
    

    

平成 15 年第 8回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 8回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年４月９日(水) 17：30～19:10 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

同 福井 俊彦 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 遠山 敦子 文部科学大臣 

同  扇 千景 国土交通大臣 

同 細田 博之 科学技術政策担当大臣 

西川 太一郎 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 歳出構造改革について 

① 科学技術政策、文部科学関連 

② 国土交通関連 

(2) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○ 科学技術創造立国の実現に向けて（細田臨時議員提出資料） 

○ 「知」の創出、活用の 大化に向けて（遠山臨時議員提出資料） 

○ 扇臨時議員提出資料 
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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８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。 

（プレス退場） 

（竹中議員） 今日の議題でありますけれども、歳出構造改革の問題であります。科

学技術政策、文部科学及び国土交通関連について御審議をいただきます。その関

連で遠山大臣、細田大臣に御出席をいただいております。また、後ほど扇大臣が

御出席されます。 

なお、平沼大臣は所用のため欠席されておりまして、西川副大臣にお越しをい

ただいております。 

○歳出構造改革について

（竹中議員） 前々回の諮問会議におきまして、「構造改革レビュー」について審議

を行いまして、改革の進捗状況を確認いたしました。その際、政府から進捗状況

に課題が残されているところもあるということも確認されております。本日はこ

れらの分野についての改革の取組みを更に強化するために、特に歳出改革に論点

を絞って関係大臣から御説明をいただき審議を進めたいと思っております。 

まず、科学技術政策、文部科学関連でございますが、この大臣イニシアティブ、

これまでも、昨年行いましたけれども、今年は少し時期を早めて４月からという

ふうに考えた次第であります。 

時間がいつもなくなるものですから、今日はこれまでと少し方法を変えまして、

まず有識者議員の方から御質問の形で論点を示していただきまして、それに対し

て大臣からお答えいただくというような形で議論を進めさせていただきたいと思

います。 

それでは、本間議員よろしくお願いします。 

（本間議員） それでは３月末にそれぞれ問題提起させていただきまして、各大臣に

構造改革の今後の取組みに向けて御検討をいただいたわけでありますけれども、

今回は大臣におこしいただいております。構造改革をもう少し力強く推進させる

ための第一段階として、我々としましては、基本方針2003の中で内閣としての政

策目標、これを宣言というような形ではっきり打ち出し、実行をそれに沿う形で

予算配分等も含めて具体化をし、そしてその成果を事後的に評価するという形で、

きちんと歳出の中身を見直す初年度としての予算編成とする、これに向けて着手

することをねらっております。したがいまして、各予算の重点分野、あるいは削

減分野を明確に打ち出していくということも必要だというぐあいに考えますし、

三位一体とも関係いたしますけれども、補助金の効率化、削減に向けた具体的取

組みもこれからの質問の中でお答えをお願いいたしたいと思います。 

まず、科学技術政策担当の細田大臣に我々から質問させていただきたいと思い

ます。科学技術予算と申しますのは、経済活性化にとりまして極めて重要なテー

マであるというぐあいに認識をしております。これまで２年間、重点４分野とい

うことで、予算もプライオリティを高くして配分をしてきたのが実際でございま

す。しかし、それが本当に効果ある形で資金が研究、教育の分野の中で活用され

ているかという点について、これから組織的に予算の中身を見直していくという

ことも必要かと思います。 

まず、大目標として、どういう国家戦略として科学技術を振興するのか、それ

を受けて中目標として各分野あるいは各省庁の中でそれをどのように実施をして
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いくのか、予算の張りつけも含めて考えていく必要があります。さらに、課のレ

ベル等にまで小目標も含めて、裾野を広く政策目標を明確にすると同時に、評価

の仕組みの構築を進めていく必要性があろうかと思います。この辺のところ、今

後の課題も含めてお答えいただきましたらありがたいと思います。 

次に、総合科学技術会議は省庁横断的な形で科学技術政策の企画･立案及び総合

調整をしていただくことになっておりますが、これまでの縦割的な予算配分を色

濃く残している状況の中で、各省庁間の予算の全体的な整合性や効果、これを見

据えながら、重点化配分方式に今後どのように取り組まれようとされているのか、

この点もできましたらお願いをいたしたいと思います。 

第三に、科学技術予算、これまでどうしても日本の予算の通例でありますけれ

ども、機関を通じてお金を流すという、そういう仕組みになっております。その

結果として、大学にも回っておりますけれども公的な研究機関の比重が高く、対

民間への研究費の活用というものは非常に小さいという特徴を持っております。

これが成果主義と絡めてまいりますと、ノーベル賞を受賞されました田中さんの

ようなケース、これは研究費が十分に政府から行っていないような危険すら起こ

ってくるのが今のシステムであります。この個人補助的な要素というものをどう

いうぐあいに強めていくか、これは文部科学省の遠山大臣にも関連するわけであ

りますけれども、科研費でありますとか、ＣＯＥでありますとか、そういう部分

のところに横断的な形で効率的に資金をどのように活用していくかということも

十分検討する必要があろうかと思います。この点についてもお話を伺わせていた

だきたいと思います。 

第四に、科学技術予算の場合には政府部内の研究施設、研究所に対して資金が

流れる、その一つの要素というのは特定財源の活用というものがございます。こ

の点が幾分過大に政府部門内の研究施設、あるいは原子力、宇宙、海洋関連の予

算に多く振り分けられる、そういう原因にもなっておりますので、この辺につい

ての思い切ったシェアの引き下げも含めて、どのように今後考えていくのか。細

田大臣に対しまして、我々が今問題意識として持っておりますのは、以上の点で

ございます。 

遠山大臣の方もよろしゅうございますか。 

（竹中議員） すみませんが、恐らくオーバーラップすると思いますので。 

（本間議員） それでは遠山大臣に対して我々の問題意識をお話しさせていただきま

す。 

科学技術関連の分野の点につきましては、共通をいたしておりますので、省略

をさせていただきたいと思いますが、まず目標を設定し、それを着実に実行し効

果を上げるというような観点で申しますと、格好の素材と申しますのは、来年４

月から発足をすることになっております国立大学法人の問題でございます。ここ

にこのPlan－Do－See をどのように織り込んで制度設計をされようとされている

のか、この辺のところにつきまして付随的にお答えをいただきたいと思います。 

次に、これは三位一体とのかかわり方が非常に強いわけでありますけれども、

今後、国と地方の役割分担の中で、奨励的な補助金を原則的に廃止する、あるい

は計画的に削減する方向性というものを考えていく必要性があります。義務教育

費の国庫負担金、これを国と地方と役割分担等の観点も含めてどのようにお考え

をされているかお伺いしたいと思います。 

第三に、大学がこれから柔軟に対応してまいりますときに、ＣＯＥ制度等で御

努力をいただいておりますけれども、ますます厳しく評価される競争的な環境づ

くりというものをやっていかなければならないと思います。この点についての具
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体的な取組みについてお話を伺わせていただきたいと思います。 

後に、大学の中の問題でございますけれども、終身雇用制ということもあり

まして、大学の現場というのは、講座制を中心にして極めて硬直性的になってお

ります。このことが競争的資金を導入しても若い世代になかなかお金が回らず、

研究へのインセンティブが失われる危険性すらあるような状況でございますので、

任期制導入の促進を政策目標として導入してみる必要性があるのではないのか。

また、科学技術の必要性が強調される状況でありますけれども、ハード偏重であ

りまして、ソフトの部分が軽視されている。例えば、経済社会のソフト化に対応

して、社会科学系についても専門的な技能を持つ人材育成の要求が強い、これに

は職業人養成等も含まれておるわけでありますけれども、こうしたソフトのとこ

ろについても強力に推進すべきではないか。 

以上の点を御質問させていただきたいと思います。 

（細田臨時議員） 短時間でお答えするようにというあらかじめの御指示がございま

すので、 初に若干あらかじめ御質問いただいておりましたので、資料もその線

に沿いながら用意させていただいておりますので、簡単に御説明いたしたいと思

います。 

まず、科学技術予算そのものについては、ようやくこのところ、1996年以降で

すから７年ほどになるわけですが、拡大・充実していこうということで、１ペー

ジの図１にございますけれども、青いグラフでわかりますように、やはり日本の

経済成長のもとで、やや基本的な科学技術予算の充実に手抜かりがあったのかな

という反省を強くしておりまして、ここ数年で各国ともだんだん逆に比重が下が

ってきておるということもございまして、ようやく横一線に並んだということが

ございます。やはり10年、20年という長期の観点で科学技術予算というものは研

究開発を進めていかなければならないということをいつも念頭においておるわけ

でございます。 

２ページ目でございますが、総合科学技術会議で基本計画を作成いたしまして、

まずは予算の拡大ということがございますが、優先順位付けと先ほどもございま

したが、重点４分野の優先順位付けは、いわば本年度は２年度目を迎えた予算作

成をさせていただいたということになるわけで、塩川財務大臣がいらっしゃいま

すが、15年度予算において初めて明確な形で採用され、また、そのために総合科

学技術会議の８人の先生方、特に常勤の先生方が100 時間余りにわたる各省から

のヒアリング、それからその下での技術的に十分詰めきれないところは更に専門

家に委託しながら評価をしていただいて、ＳＡＢＣを付けてさせていただき、そ

して関係７省あるわけです。文部科学、経済産業、農林水産、厚生労働、総務、

国土交通、環境と７省あって、いわばばらばらに要求されているものもあり、ま

た熟度においてばらつきのあるものがあるわけですが、それを精査いたしまして、

この総合科学技術会議議員の御意見を聞きながら評価してＳＡＢＣを付ける。ど

んなに大事な技術であっても、まだそこまで熟していないものは先送りするとい

うような評価も出ておるわけでございます。そこで、財務省の直接主計局とも直

接会議をして、主計局長から次長、主計官、主査全部並べて、この専門家と討議

を行うというような形でやらせていただいております。 

そういったことの結果、ＳＡＢＣというものは、要求と査定が一致してきてお

りまして、ちょっと飛びますが、６ページに総合科学技術会議として、このラン

ク付けをしたものが如実に予算の査定にもあらわれたと。財務大臣からも高い評

価をいただいたところでございます。そして、これからもこの姿というのは非常

に大事でありますし、内閣府に総合科学技術会議を置き、科学技術政策担当大臣
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を置いたことの意味はこういうところに大きな意義があると思って、まさに先生

方の御指摘はお励ましの言葉というふうに考えておるわけでございます。 

そして更にフォローアップ、評価の問題でございますが、３ページに、「Plan

－Do－See」 と書いてございますが、長期計画、そしてＳＡＢＣ等の配分、そし

て実際にその後「See」のところでございますが、やはり私どもも一番評価という

ものが大事だと思っております。そしてこの評価につきましては、特に競争的研

究資金の評価というものもございますし、大規模研究、例えば総額の非常に大き

な研究、イネゲノム計画とか、準天頂システム、再生医療の実現というような大

きなプロジェクトについても評価をする。それを事前に評価すること、それから

実施しておる段階で評価すること、それからフォローアップのための評価をする

ことという、この３つの体制を今の評価の仕組みとして間もなく 終的に確立を

していこうと思います。その中でいわば科研費とか、ああいうお金にもございま

すような、競争的資金につきましては、プログラムディレクター、プログラムオ

フィサーというようなＮＩＨ、あるいはアメリカ等の機関でよく機能しておりま

すように、専門家による評価をするということで体制を今各省と協議をしながら

進めておるところでございます。 

そしてあと、４ページをごらんいただきますと、重点事項という点はおわかり

いただけると思います。それから５ページ目は４分野の問題が書いてございまし

て、それから先ほど分野において、全体の予算の割り振りがまだ少し偏っている

のではないか。従来、確かに総額で見ますと偏りが見られるわけですが、それは

原子力の問題が特別会計で、かつ資源小国の日本としては大きなプロジェクトに

ややシフトしておったということがあるかと思いますが、全体的にはこの比重は

下がってきておる。そして宇宙においても、だんだん民間へ受け渡していく、よ

うやく基礎ができたものと考えまして、この点については文部科学大臣からも後

ほど御説明があると思いますが、６ページの下の左の図にございますように、こ

の予算の伸び率というものを、15年度対13年度というふうに２年度またがりで見

ていただきますと、非常に大きな変化が見られるわけでございます。重点分野に

シフトしつつあるということでございまして、更によく見定めろという御指摘に

ついては私どももこれから更に進めてまいりたいと思っております。 

それから７ページ目の競争的資金については、先ほど申しましたので、大学の

あり方、先ほど御指摘のありました公的機関・研究所・大学と民間とのバランス

論ということが大事な問題であることは私どももよく認識しておるつもりでござ

いまして、特に産学官連携というものが 近大学を訪問していただきますと非常

にすばらしく進んでおります。それは大学側も生き残りをかけて競争していると

いうこともございます。それから産業側が、非常に資金の乏しくなった、研究費

といってもなかなか大変だ、大学と組んで、しかも国のお金をもらいながら自分

もお金を出して研究しようという動きが非常に進んできておりますので、産学官

の連携という形で非常に多くのプロジェクトがスタートしております。まだスタ

ートしてきたという段階でございますが、私どもとしては、この点は大いに充実

させ、そして７ページ目の下にございますように、大学発ベンチャーを増やし、

これは経済産業省も音頭をとっておられますが、大学と民間企業との共同につい

ても非常に増えておりますし、この下の表にございますとおり、大学における民

間企業等からの受託研究、共同研究センター、技術移転機関というふうに、ごら

んのとおりでございます。 

そして先ほどございましたけれども、田中さんがノーベル賞を受けられたけれ

ども、あの研究には云々ということがございまして、民間企業をできるだけ引っ
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張り上げるようなことをやれと。まさにそのとおりでございまして、この点は更

に今後の課題であると思いますし、それから科研費等におきましては運用の改善

を図っておりまして、大学の先生方はよく御存じでございますが、申請がたくさ

んあって、補助金をもらうわけでございますが、いろいろ分配の問題、あるいは

年度による制約の問題等ございますので、とりあえず、平成15年度からは年度間

をまたがれるようにしようということで、繰越明許費ということにしております。

年度末になって慌てて物を買うというような実態がなきにしもあらずということ

がよくございますので、こういう弊害をなくして、それから例えば年度の中で２

度申請ができるような改訂もできないか。年度前半で研究する学者と、それから

年度後半で研究する方がいい人といろんな事情がございますので、そういう柔軟

且つ競争的な資金の配分体制をとりながら、かつ、その中で評価システムをきち

んとしていこうではないかということを今総合科学技術会議を中心にしながら各

省と相談をいたしておるところでございますので、ぜひ平成16年度の要求から、

そこは変えていきたいと思います。平成15年度の予算の実行においても、改善を

図ってまいりたいと思います。 

いろいろな御質問がございましたので意を尽くせませんが、後で御質問に応じ

ましてお答えいたしたいと思います。以上でございます。 

（遠山臨時議員） それでは、「『知』の創出、活用の 大化に向けて」という資料

で御説明を申し上げたいと思います。 

１ページ目についてですが、「知」の 大化ということでまとめております。

まず、一言申し上げたいのは、「知」の拠点としての大学が、今、大きく変わり

つつあるということでございます。細田大臣からも御説明がございましたけれど

も、研究においても、もっと産業界と結びついて成果を上げようという姿勢、仕

組みにおきましても、大学改革を今、大きく進めておりますが、その中で、特に

国立大学法人化ということを精いっぱいやっておりまして、今、法案が国会にか

かっております。委員会審議にこれから入るわけでございますが、その一連の動

きの中で、各大学も本気になってやってくれております。そういうことを前提と

いたしまして、日本の大学が、今、大きく変わりつつあること、それから非常に

元気を出しつつあるということを説明しながら、御質問の点にお答したいと思い

ます。 

１つは、研究開発経費の経済活性化への貢献でございますが、今申しましたよ

うに、知的財産戦略、産学官連携の進展とともに、大学と企業との共同研究も進

んでおりまして、４年間で2.2 倍、大学発ベンチャーも２年間で3.3 倍になって

おりますし、経済活性化のプロジェクトの強力な推進もやっております。同時に、

日本の大学は、 近、知的な意味で世界をリードいたしておりまして、論文引用

動向で見ますと、物理学では東大が１位、材料科学では東北大が１位、化学は東

大２位、京大が３位でございます。今日の新聞にも載っているデータでございま

すが、次のページには、昨年２月までの間の10年間の結果が出ておりますが、上

位はほとんど変わっておりませんので、御覧いただきますと、化学は２位が東大、

３位が京大でございます。一方、下の方にマサチューセッツ工科大学、ハーバー

ド大学などが並んでおります。物理学では東大が１位でございまして、他の大学

より上でございます。このように、日本は知的なレベルにおきまして、非常に高

いものがあるということでございまして、これらが産業と結びついていくことに

よって、日本の未来はますますよくなっていくと私は思っております。 

３ページを御覧下さい。基礎研究の推進のためにも、産学官連携を強化してい

く必要がございます。その具体的な方策としては、例えば、「知的クラスター」
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を全国で15地域で展開いたしております。右にございますように、核となる大学

の知恵を使って、「産業クラスター計画」とも連携しながら、地域の関連企業と

力を合わせて、着々と成果を得ております。例えば、九州大学の場合には、シス

テムＬＳＩが試作完成いたしております。このようにどんどん動いております。

また、大学に、「知的財産本部」を今年度から約30大学に整備いたします。また、

マッチングファンド等によりまして、大学と企業の共同研究を強力にサポートす

るため、15年度は43億円を予算措置しております。平成14年度は34件採択いたし

ました。 

そして、新たな知の 適な活用ということで、目標も明確にいたしまして、特

許取得を10年後には15倍、特許の企業化を５年後には10倍へという目標を立てて、

着実にやっていこうと思っております。しかし、余りに経済あるいは産業に結び

ついたことだけやっておりますと、近い将来限界がまいりますので、中長期的な

基礎研究を戦略的に推進する必要があると思っております。 

４ページを開いて下さい。これは、先ほど本間議員から御指摘がございました。

文部科学省の予算の中で御覧いただきますと、大型の原子力、宇宙のシェアはど

んどん減らしておりまして、今、原子力は1,283億円でございますが、アメリカで

はこれが１兆円を超えております。それから、宇宙につきましては1,749億円でご

ざいますが、これはアメリカの非国防分野で１兆2,000億円余りでございます。そ

れに国防分野から相当な額が投入されておりますが、日本は1,749 億円のお金で

国際協力もしながらＨ－ⅡＡをきちんと打ち上げているという大変な成果を上げ

ております。この1,700 億円というのが国民に与える自信と将来への希望という

ことから言いますと、私はこれはもっと格別に扱ってもいいのではないかと思っ

ています。 

どうしてそのようにできているかといいますと、資料5ページにございますよう

に、宇宙分野では事業組織の合理化、スリム化を図っております。例えば、Ｍ－

Ⅴロケットについては、開発は一応到達したということで開発中止をしておりま

すし、国際宇宙ステーション計画の大幅な見直しによって200 億円減をする等大

変な努力をいたしております。他方で、Ｈ－ⅡＡロケットの開発と衛星技術の開

発、宇宙科学研究は、国際水準を抜いておりますので、そういったものについて

しっかりやっていきます。 

それから、原子力につきましても、既に「ふげん」は運転終了いたしましたし、

将来にとって非常に大事な核燃料サイクルの研究開発や、ＩＴＥＲ計画等には力

を入れております。また、生活の質の向上ということで、切開手術をしなくても

がん治療ができるようにしていく重粒子線による先進的ながん治療等の研究も進

めております。そういうことによって、メリハリをつけた予算の運用をやってお

りまして、大変な成果を上げつつあるわけでございます。 

６ページをお開きください。「Plan－Do－See」 は既に実行しております。こ

れは細田大臣から御説明がありましたので省略をいたします。７ページでござい

ますが、文部科学省は、平成13年度から政策評価を実施いたしておりまして、「Plan

－Do－See」 のマネージメントサイクルの確立をいたしました。そして実績評価

といたしまして、そこに書いてございますように、大目標、中目標、42の小目標

も立てて、それに沿ってきちんとした予算の執行をやっているわけでございます。

次に、８ページにまいります。今後強化すべき具体的取組みであるトップレベ

ルの頭脳、多様な人材の養成についてでございます。大学院の重点化等による大

学院への支援ということと、同時にビジネススクール等の実際に役立つような専

門職を養成する大学院を整備していく、若手研究者に海外で武者修行させる、ま
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たそれを支援する等の様々な政策をやっております。それから、もっと多様な人

材が能力発揮できるように、若手研究者のための研究費を増強しようといたして

おります。また、外国人あるいは女性の研究者にも活躍のチャンスを広げるとい

うことを目標に活動を開始しております。 

そして、非常に大事なのは、初等中等教育における理科、数学教育の充実でご

ざいます。義務教育において、しっかりと理科、数学の教育もやると同時に、高

校においては、スーパーサイエンスハイスクール等も実施しておりまして、これ

も非常に 近元気が出ております。 

次に、９ページにまいります。御指摘の中で、国立大学法人になるときに、中

期目標に基づいて成果、評価につなげていけというお話がございましたが、まさ

にそれをしっかりやるために、国立大学法人化というものを図っているわけでご

ざいます。そのシステム改革によって、「◆」の４番目にございますとおり、目

標を明確化して、第三者評価をし、それによって資源配分をしていくということ

を国立大学法人制度の中に盛り込んで、しっかりやりつつございます。 

それから、２番目の「○」、３番目の「○」は、国公私を通じてのものでござ

いますが、大学の質の保証、向上のための制度改革ということで、特に多様な主

体による第三者評価制度の導入でございます。これと、上の目標の明確化等によ

りまして、国立大学の成果と評価というものを構築していこうということを、今、

現に進めております。いわば、国公私立大学について事前のチェックを緩やかに

して、事後評価をしっかりしていくというのは大きな改革の流れでございますが、

その制度的な保証のために法改正をいたしたところでございます。 

それから、社会科学系の人材の養成も必要という御指摘は確かにその通りでご

ざいまして、日本の社会科学系の先生方にもっと頑張ってもらいたいと思うわけ

でございます。そのようなことから、下から２つ目にあるとおり、専門職大学院

制度の創設ということで、ビジネススクール、ロースクール等社会人を含めたよ

うな実際的な力を持つ専門職を養成するための制度というものに着手し始めてお

ります。これは法科大学院のみならず、様々な分野で実施されようとしておりま

す。 

それから、21世紀ＣＯＥプログラムについて、もっと競争的な環境作りへの取

組みが必要でというお話でございますが、21世紀ＣＯＥプログラムは、本当に大

変高い評価を受けております。目的としては、世界的な研究教育拠点の形成を図

るということでございまして、審査に当たりましては、文部科学省の外の委員会、

江崎玲於奈先生をはじめとする優れた研究者によって実施されております。審査

は極めて公正で透明性を確保いたしておりまして、なぜ落ちたかということにつ

いても明確にし、申請者に伝えていくというほどの、非常に透明性を持った形で

やらせていただいております。 

   11ページにあるとおり、いろんな新聞等、あるいは論説意見でもプラス評価で

ございます。「nature」誌にも取り上げられましたし、朝日新聞におきましても、

大変良いというふうに書かれているところでございます。 

次に12ページでございます。教員の流動性の向上というのは、私も大変大事だ

と思っております。大学教員の任期制導入につきましては、実は平成８年から順

次着実に進めておりまして、大学審議会でしっかりした議論をした上で、平成９

年に法律をつくり、選択的任期制として制度化をし、着実に進んでおります。 

各大学での導入グラフに見られますように、着実に進んでおります。ただ、大

学だけが任期制をとっても、社会の多くのところで任期制が導入されないと孤立

してしまうという大変難しい問題もはらんでおります。強力に文部科学省が目標
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を定めてやれというようなたぐいのことではなくて、そういう環境をつくりなが

ら、どんどんこれを増やしていくという政策が大事ではないかと思っております。

それから、あまりお時間がないようですから、13ページ、14ページは御覧いた

だきたいと思います。14ページについては、産学官連携のところで１点だけ申し

上げたいと思います。14ページの右側に、「架け橋」というのがございます。こ

れは基礎と実用化の間に「死の谷」と言われている大きな谷があって、これを克

服するために左側にあるとおり産業界の製造能力と大学の研究能力との融合プロ

グラム支援をやっております。また、ハイリスク段階における企業化の支援とい

うことで、製品開発支援をしています。この２つによって「架け橋」をきっちり

作っていくということで、今、政策を進めております。 

大学も一所懸命努力いたしますが、企業側も目利き人材をしっかり置いていた

だきたい。大学がいい研究をしても、日本の企業はそれを見過ごしていることに

よって、アメリカとかドイツの企業がそれを製品化しているという状況です。15

ページにございますとおり、研究のために必要な先端機器は外国依存なんですね。

そのため、研究費をいっぱいん注ぎ込んでも、例えばゲノム解析のＤＮＡ解析装

置のうちの大部分が国外の機械を使ってやっているという状況でございまして、

ぜひともそういう面で日本の企業がしっかりした製造の工程を組んでいただいて、

いい製品をつくっていただきたい。そして、むしろ日本の製品が世界の研究界を

リードする、制覇するぐらいにしていただきたい。そのために、大学の「知」は

一生懸命協力をするつもりでございます。 

次に、16ページをお開きください。競争的資金の改革と拡充についてでござい

ます。日本の競争的資金はアメリカの11分の１でございます。細田大臣のところ

での大変な御努力もあって少しずつ増えてはおりますが、まだまだ足りないとい

う実感でございます。特に代表格である科研費につきましては、今、1,700億円で

ございます。これは既に個人補助でやっておりまして、むしろ、それをもう少し

経理面で機関の力を借りてはどうかということで、今、総合科学技術会議でこの

点については御審議をいただいております。 

このように、研究につきましては、今、大学は大きく変わりつつございます。

国公私立大学を通じてでございますが、むしろ、その勢いを支援していくという

ことが、大変大事だと思っております。 

これで、ほとんど御指摘についてお答えしたと思います。一点、講座制につい

てですが、大講座制に移しましてから長い時間経っておりまして、やっていない

のは各大学の努力がまだ足りないのだと思います。 

それから、あと１点、義務教育の負担金についてのお話がございましたが、私

どもといたしましては、17ページにございますように、昨年度、我が方の地区の

補助・負担金については2,680億円削減いたしまして、国と地方の役割分担、費用

負担のあり方を踏まえて、総額の削減に協力をいたしました。そのために法改正

をいたしましたが、これについては国会で大変厳しい質疑を受けました。要する

に、義務教育という国のナショナルミニマムについて、国の責任を放棄するのか

という与野党からの大変な攻撃がございましたけれども、何とかそれをクリアい

たしまして、むしろ、今後は頑張れということを言っていただきました。私ども

としては、きちんとした理論立てと、そして協力の姿勢を保ちながらも、国とし

てやるべきものについてはしっかりと国の責任を果たしていく必要があるという

ふうに考えております。 

（吉川議員） 細田大臣に一つコメントをさせていただきたい。私どもも総合科学技

術会議が大変なリーダーシップを発揮されていると理解しております。ただ、変
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化のスピードをどのように評価するか。理想は常に高く持った方がいいというこ

とからも、まだ改善の余地があるんではないか。大臣からお配りいただいた縦長

の参考資料に、私どもが前のこの会議で配らせていただいた円グラフがございま

す。９ページですが、これは国際比較ですが、「科学技術関係予算 各国比較」

という図です。どういうことでもそうですが、日本は外国の真似をただすればい

いというものじゃない。これはそのとおりだと思うんですが、ただ、やはり先進

諸国の姿と日本の姿を見て非常に違う場合には、本当にそうした違いに合理的な

理由があるのかどうか。これは常に厳しく自省する必要があると思います。この

円グラフをながめますと、例えばアメリカとかイギリスでは、「健康」、広い意

味でのライフサイエンスだと思いますが、それがもう既に５割という形なわけで

すが、日本ではこれが９％、エネルギーの比重が非常に高いという現状があるわ

けです。先ほど細田大臣から今どんどん変わっているというお話があったわけで

すが、それはそのとおりだと思いますが、やはり更に改善の余地があるのではな

いか、こういうコメントであります。 

（小泉議長） これ、何で一番大きいの、日本の一番下の……。 

（竹中議員） エネルギーです。 

（小泉議長） 「エネルギー」って書いてあるのか、エネルギーか。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 先ほどの両大臣の御説明だと、大分分野ごとの科学技術費のシェアも

変わってきているような、伸び率は相当変わっていますが、そういう意見もあり

ますが、一方あまり変わっていないという意見もある。伸び率は変わってきてい

るけれども。その辺をどうお考えかということです。それから、科学技術開発研

究には評価です。しっかりした評価がないといけないので、総合科学技術会議が

ＳＡＢＣという予算要求のときのランク付けをしていただいたのは大変ありがた

いし、効果がありましたが、あれは自己評価でも何でもない。そこで今、政策評

価法という法律があって、去年から法律に基づいてやっているわけです。これは

一次評価は各省がやる内部評価です。我々がやる二次評価も、客観性を担保した

り総合化する評価です。内部評価の付加みたいなもので、その意味では総合科学

技術会議は外部評価なのです。そうならその連携をどうやるのか。今は同じこと

をやらせている。各省は手間が大変です。だから、むしろ総合科学技術会議はゲ

リラ的な評価をやった方がいいのではないですか。ワンポイント攻撃ではないけ

れど、これとこれとか、総合的な評価は内部評価に任せた方が評価としては整合

性ができるし、効率的じゃないかと思うのですが、いかがですか。 

（細田臨時議員） まさに評価に着手して、個別にも検討して約１年が経ったという

ところなものですから、各省にも御迷惑をおかけしながら、実際に何を行って、

どういう評価体制でやっているかということから始まりましたね。したがって、

これからすぐ着手することは、予算の具体的な配分で競争的資金のようなものは

直ちに評価体制を、配分の評価はやろうということで、これはもちろん画期的な

ことなんですが、中間的な、あるいは実際に物事が進行し、研究が進行し、かつ

仕上がったときに評価をするということが大変な仕事なんです。今まで膨大な過

去の、これまで研究が一応一段落したものについての評価は全数、各省の御協力

を得て終わりました。その評価は一つ一つどういうものであったかという膨大な

表もあって、各省とも御了解をいただいているんですが、それを階段にして、次

はこれからの、あるいは継続中の研究テーマについて、事前段階、途中での評価、

事後評価ということでやっていく体制がようやく整ったところで、なるべく各省

へ御迷惑をかけないようにしながら、しかし言うべきことは言っておこうと考え
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ております。 

（片山議員） 連携をとってもらわなければいけない。総合科学技術会議の評価と今

の政策評価、その点は評価の事後の質や成果です。だから、事前のＳＡＢＣとい

うのは予算の優先度なのです。あれは評価ではない。 

（細田臨時議員） 違う問題です。ＳＡＢＣは予算要求の中身を主計局とも連携しな

がら、強い参考意見として、どれを予算的に配分するかという評価ですから、こ

れは全く違います。事後評価あるいは期中の評価は今、非常に詳しくやっており

ますので、分けていただきたいと思います。それから、これからは先ほどの競争

的資金、文科大臣からもおっしゃいましたけれども、倍増計画というのはなかな

か倍増しないんですよ。それはまさに大学、その他に競争的資金で配分されるん

ですが、どうも予算の枠、その他でまだ限度がありまして、しかし、やはり大学

の研究者を中心に、もっと増やして研究体制を充実させてほしいという御要請が

ありますので、これはこれからの大きな課題であると思います。 

それから、吉川先生のおっしゃった大きな問題。宇宙というよりは僕は原子力

の問題だと思うんですが、大きいではないかということについては、これは特別

会計の関係があるのと、この大きな電源開発促進税を電力関係で料金の一部にな

っているわけですが、とって膨大な予算でこれまでも研究を進めたり、あるいは

高速増殖炉とか、新型転換炉とかいろんなものに投入してきた。これは日本とし

て世界 先端の原子力のいろんな研究が進んでおりますけれども、そういったこ

とでやってきたものですから、いわば特別会計ということで、枠がはまっている

ような面があるわけです。これは法律の目的でもございますので、この点がほか

の国とは違うということでございます。 

（片山議員） 遠山大臣、高校の私学助成、あれは国の責任だということで私学助成

法もありますけれど、今、高等学校助成を見ますと補助金は1,000億円です。交付

税で5,000億円みている。こういう補助金はやめるということもあり得るのではな

いですか。財政措置は国の責任でみる人です。交付税でちゃんと5,000億円みてい

るのだから。私学の高校です。 

（遠山臨時議員） これは私学関係者の悲願でございます。 

（片山議員） 私はもちろん応援団として、私学の助成、補助金を取る方に応援して

いるけれども、筋から言うと補助金1,000億円で、交付税5,000億円です。 

（塩川議員） むちゃくちゃになっておるんだよ。 

（片山議員） むちゃくちゃじゃない。やはり私立は高校の場合には公立の補完をや

っていますからね。高校は94％、95％の入学率でほとんど準義務教育ですから、

それはどこかで面倒をみなければいけない。その面倒の見方が補助金1,000億円、

交付税5,000億円なのですよ。 

（小泉議長） 公立と私学は、高校なんて生徒のとりっこだよ。 

（片山議員） 公立高校の方がずっと金がかかっている。私学の方が安上がりなので、

それはやはり国が面倒をみてあげないと気の毒です。 

（牛尾議員） 基本的には人口は減りつつあるからね。 

（塩川議員） 中核都市とか、政令指定都市の算定基準と県立とまた違うんですね。

政令指定都市の算定基準は交付税は非常に甘いんです。そこらはやはり根本的に

直さなきゃ。 

（吉川議員） 細田大臣、 後に言われたことですが、道路特定財源の場合も同じで

すけれども、使途を拡大し原子力でなくて、新しいエネルギー関係の研究とか、

そういうことは幾らでもあり得るんだと思うんです。そのことと、もう一つ、遠

山大臣にお聞きしたい。 後に触れられた義務教育の件ですが、これは前回のこ
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の会議でも問題になりました。今、大臣が言われたとおり、昨年2,680 億円です

か、大変な御苦労があったというのは私ももちろん理解しています。しかし考え

方の問題として、義務教育だから、国が地方にお金を配るのがいいのか、あるい

はお金に関しては地方に移譲した方がいいのか、これは文部科学省、財務省、総

務省ではっきり考え方を詰める必要がある。そうでないと国民、第三者の目から

見たらよくわからない。そもそもお金を配るべきなのか、それともお金は配らな

くてもいいのか。私は国が義務教育に対して大きな責任を持つというのは当然だ

と思います。しかし、そのこととお金を配るということは別ではないかと個人的

に思っています。むしろ、お金を配るということと別に、我々は大学なんかで見

ていると、やはり文科省として教育の質についてもうちょっと見ていただいた方

がいいのではないかと思っている。随分具体的な問題があるんですね。 

（竹中議員） 時間がありますので、西川副大臣、塩川大臣に御意見をいただいて、

それで両大臣に後でいただきます。 

（塩川議員） 細田さんね、ファンディングエージェンシーをやるやると言ってなか

なかできていないんだよ。早くやってよ。それからプログラムオフィサーとディ

レクターですね。これはそういう機構をきちっとつくらないと、来年度の競争的

資金は増えんぞ。それをちゃんとやらないと。 

（細田臨時議員） それは今各省と調整しております。それから、エネルギーの問題

をもう一つ言いますと、原子力だけ申し上げましたけど、やはりエネルギー特会

というのがオイルショック以降できて、それは経済産業省の問題が多いんですが、

省エネとか、代替エネとか、問題というのは、いい意味でいろんな前向きの政策、

研究開発をしている。新エネルギーにしても、そういうことも含んでおりますの

で、ちょっとさっき原子力のことだけで、電源特会の話だけ申しましたけど、エ

ネルギー特会も併せて、しかも特会の方が先に大きな財源として昔から非常に進

んできた。ほかの研究開発費が遅れてきたことは事実なんです。ほかの研究費を

どんどん増やさなきゃいけない、こういう認識は非常に大きく持っています。 

（西川経済産業副大臣） ごく簡単にあれでございますけれども、まず、先ほど遠山

大臣からもお話がありましたけれども、人材面における改革で、私どもとしては

ＭＢＡの技術系版とでもいいましょうか、ＭＯＴというんですが、技術経営人材

をやはり積極的に企業と大学が協力をし合って、先ほどの大学の研究が経済的成

果に結びつかないというのは企業側にもやはり責任があるという御指摘、そうい

うことを補完する意味でも、私どもはＭＯＴ人材というのをこれから積極的にひ

とつ育成をしていかなきゃいけないんじゃないか、こういうふうにお話を伺って

おりまして推進をしたいと思うわけであります。 

それから、競争的資金制度の改革について、やはりこれは大学改革にまで踏み

込んで、もっと世代間の研究費に流動性とか、そういうものをきちんとしていか

なきゃいけないんじゃないか、こういうことを率直に思います。 

それから、反省の弁も含めてでありますが、この間アメリカの商務省から人を

呼んで、なぜ日本にベンチャーが起こしにくいのか。こういうことでいろいろ共

同のシンポジウムをやりましたが、やはりＯＥＣＤ各国に比べて手続にうんと時

間がかかる。それから、エンジェル、マザーの資金供給が非常に弱いとかいろい

ろあるのでございますけれども、やはり、大学の研究をビジネス化する経営資源

が乏しいというところがやはり日本の一番弱いところだと、こういうふうに思い

ますので、実は私ども、近畿経済産業局で、企業の余剰人員というと語弊があり

ますが、有能な管理者で多少余っている、そういう人を大学の研究をビジネスに

結びつけるところに派遣してもらう。そういうことを今積極的に進めておりまし
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て、ただいまの両大臣の御工夫に私どももしっかりフォローアップをさせていた

だきたいと、こう思っております。 

それから、もう時間がないので、これでやめますが、このエネルギー特会の問

題について一言言わせていただければ、やはり資源を世界に日本は非常に依存し

ている、資源構造が脆弱である、こういうことを国際的にも日本が世界に対する

責任として、国内でできるものはしっかりエネルギーを供給していくという意味

では、先ほど吉川先生のお話にあるとおり、新エネとか、そういうことにシフト

をしっかりしていくんですが、やはり原子力は欠かせないんじゃないか、こうい

うことも率直に私ども思っております。 

（奥田議員） 細田大臣にお伺いしたいんですが、資料の一番 初の１ページにある

図１の表なんですが、日本がどんどん上がってきて、対ＧＤＰ比で0.69まできて

いるわけです。後の国はどんどん落ちているわけですが、これはどういうふうに

読めばよろしいですか。 

（細田臨時議員） ＧＤＰ自体の伸び率が各国違うということもございますが、どう

も各国はいろいろ予算的な制約もあるのではないかと思っております。 

（奥田議員） 日本は0.69と書いてありますけど、大臣の個人的な感じとして大体ど

れぐらいが理想的な水準と思われますか。 

（細田臨時議員） やはり0.7 から0.8 へというところがまず一つの目標ではないか

と思っております。 

（奥田議員） わかりました。 

（遠山臨時議員） 教育内容については、今、大改革が進んでいます。ぜひとも御認

識をいただきたいと思います。 

それから、義務教育国庫負担金の関係につきましては、17ページに書いたとお

りでございます。勝手にそのお金を別の橋だの道路等に使われては困るお金なん

です。国民の税金をきちっと使って、教育のまさにキーである教員の給与を担保

するということでございますし、国は 低限の保障しかやらないわけです。それ

から、本当の意味の地方分権というのは、各地方公共団体が自ら考えて定数を増

したり、あるいは学級編制をもっと自由にできるようにする。給与についても、

よりその地域に合った給与にできるようにする。それらの制度改正はすでにやっ

ております。 

給与のことについては、平成16年度から予定しております国立大学の法人化に

伴いまして、国の準拠制度がなくなりますから、各県で自由にできるようになり

ます。それがまさに地方分権なんです。国は 低限のやるべきことをやるという

ことで、その水準を確保するために、給与費の２分の１負担ということをやって

いるわけでございます。これは考え方の違いかもしれませんが、私としては、そ

の線は絶対に譲らないという考えでございます。 

（国土交通大臣入室） 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは一応取りまとめをさせていただき

ます。よく聞いていただきたいと思います。 

まず、細田大臣の分野に関連しましては、やはりその配分の問題、分野につい

て伸び率は違うけれども、トータルのシェアについて、更に改善の余地があるの

ではないだろうかというような御指摘があったかと思います。これは細田大臣御

自身も更に見定めていただくつもりだという御発言がありましたので、それを更

に強力に進めていただくというのが重要なポイントかと思います。 

もう一つ、これは競争的な資金の問題だと思いますが、細田大臣から運用の改

善ということで、柔軟な配分と評価、更には繰越明許等の話がございました。そ
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の運用の改善の中に、やはり競争的なものをいかに入れていくかということに関

しては、しっかりとお願いしたいという御要望が強くあったかということだと思

います。それと、特に総合科学技術会議に関しては、外部評価と内部評価の連携

をどのようにするのかという重要な御指摘もございました。ファンディングエー

ジェンシーについてもしっかりとお願いしたいという御要望があったということ

ではないかと思います。特に総じて言うならば評価について、これは各省に共通

する問題だと思いますが、今後、我々がより充実していかなければいけない重要

なポイントであろうかということだと思います。 

遠山大臣の御説明に関しましては、実は成果目標をどうするかというのが今回

の重要なポイントなのでありますが、文部科学省に関しては成果目標については

かなりのものがあるという御紹介がありました。この点は重要かと思います。特

許を10年で15倍にする。企業化は５年で５倍にする。大学ベンチャーは３年で

1,000 社にする。そういったことについて、これは本間議員の中から中目標、小

目標についても明確化する必要があるのではないか。この辺については引き続き

何が可能かということの御検討を賜りたいというふうに思います。 

それと、これまたやはり競争環境の整備ということになろうかと思いますが、

任期制等々の問題についても競争環境の整備の中で行うんだという御指摘がござ

いました。更にはその資源の配分、資金の配分等々につきましても、競争の中に

は恐らく大学内の競争に加えて、大学と民間部門の競争という視点もやはり必要

なのかと思います。こういったことについて、何が可能かということにつきまし

ても、引き続きぜひ御検討を頂ければありがたいと思います。義務教育のそもそ

も論については、引き続きまた議論をさせていただきたいと思います。 

何か抜けていること、違うことがありましたら御指摘をいただきたいと思いま

す。 

（塩川議員） 私が言っているこれは大事なんですよ。実はファンディングエージェ

ンシー、これは学会でも非常に問題なんですよ。これはぜひ合意をしてもらって、

学者同士の合意をとってほしい。それからオフィサーとディレクター、こういう

ふうな機構は仕組みができていないと、ただ、金よこせ、金よこせと年末になっ

て言ってこられても困るので、その辺はきちっとしておいてくださいな。 

（細田臨時議員） はい。ファンディングエージェンシーというのは、本省から独立

した、いわば配分機関の構築ということで欧米等にあることでございます。 

（片山議員） 私学助成、高校等について、私学助成の在り方をなお議論しようとい

うこと。 

（竹中議員） 義務教育だけでなくて。 

（片山議員） 高等学校。 

（竹中議員） そうですね。私学助成の在り方、それがちょっと抜けていますね。そ

れと、今、大臣から御指摘があったことですが……。 

（片山議員） 中身、在り方を検討する。 

（竹中議員） 人材育成について、更に御検討をお願いしたいという御要望があった

ということでございます。これで一応抜けていませんでしょうか。いいでしょう

か。 

（本間議員） 「芽出し」よりも「頭出し」を予算編成の過程でお願いしたい。 

（竹中議員） これらはいずれにしましても、「骨太の方針」の中に、ぜひ引き続き

御努力をいただきまして織り込んでいきたいというふうに思っておりますので、

どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

（文部科学大臣・科学技術政策担当大臣退室） 
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（竹中議員） それでは、申し訳ありませんでした。扇大臣お待たせしました。 

それでは、国土交通関連の議論をさせていただきたいと思います。これに関し

ましても、まず、有識者議員の方から問題意識についてのポイントを御提示いた

だきまして、それに対しまして扇大臣より御説明をお願いしたいというふうに思

っております。 

（本間議員） それでは、扇大臣に対しまして、我々の問題意識をお話させていただ

きたいと思います。 

   80年代後半から各国ともニュー・パブリック・マネジメント、つまり、どのよ

うな目標を今政府が考えているのか、そして、それをどのように実現をして効果

を高めていくか、「Plan－Do－See」 の流れの中で、公共投資の改革というのは

極めて重要なパートを占めてきたということであります。その際に もメジャー

な手法というのが、まさにＢ／Ｃでございまして、プロジェクトの費用便益分析

というものを包括的に提示し議論の俎上に乗せて、意思決定、予算配分の中に組

み入れていく、こういうことが定着したわけであります。残念ながら日本でも、

このＢ／Ｃは部分的には入っておるわけでありますけれども、必ずしも、予測の

前提でありますとか、データでありますとか、それからプライオリティ付けに対

する結果、これを発表して予算の中で活用するということが実現されておりませ

ん。その意味で我々この問題の突破口として、公共投資のＢ／Ｃの問題を徹底的

に科学化、そして公益性の担保という観点から精度を高めていく必要性があろう

かと思いますので、その辺のところについて、考え方を御説明いただけましたら

と思います。 

それから国土交通省の中で、コスト縮減目標を立てていただいております。15％ 

の縮減という形で５年間でやるということになっておりますが、これも各年度毎

にきちんと実績が上がっているかどうか評価できるようにして、これを実現して

いただきたいと思いますが、この点についてはいかがかということであります。 

それからもう一つは、高速道路建設に対しまして、民営化会社との関係で直轄

方式で不採算道路を整備するという方向性が打ち出されたわけでありますが、そ

のことが自動的にすべての高速道路を建設するという意味でありますと、先ほど

申し上げました費用便益という観点で問題が生ずるということは、これは明らか

でありますので、この直轄方式と効率性というものを、どのように矛盾のない形

で実現をしていくかお考えをお伺いできればというぐあいに思います。 

それからもう一つ、道路特定財源の活用の問題でございます。今後、道路特定

財源の収入サイドと、それから支出サイドの間に乖離が生じてくるということは、

これはシュミュレーションをやってみますと明らかでございます。この隙間をど

ういう形で効率的な歳出につなげていくか。御承知のとおり、今年度はいろいろ

新機軸を打ち出していただきました。本四架橋の損失補てんでありますとか、地

方への財源移譲の問題でありますとか、こういう形で進んでおるわけでございま

すが、この点に対して政府として方向性、哲学というものをどのように考えるの

か、ぜひ引き続き検討をお願いしたいと考えております。 

また、前回、片山大臣の方から地方道路整備臨時交付金について地方への移譲

というようなことが御提案されました。この辺についていろいろ微妙な問題があ

ろうかと思いますけれども、これをどういうぐあいに考えるかということも、ぜ

ひお示しをいただきたいと思います。 

それから更に公共投資のコストを削減してまいるためには、各国がＰＦＩであ

りますとか、あるいはＰＰＰ（プライベート・パブリック・パートナーシップ）

というような形で、民間との協力関係というものが社会資本整備に対して極めて
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重要な手法として定着をしておるわけでありますけれども、この点が必ずしも日

本では進行せず、大胆なコストの引き下げにつながっていないということもござ

います。ぜひこの民間のパートナーシップ、イニシアティブの関係で社会資本整

備への取組みということもお話を伺えたらと思います。民間議員の問題意識の主

たる点は、以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。扇大臣、ひとつよろしくお願いいたします。 

（扇臨時議員） 冒頭に申し上げます。私は今まで何度か経済財政諮問会議に出てい

ろんなことを言ってあります。そして今ここにも資料を持ってきましたけれども、

まず、私は経済財政諮問会議で、もっと日本の元気が出るようなことを提案して

いただきたい。少なくとも私は女ですから、嫁に行って小姑がいるように、小姑

に重箱の隅をつつくようなことを一々言われたんでは夢も希望もありません。そ

して、今まで私たちが今の評価制度でも平成10年度から新規事業採択時評価、再

評価の評価制度を導入したのは国土交通省が一番先です。そして、各省庁がこの

評価制度の評価の仕方というものを、私たちがリーディングヒッターで取り組ん

できた。そういうこともよかったところはよかったと言っていただかないと宿題

ばっかりもらって、そして先行き重たい話ばかりで希望がないという経済財政諮

問会議は、私は残念でなりません。諮問会議から発想してくださることは、私た

ちの発想外のことを前向きに言っていただいて、経済財政諮問会議があったから

元気が出たなと、日本の経済もよくなるようなという、そういうことを私は冒頭

に、去年も私は言いました。 

例えば、首都機能移転なんていうのは、経済財政諮問会議で一番先に無駄遣い

だと言っていただきたい。一言も今まで委員からそういう話が出たこともありま

せん。経済財政諮問会議が小姑の重箱の隅をつつくようなことはやめていただき

たい。しかも15年度予算が通って、まだ配分も決まっていないのに、16年度の予

算について話を聞くというから、私はそんなものは行きたくないと言いました。

正直申し上げて。私は今おっしゃった中で、少なくとも、この９本の長期計画と

いうものを一本の法案にするだけでもやっとできたというのが現実です。そして

３月28日に国会を通って、４月１日から施行しているんです。今日何日ですか。

少なくとも私たちはそういう大きな仕事をして、そして９本の法案を一本にする

なんていうのは50年ぶりです。昭和29年からやっているんですから。ですから、

そういうことをよかったことはよかったと言っていただかないと、小姑みたいな

ことを言われるんだったら、経済財政諮問会議は元気が出ないから来たくないん

ですよ、はっきり言って。 

ですから、日本の経済がよくなるんだと、官だけではだめ、あるいは行政だけ

でもだめ、そういうところを経済財政諮問会議に民間と学者が入っていただいて、

こんなことを考えたら元気になったと、そういうことを言っていただきたい。だ

から、私は一昨日記者会見で言いましたけれども、成田と羽田の両方で24時間オ

ープンにしようじゃないか。それだってやっとできたんですよ。そういういいこ

とは、本来なら経済財政諮問会議がリーダーになって、君たちは言えないだろう

けど、僕たちが言ってあげるよと言ってくだされば、私はもっと早く元気が出た

と思うんですよ。けれども、これだって、成田と羽田で24時間オープンというの

をやっと一昨日できて発表して４月25日からやろう。ゴールデンウィークに間に

合うようにということで、25日からというのもやっと決めて昨日発表したところ

ですよ。本来はそのことだって経済財政諮問会議から国策としてやるべきである。

例えば、どこを削って、削ったところを言いますけれども、こんなちゃちなこと、

どこを削った、どこを削ったなんて報告する義務はないと思います。そうじゃな
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くて、国策として、だったら削ったところで羽田の４本目の滑走路とか、外環と

か、圏央道とか全部やりなさいよと、そう言ってくださるのが元気が出る話だと

思うんですけれども、ここに来て発表して、ちっとも元気が出ないようなことば

っかり言うのは嫌なんです。私はそのことを、生意気ですけれども、私でないと

言えないと思っておりますから 初に言わせていただきます。 

それから、一応、来た限りは報告を申し上げます。今、おっしゃいました４つ

の問題の中でも、まず社会資本整備、１ページを見てください。御報告の横長で

す。これは９本の法案を一本化しました。少なくとも、そのことに関して、皆さ

んがお考えになっている以上に大変なことであって、この９本の一本化というも

のは、昭和29年、49年ぶりです。５年ごとに繰り越し、繰り越しやっていったん

です。しかも金額を決めて、予算をとるための常套手段として、この９本の長期

計画というのは５年ごとに切りかえて、50年近く、49年間やってきた。それを改

めて、やっと28日に法案が通ったところなんですから、そういうことを、よかっ

たところはよかったとしてみんなにアピールしていただかないと全然元気が出な

いんです。これでどれだけの費用ができるかという、例えば、負け組とか、勝ち

組とか、１ページの右下を見てくださったらわかるんですけれども、国会に法案

を提出しました。このメリハリのある予算編成に向けてというところですけれど

も、負け組と勝ち組に分けたら、野党の先生でも言いました。扇さんいいことや

ったね。その代わり、負け組と勝ち組と言わないで、負け組のところに褒美をや

ってくださいよと、野党でもそう言ってくれるんです。私はそういうことが大事

だと思うんです。アメリカ式なんですよ。日本は予算を余ったところで全部取り

上げられちゃう。財務大臣いらっしゃいますけれども、全部取り上げられて次の

予算で削られるんです。じゃ、元気を出して一生懸命削ろうと思わないんですよ。

そういう一生懸命したところは褒美に次に何かしてやろうと言ってくださるべき

であって、私はそういうことを経済財政諮問会議で、日本が元気になる、ここの

話が元気が出る話だということをぜひ言っていただきたい。でなければ、小姑み

たいなことだったら嫌です。はっきり言っておもしろくない。 

それから、すみません。風邪引いていますから咳したらごめんなさい。肺炎で

はありませんから御心配なく。 

そういう社会資本整備に関しては、重点的にはこの１ページを見ていただいた

ら、事業評価をしなさいとおっしゃいますけれども、左の下の表を見ていただい

たらわかります。これだけ平成10年度から14年度までに再評価を行い、事業中止

をしていった、14年度も38の中止をしております。これだけ中止をしたからとい

って予算が余った分はどこに使うかという配分も、私は褒めていただいて、もっ

とこっちへ使っていいよと言ってくださればありがたいけれども、こうしました、

こうしました、節約しました、切りましたと希望も夢もないじゃないですか。私

はそう思います。 

２ページ目です。１ページはもう見てくださったらわかります。２ページはコ

ストの構造改革です。これは見ていただいたらわかるとおり、我々はどのような

コストを削減するかということを、今まで考えられないようなコストの削減をし

ております。別表を見てください。こういう表を配っております。どれだけコス

トを削減したか。たまたま総理が、この間テレビの「総理が語る」というので、

だから一番 初に置いておきました。これは総理が発表してくださいました。高

速道路の非常電話です。緊急電話、これだって257 万円のものが今度携帯電話で

42万円になった。これは将来40億の削減になるんです。今、２万2,600 か所ある

んです。ところが2,100 キロメートルですから残りは6,800 か所ですけれども、
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これを2,000 台なんですから40億円の削減になる。これがこのコスト削減の、そ

れから、このページをめくっていただいて一番 後を見てください。こういうな

ぞなぞみたいなものが書いてあります。これがインターチェンジです。前はトラ

ンペット方式というのがあったんですけれども、これが２ページ目の一番左の下

に書いてあるものの拡大です。ＥＴＣを採用したらトランペット方式からダイヤ

モンド方式になるんです。それによって少なくとも予算が削減できるということ

で、これもここに書いてありますように、２ページですけれども、大変な予算の

削減ができるということになります。コスト削減は入札を、いつか私が電子入札

と言いました。これは一昨年の法案の中に電子入札、すべて電子入札にすること

よって、入札方式が電子入札で約3,000 億円削減できると。こういういくら削減

できるという話はいっぱいありますけど、こんなことを言ってたって元気が出ま

せんでしょう。違います？ いくらでも削減することを言いますけどね。 

（小泉議長） 無駄を省けていいという評価はあるよ。 

（扇臨時議員） だから私はそういうことをぜひですね、そして３ページ目に行きま

して、その下にもさっきＰＦＩとおっしゃいました。ＰＦＩも少なくとも御存じ

のとおり、私どもは皆さんに御協力いただいたせいかどうかわかりませんけれど

も、今まで電子入札をしたということでの縮減と、そしてＰＦＩによって今まで

営繕と民間とのＰＦＩの方式、それが各省との間で民間とは780 か所違っていた

んです。例えば、柱が10センチ違うとか、あるいは床の何とかが何センチ違うと

か780 か所も違っていたんです。それを全部今回は民間の方式に統一しました。

これだって今まで何十年、営繕できてから今日までしたことがなかったことがで

きたんです。ですから、ＰＦＩとおっしゃいますけど、そういうＰＦＩに行くま

でに我々はしなきゃいけないことをやっているんで、ＰＦＩと一言で簡単に言わ

ないでいただきたいんです。 

（小泉議長） 20年できなかったことをやったんだからね。 

（塩川議員） 私は一昨年から言っていますよ。 

（扇臨時議員） 言っているのがやっと、だけど……。 

（小泉議長） 勧告が出たのが20年前。 

（扇臨時議員） そうです。私がそれを申し上げたんです。 

（小泉議長） できなかったものをやったんだから。 

（扇臨時議員） だけど、それは総理、そこは考え違いしないでください。仕事の仕

様書が一本化になったということなんです。民間に入っていただくために、各省

に営繕が割り付けているこの規則を、仕様書というのを780 か所変えたというこ

とも民間に……。 

（塩川議員） それは扇さん偉いとこや。 

（扇臨時議員） それから民間の窓口を、悪いですけど国交省に一本化していただい

て、民間が国交省にさえ来ればＰＦＩに参加できるという窓口を一本化したこと

も、これ事実です。そういう現実的に民間が入りやすいようにしていくのが私た

ちの行政の仕事ですから、経済財政諮問会議で言われなくてもやったことは、よ

くやっているんだなと、なるほどなと言っていただいて、皆さんから一般に宣伝

していただいたらもっとよくなるんです。元気が出るんです。 

（塩川議員） やっていますよ。 

（扇臨時議員） いやいや、こっちに言っているわけです。あえて今、御指摘があっ

たから、４項目の御指摘の中に入っていますから。ですから、私はそのことを申

し上げたいと思って、そういうことを私も言っていますけれども、なるべく私、

今テレビに出ないようにしていますから、私の宣伝が足りないと言われれば、ま
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たテレビに出ます。 

（小泉議長） 250 万から40万になった、あれは反響はよかったよ。 

（扇臨時議員） そうでしょう。 

（小泉議長） 具体的なのを出さなきゃだめなんだ。 

（扇臨時議員） そうなんです。だから、私は具体的に持ってきたんです。40億だと。 

次にいきます。補助金の見直しの話が出ました。時間がないでしょうから慌て

ふためいていて申し訳ないけど、私も咳が出ないうちに帰りたいですから。 

この４ページですけれども、補助金等の見直しです。これは先ほど片山先生の

話が出たとか、出ないとかとおっしゃいましたけれども、私どもは今回、また話

が一緒になるのでちょっと嫌なんですけれども、道路特定財源の見直しも今、本

間議員が 後におっしゃいました。道路特定財源の見直しというのも、この枠を

これだけ増やしたという使い道の拡大、道路特定財源は一般財源化は今はできま

せん。それは納税者、あるいは車検を受けている人たちの合意が得られないんで

すから不払い運動が起こります。ですから、少なくともそのことによって地方の

皆さん方にということで、今までの重量税一つとってみても、これは片山大臣が

一番よく御存じですからあえて言いませんけれども、地方に配分をし、しかもそ

の中で930億円というものを上乗せして差し上げようということで、地方は地方の

使い方で私は努力してくださると思っています。 

ですから、その仕方に関しては、仕組みの使い方に関しては片山総務大臣とよ

く話し合えばいいことであって、少なくとも、私たちは配慮をしているというこ

とだけはわかっていただかないと、配慮することも要らないよと言われたらすぱ

っと切っちゃいます。お互いに相手のあることですから、国と地方の両立という

ものがうまくできるように分担していって、そして配分方法をどうするかという

ことを 大限に努力しているということだけは、片山大臣は御存じだから私はあ

えて言いませんけれども、道路特定財源のことも、それから補助金のこともどう

するかといって、補助金がそれぞれひも付きでないとか、ひも付きであるとか文

句が出ますけれども、私は地方の皆さん方には、ものすごく喜んでいただいてい

る部分もあるということもぜひ知っておいていただきたいと思います。 

それから、次の５ページの話にいきますけれども、この地方道路整備臨時交付

金というのをパッケージで支援しています。これはものすごく地方の皆さん方に

喜んでもらっていますけれども、この地方への皆さん方のパッケージで、臨時交

付金の役割というのが上に書いてありますけど、60年以来創設してからというの

は、片山大臣が一番よく御存じなんで、私はこういうことこそ国と地方が話し合

って、使い勝手がいいと言われるように使うということを、私はお互いに譲り合

って知恵を出していくべきだと思いますから、あとは総務大臣の一番得意なとこ

ろを見せていただければ、私たちも配慮をして知恵を出します。 

それから、道路行政の抜本的な見直しというのをおっしゃいましたけれども、

さっき私申しましたように、これは総理が一般財源にしたかったんだと思います

けれども、そういう意味で現段階で一般財源というよりも、道路をスムーズに通

すようにということで、地下鉄というのも、これも法案が28日に通ったところで

すから、そういうことでこれも930 億というのをここに書いてありますけれども、

これは重量税の一部を４分の１から３分の１に引き上げて、930 億円を地方にと

いうことで譲っているところでございます。 

臨時交付金制度は一番下に書いてありますけれども、これは大臣が一番御存じ

なので、緊急を要したりなんかする場合にも、これはぜひ使っていただこうとい

うことで、少なくとも、この道を早くしようという、投資するときにピークにど

 19




平成 15 年第 8回 議事録 

う使うかという知恵だけは、私は国と地方が協力し合ってやるべきであるという

ふうに考えております。 

それから、その次の道路特定財源は先ほども申しましたし、この間の経済財政

諮問会議でもさんざん言いました。総理にも御理解をいただいて国と地方への割

り振りを、今申しましたように４分の３から３分の２、そして国・地方が４分の

１から３分の１にということで、金額にすると重量税だけでも国が8,340億円、そ

して地方が2,780億円だったものは、国の重量税で8,340億円だったものを7,410

億円に減らしました。地方へは2,780億円だったものを3,710億円という、これは

重量税の分だけですけれども、これを増やして、なおかつ930億円というものを上

乗せしようということで、これは地方の分に配慮している成果でございますので、

こういうこともぜひ御理解いただいて、地方と国がうまく分担を分け合って、よ

り効率的な使い方をしているというのを見ていただきたいと思います。 

一番 後の７ページですけれども、直轄事業の話が今本間先生からも言われま

した。どうなっているんだと。直轄方式について国のやり方をどう考えているか

という考えを示せというお言葉でしたけれども、本来は国土交通省として、空港、

港湾、高速道路、そういうものは今の国際化ということを考えれば、近隣のアジ

ア諸国だけを見てもすべてに劣っています。私が申しました国際港湾、国際空港、

高速道路、国際都市、そういうものが一体となって国づくりをしてこなかったツ

ケが今きているんです。そういうことが、国策としてと今おっしゃいましたけれ

ども、本間議員がおっしゃった国策としてどう考えているかというのであれば、

今後、例えば１万1,520 キロでもいい。決めたもののルートがいかにも港湾にも

空港にも国際都市の利便性にもつながっていない。そういうことは改めて私は申

し上げたいと思いますけれども、これはしょせん私の力で、私がどうこう言おう

と線路を変えることはできないと思います。もう地図が発表されています。だっ

たら、どこからしていくか、費用対効果だけではないということだけは申し上げ

ておきたい。 

それはなぜかといいますと、一つの例を挙げますと、中部で道路をつくりまし

て、名前を出しません。あるところで固定資産税などが３億増えたんです。道路

ができたおかげで事業税が増えて固定資産税も増えたんです。けれども、この高

速道路、47都道府県の知事さん、つくれ、つくれと陳情にはいらっしゃいますけ

れども、私のところに、この道路ができたおかげで固定資産税も上がった、事業

所も来て事業税も増えて、高速道路は赤字だけけれども、これだけ県は財政豊か

になりました、ありがとうございましたと礼を言った知事は一人もいません。 

ですから、 後におっしゃいましたけれども、投資と効果というものは、高速

道路は必ずしも道路は赤字でつくっても、その地方に工業団地をつくったり、あ

るいは新都市をつくったり、そういうもので効果が上がることだけは確かなんで

す。ですから、私は国としてとおっしゃるのならば、国がお金があるならば, 私

は高速道路も国際空港も国際港湾も全部社会資本整備として国が持つべきである。

それが緊急時の国としての責任にもなると思っています。けれども、残念ながら

今の財政状況で、高度成長のときにはどこに金が消えていったのかわかりません

けれども、ないときになってああだこうだと文句を言われても、あったときにど

うしてしなかったんだということになっちゃうんです。ですから、そういう意味

で少なくとも経済財政諮問会議で、ここに表が載っていますけど、もう時間があ

れですから言いませんけれども、高速道路の遮音壁がこれだけ小さくなったとか、

落下物防止網をアルミ仕様からメッキにしたというけれども、アルミ仕様にする

とさびないから地方は喜ぶんです。でき上がったら地方に引き渡すんですから。
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けれども、コストを安くしろと言えば、これだけ安くなります。82％。けれども、

亜鉛メッキだったら、今度さびたら地方が負担しなきゃいけないんです。そして

高速道路も６車線を４車線にするということだけで90億円単価が安くなる。そう

いうこともいろいろやっていますけれども、やったから早くできるという、集中

工事をしてメリハリを効かせて、安くなった分はここが早くできたという効果を

国民に見せなかったら国民は夢も希望もありません。ですから、そういう意味で

は私たちが経済財政諮問会議に期待するところ、たまにしか呼ばれませんから、

たまにしか呼ばれないところに来て小言ばっかり聞くんじゃなくて、やはり、こ

こに来たときには、私たちが言ったことを取り上げていただいて、宣伝していた

だいて、日本の国が元気になって経済効果が上がる、そういう方式をとっていた

だきたいことだけを申し上げておきます。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。もう時間がほとんどございませんが、手短に

御発言をお願いいたします。奥田議員。 

（扇臨時議員） もういいです（笑）。 

（奥田議員） 一言だけしゃべらせてください。別に我々、国土交通省の予算をどう

こう言っているのではなくて、私は別のことで申し上げて、これは元気の出る話

だと思っているんですが、四国、本四架橋ですね。本四架橋は結局つくっちゃっ

たわけですが、その債務を返済しなきゃいかんと。そういうことで、この前、私

は高松にちょっと行っていろいろ話を聞いたんですが、四国は、本来、本四架橋

をつくったときに人がどんどん入ってくると、そういうつもりでつくったものが、

逆にどんどん人が出ちゃって……。 

（扇臨時議員） そうです。買い物も外でやります。 

（奥田議員） そういうようなことをやっておると、本四架橋の金を返さなきゃいか

んのだけど、私は四国と沖縄ですね、あそこへはどうしてもカジノをつくってい

ただきたい。カジノといっても、今のカジノは昔のラスベガスと違って大テーマ

パークになって大変なファミリーランドになっているわけです。ですから、ああ

いうものを四国でやれば、あの橋を渡って車が行きますから通行量は増える。そ

ういう発想も、これは国土交通省だけの発想じゃないんですけれども、私は出て

もいいんじゃないかと。単にお金を返すだけ返すという話じゃなくて、どうすれ

ば四国へ人が行くか。それであの橋を渡るかという、そういうプロジェクトをつ

くるべきだと。 

（扇臨時議員） それははっきり言って政治の失敗なんですよ。３本つくらなきゃい

けない。真ん中はやめなさいと私は言ったんですから。四国一巡の高速道路がで

きていれば、カジノをつくってもいいんです。けれども、四国への橋を渡った３

本ある１か所だけつくったって意味ないんですよ。ですから、四国を一巡できる

高速道路があれば、一番南の端につくっても効果があったんです。それが３本つ

くっちゃって、一巡の高速道路がないから、四国の端につくったって、橋を渡っ

たって、そこに行くのに３時間もかかったんじゃだめなんですよ。 

（片山議員） 扇大臣ね、臨時交付金の方は交付金のようにやってもらえばいいので

す。実際は、補助金と同じようにやっている。 

（扇臨時議員） 札付きでなくてね。箇所づけしないでね。 

（片山議員） 10分の5.5 補助です。それをやめた方がいい。交付金なのだから、あ

れは道路に使うものです。 

（扇臨時議員） そうじゃないと困るんです。 

（片山議員） それから真ん中の橋は、２階建てで下は鉄道で上が道路で、鉄道はも

のすごく儲かっている。道路がだめなのです。真ん中が一番大切です。 
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（扇臨時議員） でも仕方がない。そういうふうにグランドデザインがなかったんで

すから。 

（片山議員） 確かにそうだ。 

（扇臨時議員） 今、一番 後に私説明しませんでしたけどね、これはいつか申しま

した「国づくりの100年デザインの提案」、一番 初に見ていただいたらわかりま

すけれども、国土交通省の一番若手、各局から全部出て、そして21世紀はこうい

う日本になるという第一弾を出しました。21世紀にはこういう国土づくりをしよ

うという100 年デザインなんて、おまえも死んでいるし、誰も生きていないと笑

われるかもしれませんけれども、思い出していただきたいんです。一番 初にア

ポロに行く前に、月世界に行くにはという漫画があったんです。実際に月に行っ

たときに、その漫画と同じ服を着ています。ですから、こういう100 年デザイン

というような、こんな海の中に行ったり、港湾に港をつくって、こんなピラミッ

ドをつくって馬鹿だと言うかもしれませんけれども、私は今の国交省の144 名か

ら32名で選んだ人たちが全部名前載せて、これ、全部元気になる。トンネルで全

部地中化するとか、そしてごみを全部エスカレーターで地下に運ぶとか、そして

空港も全部港の外にできるなんていうのも、これも初めて示すことなんです。全

部で21の提案をいたしました。これも今度白書に付けてありますから、皆さんの

お目にとまることがないと思いますので、今日あえて参考に見ていいただいて、

こういう発想もあるなと思っていただければありがたいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。時間の関係がありますが、元気が出る

ように努力をしたいと思います。今日のポイントはたくさん出されましたので、

引き続き御議論をいただきまして、「骨太の方針」に反映させるように御協力を

賜りたいと思います。総理。 

（小泉議長） 私の気持ちわかるでしょう。いいことは言われないんだよ。やるべき

ことをもっとやろうとしているのがこの経済財政諮問会議だから、今言ったよう

なことはどんどん宣伝してください。ここは今までの部分、やったことはもちろ

んだけど、もっとやるべきことを議論しているんだから、それが大事です。今の

場のこと、もっと外で言ってください。 

（扇臨時議員） 評価制度なんていうのは一番褒めてほしい。 

（小泉議長） これだけやっているのは事実なんだ。それをもっとやろうとしている

んだから、そこをやっぱり考えてもらわないと。 

これから大事なことは三位一体改革、地方でできることは地方に。この４月１

日の会議でも財務省と総務省のいろいろな議論がありましたけれども、今後、財

務省、総務省の次官レベルと有識者議員の代表で取りまとめに向けた調整を既に

お願いしましたけれども、５月連休明けの諮問会議に報告していただくようお願

いしたい。要は各論です。 

（塩川議員） 具体的にやらないとだめなんだ。 

（片山議員） 抽象論はいいです。 

（塩川議員） 総論ばっかりなんだ、ここは。 

（小泉議長） 総論賛成なんだから。それを、各論反対をどうやって抑えていくか。

実現していくかですから、その辺よく財務・総務省で詰めてやっていただきたい

と思います。 

（扇臨時議員） 各論の成功したのを、全部値段をこれだけ削減したと持ってきたん

だから。 

（小泉議長） それはもうわかっているんです。 

（塩川議員） 扇さん本当によくやってくれたよ。 
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（小泉議長） よくやってくれて、それでやっているんです。よくやったことは評価

されないんだよ。 

（扇臨時議員） 評価されないというか、発表すればね、経済財政諮問会議でこんな

ことがあったと発表していただく中にあれば元気が出てくるんです。だから、あ

そこが悪い、ここが悪いばっかり言っていたんでは元気が出ない。そういう発表

の仕方をしていただきたい。 

（小泉議長） それは仕方がないんです。今、言ったことは世間で大臣が言ってくれ

ればいい。我々はもっとやるべきこと、改革に向かっていろいろ進んでいるわけ

だから、今までの改革に甘んじないで、更に一歩進めようということでやってい

るんですから。そうカッカしないで。 

（扇臨時議員） カッカしないよりも、うちが進み過ぎているから。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

（以 上） 
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