あろうかと思います。 

それからもう一つ、ここで出ておりませんけれども、ＩＴの関連で 初はかな

り進んだというぐあいに聞いておりましたけれども、 近はＩＴ関連の経済動向

が厳しくなったということを反映して、進んでいない。 

（塩川議員） ＩＴとブロードバンドは進んでいないんですね。 

（片山議員） 進んでいます。具体的な数字を挙げて言ってください、勘でものを言

ってはだめですよ。ＩＴは今度も電気通信事業法の大改正を行います。 

（本間議員） 現実にいろいろ私の……。 

（片山議員） 具体的に言ってください、具体的に。総論はだめです。 

（本間議員） 総論的なところで今日はお話しさせていただいておりますので。 

（片山議員） 大体いつも総論ですね。 

（本間議員） それからもう一つは、農業分野でございまして、これはＷＴＯで３大

臣が御出席されて、いろいろと問題が指摘されるような部分もございますので、

国民的な観点から、ぜひこの点についても御考慮をいただきたいというぐあいに
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思います。 

（片山議員） 法律改正が必要です。規制というのは大きなものは全部法律、制度で

す。議論だけしていても、これを通さなければだめです。そこはどうやるのか、

いつまとめて、どう進めるのか、この通常国会をどうするのか、その議論が要り

ます。評論だけではだめです。 

（鴻池臨時議員） 私どもの与えられた問題だけについてお答え申し上げますと、今

月末までにプランを推進本部で、総理の下でつくっていただきまして，今月末か

ら来月早々にかけて法律をつくります。そして３月14日をめどに提出をさせてい

ただく。今国会で御議論いただきまして、法律の改正を通させていただく、成立

させていただく、このような予定を今のところ立てておりますので、また御指導

いただきたいと思います。 

（片山議員） やるとすれば、私どもの方も法律を直さなければいけないですから。

そこの打ち合わせをよくやっていただかないと、例えば、医療の問題は中央も地

方も医師会が強硬に反対です。これは法律を通すときになかなか大変ですよ。医

師会とのコミュニケーションは十分おやりになっているんでしょうね。 

（鴻池臨時議員） 残念ながらありません。これはできないです。 

（片山議員） 厚生労働省だけも反対が強いけれど、後ろがいるから厚生労働省も引

けない。 

（塩川議員） さっき言ったように、診療報酬がぶわっと上がっちゃう。そうしたら

結局保険で上げるか、患者負担が増えると、この急激にくるやつをどうするかと

いうことなんだね。 

（片山議員） 答えを出さないとだめです。 

（鴻池臨時議員） 先行的にやってみてだめだったらやめるという方針ですから、と

にかくこれはやってみたい。こういうふうな国民世論が味方です。たった、15万

人の医師会の会員の意見だけを重視するわけにまいりません。 

（片山議員） そうですけれども、できなければだめですから。 

（牛尾議員） 結局、特区というのは十分理解されていないんですね。 

（小泉議長） 全国やられると思っているんだよね。 

（牛尾議員） 特区というのは日本では初めてだから。 

（片山議員） 突破口になると思っているのです。とんでもない。 

（塩川議員） その考えを持っているからね、そこらをきちっとしておいた方がいい。 

（鴻池臨時議員） 総務大臣の言うこともよくわかりますが、その努力はしますが、

いかに医師会のアイドル鴻池でも、話は聞いてくれないと思いますよ。進めなき

ゃしょうがないです。 

（小泉議長） 法案が通っても反対しているんだからな。 

（鴻池臨時議員） やらなくちゃしょうがないですよ。 

（片山議員） 15万人ですよ。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 私は今日、経団連でもちょっと怒ったんですけど、ＰＤＣという言葉
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が出てくるんです。プラン・ドゥ・チェックのことですが、これは本来はＰＤＣ

Ａという言葉なんですけど、ＰＤＣで終わっていてアクションというのが全然出

てこないんですよ。やはり一番大事な話は、プランしてドゥ、それでチェックし

て、それでアクションに結びつける。そのアクションがどこかへ行っちゃって、

プラン・ドゥ・チェックばっかりなんですね。そんなことをやっておったら何も

できやしない。 

（塩川議員） チェックからアクションが出てくるんですよ。チェックをやらないか

らアクションが出てこない。 

（奥田議員） アクションという言葉がなくなっちゃっている。 

（塩川議員） アクションが全然ないよ。おっしゃるとおりです。特に特殊法人とか、

国会の予算委員会をやったら本当に勉強になりますよ。すごいことを出してきま

すよ。今までの野党と全然違いますよ。ですから、それは全部出てくるのはＣの

方なんです。これが今度のアクションになる。私はそれをアクションに変えろと

今やっている。例えば、特殊法人とか、特別会計でも何でもいいから１つだけや

れと。特殊法人に絞ってやれと言っているんです。これは絶対やりますよ。そう

いうのは今まで出てこなかったんです。なれ合いでみんなまあまあなんだから、

おまえら適当にやっておけよというようなもんで、こっちはみんなで床柱に座っ

ておったんや。それはできなかった。それが暴かれてきて、そんなあるのかにな

ってきたんですよ。だからＣが大事なんですよ。 

（牛尾議員） 日本企業はそういうことをやってきたから競争力を増しているわけで

すから、日本人がアクション能力がないわけじゃなくて、仕組みさえつくればで

きるわけです。それをやらないとだめなんですね。 

（塩川議員） だからまず、チェックですよ、Ｃの方ですよ、そこからアクションが

出てきます。奥田さん、これをやってみろということを出してください。 

（奥田議員） チェックまではみんなやるんだけど、アクションになると誰がやるん

だとかね。 

（塩川議員） 押していかなきゃしょうがない。だから、鴻池さんなんかでも、今、

一生懸命アクションをやっているんや。そういうのが必要なんですよ。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは、簡単に整理をさせてい

ただきますが、まず有識者議員から目標設定のあり方等について御提案をいただ

いております。これにつきましては、諮問会議としても、この御提案の方向を踏

まえて積極的に取り組んでいくということだと思います。重点項目として挙げら

れました項目、これは宮内議長が挙げられた項目は、民間議員のペーパーでも重

複して書かれておりますけれども、いずれも難航はしておりますけれども、やは

り、皆さんのここでの議論は、そのためにやるのが特区であるから、少なくとも

特区で実現するよう、サポートしていくというのが基本だということだと思いま

す。 

ただ、今日出された問題で幾つか重要な点もあったかと思います。それは特区

の意義が必ずしも十分理解されていない。例えば、医療等は典型ですけれども、
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やはり不安が一方である。これに対してきっちりと説明をしなきゃいけないとい

うことと、それとか違反したらどうするか。幼保の場合は、制度間の整合性をど

のようにとっていくかということを同時に考えていかなければいけないだろうと

いう御指摘だと思います。そのための、例えば今の幼保の例がいい例だと思いま

すが、一種の引き金を引くようなプランとして、この制度を同時に直そうじゃな

いかとか、違反をするときはどうするかということを同時に考えようじゃないか

とか、そういう問題点をぜひ鴻池大臣の方でもお出しいただければと思いますし、

また今まで議論されてきた宮内議長の方からも整理していただくというのが重要

なのかなと思います。そうすると、まずこれをやろうじゃないかというような、

一種の順位といいますか、順番というか、アクションプランみたいなものが明確

になってくるということだと思います。 

ただ、いずれにしても、これは平沼大臣がおっしゃいましたけれども、対外直

接投資を促進する意味でも、教育・医療等、やはりこういうものについて、難し

いけれどもやらなければいけない。それについては、少なくとも特区で実現でき

るように今回思い切って頑張るということだと思います。第２次募集において、

なるべく多くの特区を実現させる。そういうふうに宝物を大事にするのが、これ

が全部受け入れられるようにというのが総理からの改めての御指示でございまし

た。 

総合規制改革会議ではアクションプランに従いまして、６月を目途に精力的に

頑張っていただきたいと思います。それでも進まないものについては、諮問会議

でさらに集中審議を行うということも考えなければいけないし、残された課題を

６月の「骨太第３弾」に織り込むということも必要であろうかと思います。それ

と石原大臣から出されました「ポスト総合規制改革会議のあり方」については、

これは石原大臣を中心に引き続きぜひ詰めていただきたいと思います。特に今の

総括でございますでしょうか。 

（塩川議員） 宮内さんね、行政的規制というやつは検討されていないんですか。 

（宮内議長） 例えばどういうことですか。 

（塩川議員） 例えば学区制なんていうのは、こんなもの 大の規制ですよ。 

（宮内議長） それはやっております。学区制とか教科書の選択の自由とか、それを

提唱したのは前の規制改革委員会でございまして……。 

（塩川議員） これはもうちょっと声を大きくしなきゃいかんですね。これこそアク

ションなんです。それが起こっていないのは、そこなんですね。それは周知徹底

していかなきゃいかんですね。これは大きいですよ。 

（宮内議長） 私学審議会なんか、言うならば、私学の先生方が４分の３を占めて審

議会をしておりますから、新規参入はできないということになっているわけです

から、そういう制度を変えてほしいということは言ったりしております。 

（小泉議長） 今までの規制は役所だけが反対していたんじゃないんですよ。この規

制の対象になった関係団体、関係業界、それにつながる関係議員、非常に実力の

ある関係議員、これが一緒になって反対すると、一部なんだけれども、それで終
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わり、だめだと。それを今度はそういうのを承知でやるんだから。鴻池さん、言

ったように、宝物は全部やるから、ちゃんと頑張ってくださいよ。 

（竹中議員） それではどうもありがとうございました。以上をもちまして、今日の

会議は終了させていただきます。 

（以 上） 
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