
 
 

平成 15 年第３回経済財政諮問会議議事要旨 

 

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

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年２月 17 日(月) 17：46～18:54 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎  内閣総理大臣   

議員 福田  康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵  経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 平沼 赳夫  経済産業大臣 

同 塩川  正十郎 財務大臣 

同 速水  優 日本銀行総裁 

同 牛尾  治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間  正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川  洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

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 

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

（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行われた。 

 

（竹中議員） 審議に先立ち、14 日に公表した昨年 10－12 月期のＧＤＰ統計について報

告する。 

 10－12月期の実質ＧＤＰ成長率は＋0.5％と、４四半期連続プラス。名目は▲0.1％。

14 年 10－12 月期の内訳は、消費の伸びは鈍化したが、外需はプラスに転じ、寄与度
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はプラスに転じ、設備投資は３四半期連続のプラス。なおＧＤＰデフレーターは、前

年同期比で▲2.2％で、下落幅が拡大。今回、実質ＧＤＰが 0.5％、民間の予測の平

均値は▲0.2％で、それに比べて少し高い成長だが、全体では、概ね経済見通しの想

定した範囲。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、15 年度予算及び税制改

正法案の早期成立を図ることが重要と考える。 

つづいて、先週末の日銀金融政策決定会合について、速水議員からお願いする。 

（速水議員） 14 日に決定会合を行い、図表１にあるよう従来と同様に、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ことを、最近の

動きを見て、全員一致で決めた。また、なお書きでも、年度末に向けて、必要に応じ、

一層潤沢な資金供給を行うことを明確化した。 

下の（２）の表にある「ユーロ円金先」、年度末越えの円の東京市場での金利を見

ても、昨年暮れからずっと下がり、0.1％ぐらいで、市場が非常に安心感を持って年

度末を見ていることの表れと思う。昨年は２月ごろから上がり、株も下がり心配した

が、今年はかなり早くから潤沢な資金を供給したこともあり、今年は動きが違う。た

だ、不確実要因もあって慎重に見ており、なお書きのように必要に応じ潤沢な資金を

供給することを決定した。 

次に、日本銀行のバランスシートの総額と内訳の要旨であるが、図表２のとおり、

右の方が２月 10 日現在の資産、負債で 125 兆円。左側が４年前で 80 兆円、それが

毎年 10 兆円以上伸び、４年前の 1.5 倍、125 兆円が資産、負債の合計である。他の

国は、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資料のとおり。したがって、いいか悪いかは別として、

日本銀行が世界一の大きな中央銀行であるのは事実である。 

   その下が各国の名目ＧＤＰとの比率を比較したもの。現在は、125 兆円で 500 兆円

の約 25％ぐらいの率。これの４年前は 15％。ＥＣＢ、ＦＲＢも 11％、７％ぐらい。

日本銀行の資産、負債というのは大きく膨らんでいる。 

   ３ページは、125 兆円の資産の内訳。左側にあるように金地金が今これぐらい。買

現先勘定というのは短期の資金供給オペの一部であり、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 兆円で以前よりかなり増えている。一番大きいのは、国

債で 83.6 兆円。 

   その下の国債の内訳は、長期国債は右の一番上の銀行券の 68 兆円にはまだ達して

いないが 57.5 兆円。短期国債は 26 兆円で両者を合計すると、４年前と比較するとか

なり膨らんで、18 兆円膨らんでいる。外国為替は４兆円、その他資産は２兆円で、

この中に 11 月末から始めた金銭信託を通じて銀行保有の株を 0.5 兆円ほど買ってい

る。これは一定の条件で買い、５年後以降、処分するということである。そのように

資産を買い、その資金が市場に流れていくが、銀行券として出回っているのが 68.5

兆円、金融機関の日本銀行当座預金は約 20 兆円、両方で 90 兆円ぐらい。それから次

の政府預金は 13 兆円ほど。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。資本・引当金勘定が 5.1 兆円。バ

ランスシート合計で 125 兆円で、かなり思い切って資金は出していると御理解いただ

きたい。 

   今後ともデフレ克服に向け潤沢な資金供給を通じ、中央銀行として最大限の努力を

続けていく。今回は、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し

た。 
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○規制改革・構造改革特区について 

（竹中議員） 規制改革については、昨年 11 月にこの場で審議を行い、石原大臣に対し

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

の貢献についてお願いしてある。順次、説明をお願いする。 

（石原臨時議員） 私への宿題は、総合規制改革会議では、平成 13 年度から宮内議長を

中心に社会的規制、経済的規制の分野に取り組んできたが、あるところで壁にぶつか

ると、それ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

どのように考えられるのかという点であったと思う。勧告権を付与されている、昨年

できた道路民営化推進委員会や、省庁再編を司った行革委員会などの、いわゆる８条

委員会は、法律を根拠に置いている。総合規制改革会議は政令に基き設置されており、

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。総合規制改革会議は、来年の３月末が設置期限であるため、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

として合理的と考える。この点は、今後とも積極的な御意見をいただきたい。 

   なお、私は規制改革を所管する規制改革担当大臣として勧告権を有しており、この

カードを切ることはやぶさかではないが、慎重に考えていく必要がある。すなわち、

閣内で意見が違うということを言われる可能性にも留意しながら、有効な手段として

認識している。 

（宮内議長） 昨年 11 月に御指示いただいた「規制改革のアクションプラン」を取りま

とめた。１ページ。基本方針と進め方については、本質的かつ制度的な規制の改革を

進めるべき分野としては、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」を中心として「12 の重点検討事項」を選定した。特に「官製市

場」の改革が重要であると考えており、当会議では、これらの重点事項について、徹

底的に議論を行い、６月までを当面の目標とし、総理への答申を取りまとめたい。そ

の際、２年以内に実現するという実施期限を設定したいと考えており、当会議あるい

は、石原担当大臣の権限、機能を行使することもあり得る。例えば、各省庁への資料

請求、会議での説明要求、公開討論、議事録公開などや、大臣、ハイレベル事務方と

の直接折衝、そして石原大臣による勧告などの行使も頭に入れている。これら重点事

項の検討を進めるに当たり、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。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、最大限、協力していく。既に、今月上旬には共同で公開討論も実施したところで

あり、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いても

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とを期待している。 

   12 の項目については項目だけ簡単に申し上げると、まず、数では全体の３分の１

を占めるのが医療分野である。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という現状に対して、そこで提供されるサービスの質に、

不満と不信が高まっているのではないかという視点である。 

   ２ページ。株式会社の参入により、サービスの質の競争を促す。 

３ページ。「混合診療」を解禁し、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きと考える。 

   ４ページ。医療分野の派遣、あるいは医薬品の一般小売について。こういうことを

含め、医療分野の改革による経済活性化と雇用創出に与えるインパクトは極めて大き

い。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だと考

える。 
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   ５ページ。福祉保育については、幼保一元化が国民ニーズに基づき大きなテーマで

あり、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観点から一元

化を図るべきと考える。 

   ６ページ。教育分野では、株式会社による学校経営が今回特区で認められ、大変大

きな進歩と評価するが、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のあり方についても見直すべ

きと考える。 

   ７ページ。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、いわゆる認可制から届出制へ移行すべきである。教育の質の担保について

は、情報公開、第三者評価、学生の選択によるべきであり、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。 

   ８ページ。日本の農業は小規模兼業で非効率な点が問題である。企業経営のノウハ

ウを導入し、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、取得を認めるべきだと考える。 

   ９ページ。都市再生については、都市空間の有効活用は経済活性化に最も効果が期

待できる分野である。思い切った容積率の緩和により、都心への投資促進を図るべき

と考える。 

   10 ページ。労働分野では、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をさらに進めると同時に、ハローワークの行う無料職業

紹介も、地方公共団体あるいは民間が担うという方向で開放していくべきと考える。 

   11 ページ。既に特区で認められている規制改革について、できる限り早く全国展

開すべきと考える。特に、ここに挙げている株式会社による特別養護老人ホーム経営、

農業経営については、その重要性から早急に対応すべきである。 

   以上の 12 項目は、これまで当会議、あるいはその前身から、散々議論されたテー

マであるが、抵抗が大きくとどまっている。その中で、例えば教育の株式会社参入に

ついては、昨年の当諮問会議での集中審議や総理から直接御指示をいただいき進展が

あった。したがって、この 12 項目についても、本日御議論いただくことで、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頂

戴したい。 

（奥田議員） 諮問会議で何度も申し上げたが、規制改革は民間需要を切り拓き、雇用機

会を創出するエンジンで、我が国経済社会の構造改革を進めるための重要課題。 

   関係者の尽力により進展はしているが、現在の経済情勢を考えると、改革のスピー

ドは必ずしも十分ではない。特に、医療・教育・福祉といった分野は、今後の日本経

済、国民の生活、地域の活力にとって極めて重要。平成 15 年における規制改革の目

標を設定し、諮問会議としてその進捗状況を監視することにより、規制改革の加速化

を図る必要がある。 

   規制改革の進め方及び検討課題につき４点申し上げたい。 

   １つ目は、宮内議長から説明があった２年を期限とするアクションプランの着実な

実現。諮問会議の場で定期的にフォローし、審議を行うことが重要。当面３か月後を

目途に進捗状況を把握し、必要に応じて集中審議等を行い、その結果を「基本方針

2003」として取りまとめていくべき。 

   ２つ目は特に提出資料に記載した６項目の改革を重視し、全国か、特区かのいずれ

かの最適な方法での早期実現を目指すべき。６項目は規制改革要望、あるいは特区提

案募集において、地方自治体・産業界から強い要望が寄せられ、議論を重ねたが、未

だに規制改革の糸口が見えない。これらにつき規制改革を進めるため、従来の枠組み
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にとらわれずに各省庁の意思を結集させて、いかに民間活力を最大限に引き出すか、

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

かといった視点に立ち、取り組まなければならない。また、全国かあるいは特区かの

選択の際、既に前例があり、特段の問題が生じていない事項は、すぐに全国的な規制

改革として実現する必要がある。規制改革の効果について、評価を行い、十分な成果

が生まれるまで改革を進めるという「成果主義の規制改革」を実現することも必要。 

   ３つ目は特区について。鴻池大臣のリーダーシップにより、着実に成果をあげつつ

あるが、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、総合規

制改革会議とも連携し、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。評価機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は、すぐに

でも全国展開をしていくべき。 

   ４つ目は、規制改革を加速化するための推進体制の強化。現在の総合規制改革会議

の後継機関として、例えば勧告権を持つような強力な機関を設置すべき。現在の体制

においてもあらゆる手段を講じ、引き続き積極的に規制改革に取り組んでいただきた

い。 

   最後に、我が国を取り巻く経済社会情勢はグローバル化、少子高齢化、ＩＴ化など

刻々と変化しているが、日本の制度運営が対応できてこなかった。あるいは、対応で

きていないところに問題がある。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。 

（吉川議員）  今の紙の３枚目、参考資料、横長の図を見ていただきたい。この図を用い

て、規制改革が経済政策にとり極めて重要だということを説明したい。 

   竹中大臣からもお話があったが、昨年、日本経済はようやく離陸をした。ここから

持続的な経済成長につなげたい、これは国民全員の願望。政府は当面 1.5％程度の持

続的な成長を目指すとしているが、これが図の一番左。1.5％成長の重要な部分は、

生産性の上昇からくる。90 年代失われた 10 年の実績が 0.5％程度だが、これを 0.9％

ぐらい、大体１％ぐらいかさ上げしたい。足し算すると 1.4％ぐらいの生産性上昇を

実現したい。80 年代の日本経済の実績は 1.7％ぐらいあった。それよりは少し低めた

が、現状失われた 10 年の 0.5％よりは嵩上げしたいということ。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中央部分だが、これが昨年来政府が掲げてい

る政策の４本の柱だ。規制改革はそのうち約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。さらに、その内訳が一番右。 

規制改革は政策の一つの大きな柱であり、これ抜きには日本経済の活性化というの

はあり得ない。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不可能。手

足を縛っているものを自由に伸ばし、民間の活力を引き出す。そして雇用も創出する

というのが大事な政策の４本柱の一つで、速やかに実現していただきたい。 

   最後にエピソードを。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。30 年ぐらい前、固定相場制が変動相場制に変わるという激変期に

日本は国内の世論、考え方を統一するのに大変もたついた。そのときに、米国の有名

な経済学者にジャーナリストが何年この議論はかかるのか、質問した。これに対し、

この経済学者は“１秒”と答えた。つまり、将来を見据え、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進んでいく。規制改革もそういう面がある。

それぞれの分野のリーダーが目先の議論ではなく、日本の経済社会の将来を見て、し

かるべき意思決定をしていただくことが非常に重要。 

（鴻池臨時議員） １月 15 日に締め切った第２次提案、412 の提案主体から 651 もの構

想の提案をいただき、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
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ように取り扱っている。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

区でやってみるというのが小泉総理の基本的な精神と理解し、進めている。 

   この第２次提案につき、主要な事項については、関係大臣に調整方をお願いしたが、

なかなか前へ進まない。先ほど宮内議長からの資料にあった主要項目について、検討

依頼をしたが、回答ぶりは「できない」というものであり、「どうやったらできるか」

というような前向きの答えが感じられない。 

   本日、小泉総理のところで、進捗状況、各大臣との打ち合わせの結果を御報告申し

上げたが、総理から、しっかりともう一度難しいところの調整をお願いするよう指示

をいただいた。総務大臣と農水大臣については大方の御理解をいただき、前進をした

が、厚労大臣と文科大臣、国家公安委員長については再度会う予定で、先程、厚生労

働大臣には会ったが進展していない。なお一層の総理の指導をいただかなければなら

ない。 

   文部科学大臣、国家公安委員長についても再度この精神に基づきお願いしたい。残

念ながら、この特区という構想について、一点先行的に、あるいは限定的に区切って

やるという趣旨の理解がいただけていない。石原大臣と違い勧告権はないが、精力的

に総理の指導のもとで頑張ってまいりたいので一層の理解と支援をお願いしたい。 

   第１次募集の結果、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、４月中旬には総理の認定第１号が誕生する予定。先ほどの奥田議員から発

言のあった評価委員会をできるだけ早く立ち上げたい。 

（岩田政策統括官） 「地域活性化と雇用創出」というペーパーをご覧いただきたい。規

制改革が新しい分野、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

の報告。 

   最初の１ページ目。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分野であるが、過去 10 年間、高齢者ケア、医療、環境、

子育てがどこの地域を見ても非常に高い伸び率であり、この 10 年間で実は 322 万人

雇用が増えた。毎年平均する 32 万人ほど増えた。 

   2000 年以降は平均 45 万人ということで、さらに加速している。より積極的に規制

改革あるいは経済特区を進める必要がある。 

   次のページ。各地方自治体がどういう分野の雇用を増やそうか、どこに期待してい

るかだが、高齢者ケア、医療サービス、子育てあたりが成長分野だと考えている。さ

らに、廃棄物、環境設備も雇用が拡大する有望な分野だと考えている。 

   ３ページ。人口集積が起こることにより、多様なサービスが生まれてくる。例えば、

20 万人以上では、９割以上の新しいサービスが生まれてくる。逆に５万人規模では、

なかなかサービスが発生しない。サービスについても集積メリットが非常にある。市

町村合併は、集積のメリットを生かす形で合併等を進めるということが有用だ。 

   最後のページ。経済特区は、地域のローカルな集積をどのように実現するかに焦点

が合っている。ここでは、東アジアの産業ベルト形成、札幌から上海、それからシン

ガポールという、日本経済の戦後の発展は太平洋ベルト地帯で産業ベルトが形成され、

そこが戦後の半世紀、さらにそれが延長して韓国、ＡＳＥＡＮ、中国に延長してきた

というふうに考えることができる。 

   集積のメリットは、製造業についてももちろん、サービスについても重要。サービ

スの場合には多様な人間、情報、知識の蓄積が収穫の逓増をもたらし、それでさらに

ますます集積が進んで経済発展が進む。 

   こういうことは実は医療の分野でもあり、シンガポールと日本の間で経済連携協定

が結ばれたが、その協定では、外国人の医師相互受け入れがあり、多様な人間の移動、
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集積ということで、日本の経済特区というのも、グローバルな視点から考えることが

必要。将来、21 世紀、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とい

う観点からも経済特区というのは非常に重要な問題だ。 

（竹中議員） 自由に御議論いただきたい。 

（小泉議長） 先程、鴻池大臣から説明のあった特区で、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

という事だ。引き下がっては駄目だ。 

（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。 

（小泉議長） これを全部受け入れられるように交渉するよう指示した。 

（片山議員） 提案の中身は千差万別だ。 

（鴻池臨時議員） いわゆる予算措置をして欲しいとか、税の免除をして欲しいというも

のは全て排除している。 

（小泉議長） その結果、残ったものは全部やるように。 

（塩川議員） 医療の問題について都道府県は賛成している。実際に、株式会社化はどん

どん進んでおり、病院を建てて医療法人に貸したり、資本が進出しているところもあ

る。しかし、私が実際に現地で見ると、そういう病院では検査の種類も多く、検査疲

れするほどやっている。厚労省が言うように、随分、保険会計が違うという。 

   そこで、診療報酬の考え方について、例えば、メニュー制の導入とか、一定の限度

額以上は自己負担にするとか、検査結果のレポートをとらないからいくらでも検査を

やれるので、検査結果のレポートを行うなどしてはどうか。 

   つまり、保険診療の報酬改定への影響について相談に乗ったらどうかと思う。地方

の医者の負担が重くなって大病院が儲けるという構図を医者自身が心配している。そ

ういう点について、一度相談に乗ってあげたらいいと思う。 

   それから、幼保一元化について。私が聞いたところ、幼稚園の方は賛成だ。幼稚園

と保育園で補助金が違うから、保育園の方は必死になって反対する。だから、前提と

して、保育園の補助金を下げてやると、一緒でもいいとなるのではないか。今のよう

に保育園の補助金が高いと成り立たない。 

（片山議員） 今は、幼稚園は教育、保育は福祉。そこをきちんと揃えないといけない。 

（塩川議員） そこを相談してやらないと。乗ってこれない事情がある。 

（鴻池臨時議員） 個別の病院経営に関する議論はしていない。やはり、こういう状況な

のだから、患者の方も選択できる自由をつくるべきだ。まして、高度医療や先端医療

も今の医師会の主張だけでは進まない。広く資本を集め、外国人医者も入れて、最先

端の医療を先行的に１か所でやったらどうかと主張している。それに対する返事は、

曇り空という感じだが。 

（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） よろしくお願いします。 

（塩川議員） ただ、違反したらどうするかということを考えてください。そこが全然な

い。違反したらきつい、厳罰があるという担保が大事だ。 

（鴻池臨時議員） これは特区だ。全国レベルの展開ではなく、１軒、２軒の農家が作っ

たものを提供するというものだから、大丈夫です。 

（塩川議員） それはわかっている。しかし、違反したらとんでもないことになるぞとい

うことがない限り難しい。つまり、アメとムチが揃ってないと困る。 

（鴻池臨時議員） 十分検討させていただく。 

（塩川議員） 違法したものをどうするかまで決めてもらわないと困る。統制がとれない。 

（牛尾議員） 評価体制の議論をしたときに勧告権の話が出たが、そういうことも考えな
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いといけない。 

   そして、一番大事な点は、国際的な視野だと思う。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。ＷＴＯで、グローバルな視点から見ると日本だ

けが奇妙な点は山ほどある。世界から見て、納得できるレベルは誰が見ても分かるの

だから、奇麗事の議論で賛成、反対だけが前へ行っても仕方がない。競争を是認する

人と、伝統、従来のものを是認する人のそれぞれ意見を、五分五分の論理で実験的に

やってみようというのが特区だ。そこは総理が仰るように、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やればいいじゃないかということではないか。 

（塩川議員） 原則は、皆賛成です。原則は今更議論する必要はない。現実の対応をどう

するかということだ。 

（平沼議員） 私は宮内議長の 12 項目、民間議員の６項目に賛成だ。特に重要なのは、

教育と医療の分野で一つ成功例をつくることで、ここのところは絶対やるべきだ。 

   私は、医療は産業として位置づけないといけないと思っている。現在、対内投資を

やろう努力しているが、いろんな障害がある。しかし、外国人医師が日本で医療でき

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ことにつながる。そのため

にも、外国人医師が診療できるよう、特区で突破口を開くことが必要だ。 

また、教育分野についても、ＮＰＯによる学校や公設民営学校についてもまだ認め

られていないが、これもやるべきだと思っている。 

（宮内議長） 補足説明をさせていただく。 

医療の問題で総合規制改革会議が提言しているのは、医療の診療報酬の出来高払い

方式から、病気ごとの包括払い方式に変えていくことだ。これにより、過剰診療が相

当防げる。出来高払いだと、診療を継続すればお金が入るが、これを、ある症状には

これだけの単価でやってくれという形にもっていくことを提唱している。それと同時

に、診療内容、レセプトを電子化し、過剰診療などがあっても、すぐにこれが見つか

るという方式をやりたいのだが、なかなか実現しない。総理の御指示でやっと動き出

したところだが、電子化までは動いていない。株式会社化が進むことは、もっと国民、

患者の立場に立ち、高度診療を受けたいという要求に応えること。それと保険財政を

どう組み合わせていくかということが政策的に難しいところだが、その一つの考え方

として、混合診療、包括払い、レセプトの電子化ということがある。 

   幼保の問題は、保育園が多くの国庫補助を受けているという現実と、一方で待機児

童が多いという矛盾がある。その意味で、保育園の認可基準を下げて、国家負担の少

ない形の保育園を今、作っている。それと幼保一元化ということなので、塩川大臣が

仰った趣旨に沿った形での提言ではないかと思う。 

（本間議員） 規制改革の議論は、その国の「民度」を反映するとよく言われている。民

度を反映するという意味は、国民、納税者等の価値判断が反映するということだが、

日本の場合は３つの点で非常に時代遅れな議論が横行していると思う。 

１つは、官民における官優位の論理が依然として強く残っていること。判断能力に

ついて官が民よりも十分優越的な地位にあることが前提になっている点。 

２つ目は、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ということ。

生産者主権が消費者主権を上回っている状況が依然として根強く存在している。 

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、事後評価という

システムづくりを戦後日本の中で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、規制改革に関連する日本の議論の稚拙さ、幼稚さを反映し

て、建て前の議論だけで、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

と強く感じている。 
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   その意味で、これから考えていかないといけないことは、グローバリズムの中で、

最終的には消費者、タックスペイヤーが判断をする。選択権をきちんと与え、それか

ら起きる問題に対しては、事後的に塩川大臣が仰ったとおり、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とが重要だと思う。そういう枠組みづくりをき

ちんとして、特区を突破口に、それぞれの分野での規制改革を進めていく必要がある

と思う。 

   それから、民度の問題に関連するが、例えば、株式会社が特定分野に参入するとき

に、既得権益の絡みで、申請すら妨げるという実態が地方にある。これは放置できな

い問題だ。例えば、医療については一部の地方からの提案しかない。つまり、地方の

実態が言わせていないところがあり、この問題の根の深いところに作用しているので

はないか。ぜひ実態面を精査して、自由に発言できる状況を作っていくことが重要だ

と思う。 

   また、ＩＴの関連は、当初はかなり進んだと聞いていたが、最近は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。 

（片山議員） 進んでいる。具体的な数字を挙げて欲しい。ＩＴは今度も電気通信事業法

の大改正をやる。具体的に言ってください。 

（本間議員） それから農業分野も、是非、国民的な観点から御考慮いただきたい。 

（片山議員） 法律改正が必要だ。規制の大きなものは全部法律、制度です。議論だけで

なく、法律を通さないと駄目だ。そこをどうやるのか、いつまとめて、どう進めるの

か、この通常国会をどうするか、その議論が要る。評論だけでは駄目だ。 

（鴻池臨時議員） 今後のスケジュールは、総理の下で今月末までにプランを推進本部で

作り、今月末から来月早々にかけて法律を作る。そして３月 14 日を目途に提出させ

ていただく。そして、今国会で御議論いただき、法律の改正をさせていただく予定だ。 

（片山議員） やるとすれば、私どもも法律を直さないといけない。そこの打ち合わせを

きちんとやってもらいたい。例えば、医療の問題は法律を通すのが大変だ。医師会と

のコミュニケーションは十分やっているのでしょうね。 

（鴻池臨時議員） 残念ながらありません。これはできないのです。 

（塩川議員） 先程も言ったが、診療報酬が上がると、それを保険で負担するか、患者で

負担するかだが、これをどうするか。 

（片山議員） 答えを出さないと駄目だ。 

（鴻池臨時議員） 先行的にやり、駄目になったらやめるという方針だから、とにかくや

ってみたい。国民世論が味方です。15 万人の医師会の会員の意見だけを重視するわ

けにはいかない。 

（片山議員） それはそうだが、できなきゃ駄目なのだから。 

（牛尾議員） 結局、特区というのは十分理解されていない。 

（小泉議長） 全国でやられると思われている。 

（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。それは間違いだ。 

（塩川議員） そこらをきちっと説明しておいた方がいい。 

（鴻池臨時議員） 片山大臣の言うこともわかる。努力はするが、話を聞いてくれるかど

うか。進めるしかない。 

（小泉議長） 法案が通っても反対しているのだから。 

（奥田議員） 「ＰＤＣＡ」という言葉がある。「プラン・ドゥ・チェック・アクション」

の略だが、それが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。一
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番大事なのは、プランしてドゥ、それでチェックして、アクションに結びつけること。

アクションがどこかへ行って、プラン・ドゥ・チェックばかり。それでは何もできな

い。 

（塩川議員） チェックからアクションが出てくるのです。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ている。 

（塩川議員） おっしゃるとおり。だが、特に特殊法人とか、国会の予算委員会ではチェ

ックの方が出てきて勉強になる。これが、今度はアクションになる。私はアクション

に変えろとやっている。特殊法人に絞ってやれと言っている。今までは馴れ合いだっ

たが、チェックで暴かれてきている。だからチェックは大事だ。 

（牛尾議員） 日本企業はそれをやってきたから競争力が増した。日本人がアクション能

力がないわけではなく、仕組みさえつくればできる。それをやらないと駄目だ。 

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

（塩川議員） 押していかないと仕方ない。だから、鴻池大臣も、今、一生懸命アクショ

ンを起こしている。そういうのが必要だ。 

（竹中議員） 簡単に整理をさせていただく。 

まず、有識者議員から目標設定のあり方等について提案をいただいた。これについ

ては、諮問会議としても、この提案を踏まえて積極的に取り組んでいくことだと思う。

宮内議長が挙げられた項目は、民間議員の重点項目と重複して書かれており、いずれ

も難航しているが、やはり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

のが基本だと思う。 

   本日指摘された問題で幾つか重要な点もあった。まず、特区の意義が必ずしも十分

理解されていない。例えば、医療等では、やはり不安が一方である。これについてき

ちんと説明しなければならないし、違反したらどうするかということも検討しないと

いけない。幼保の場合は、制度間の整合性をどうとっていくかを同時に考える必要が

あるとの指摘があった。 

一種の引き金を引くプランとして、制度を直すと同時に、違反した場合を考えよう

ではないかといったことを、鴻池大臣や宮内議長の方で整理していただくのが重要と

思う。それにより、一種の優先順位というか、アクションプランが明確になってくる

と思う。 

   いずれにしても、平沼大臣が仰ったように、対内直接投資を促進する意味でも、教

育・医療等については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頑張るということだと思う。第２次募集でも、なるべく

多くの特区を実現させる。そういう宝物を大事にし、全部受け入れられるようにとい

うのが総理からの御指示でした。 

   総合規制改革会議ではアクションプランに従い、６月を目途に精力的に頑張ってい

ただきたいと思う。それでも進まないものは、諮問会議で集中審議を行うことも考え

なければいけないし、６月の「骨太第３弾」に織り込むことも必要だ。 

 それと、石原大臣から出された「ポスト総合規制改革会議のあり方」については、

石原大臣を中心に、引き続き詰めていただきたい。 

（塩川議員） 宮内さん、学区制などの行政的規制は検討されていないのですか。 

（宮内議長） それはやっています。学区制とか教科書の選択の自由を提唱したのは前の

規制改革委員会だ。 

（塩川議員） これはもう少し声を大きくしないといけない。これこそアクションだ。そ

れは周知徹底していかないといけない。 
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（宮内議長） 私学審議会では、私学の先生方が４分の３を占めており、新規参入はでき

ない。そういう制度を変えてほしいということは言っている。 

（小泉議長） 今までの規制は役所だけが反対していたのではない。規制の対象になった

関係団体、関係業界や関係議員が一緒になって反対すると、一部なんだけれども、そ

れで終わり、駄目だとなる。今度はそういうのを承知でやるのだから、鴻池大臣、宝

物は全部やるから、頑張ってください。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。   

（以 上） 


