
平成 15 年第 10 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 10  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年５月８日(木) 17：00～19:00 

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・金融担当大臣 

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 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 亀井 善之 農林水産大臣 

西室 泰三 地方分権改革推進会議議長 

水口 弘一 地方分権改革推進会議議長代理 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)金融・経済情勢について 

(2)歳出構造改革と 16 年度予算編成について 

①農林水産関連の歳出構造改革 

 ②歳出構造改革と 16 年度予算編成 

(3)国と地方のあり方の改革に向けて 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○SARS（新型肺炎）の影響について（竹中議員提出資料） 

○証券市場の活性化について（有識者議員提出資料） 
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○福井議員提出資料 

○竹中金融担当大臣提出資料 －特別検査等の実施結果について－

○農業構造改革の更なる推進について（有識者議員提出資料） 

○亀井臨時議員提出資料 

○歳出構造改革と１６年度予算編成について（有識者議員提出資料） 

○「事務・事業の在り方に関する意見」のフォローアップ結果について 

（西室地方分権改革推進会議議長提出資料） 

○「三位一体の改革」の取りまとめに向けた検討の進め方（本間議員提出資料） 

○片山議員提出資料（市町村合併の推進状況と市町村合併促進プラン） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） ただいまから今年10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） 今日は時間を２時間とっていただいております。なかなか大きな重い

テーマを３つ今日は議論することになっております。 

○金融・経済情勢について

（竹中議員） まず第１は、「金融・経済情勢」ですが、証券市場の活性化等々を議

論いたします。第２は、「歳出構造改革と16年度予算編成」、第３番目は、「国

と地方のあり方の改革に向けて」という問題です。このうち、「歳出構造改革」

の部分では、亀井農水大臣にお越しいただきます。また「国と地方のあり方の改

革」の議題に関しましては、西室地方分権改革推進会議議長及び水口議長代理に

も御出席をいただきます。なお、所用で18時40分ごろ、牛尾議員が退席されると

伺っております。 

それでは審議に入りたいと思います。 

まず、「金融・経済情勢」について御審議をいただきます。日本の場合、ＳＡ

ＲＳ等々新たな不透明感も出てきております。ＳＡＲＳの日本経済、世界経済に

与える影響については、資料を提出しておりますので、後ほど是非ご覧をいただ

きたいと思います。 

前回の会議において、証券市場の活性化について有識者議員より御報告をいた

だくことになっております。現下の厳しい情勢に鑑み、是非とも議員の皆様方に

は踏み込んだ議論を本日していただきたいと思っております。牛尾議員よろしく

お願いします。 

（牛尾議員） 	 では証券市場の活性化について、皆様のお手元に紙が４ページ出てお

りますが、省略してお話を申し上げたいと思います。 

冒頭に、「株価は、市場において決定される」と書いてありますように、基本
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的には市場経済においては、株価に対しては政府が介入するべきではないが、今、

株式持合いの解消という構造的な流れがあって、これは正確な数字は捉えてござ

いませんけれども、1990年～2002年の12年間の間に大体12～13％、持合いが解消

されております。60％が40％になったとか、45％が30％になったというふうに捉

え方によって数字は違うのでありますけれども、大体10～15％、10年間で持合い

が解消されて、これから先も恐らく８～10％解消されるだろう。現在時価総額が

250兆円ですから、25兆円までは潜在的な売りがあるというふうに考えないといけ

ない。 

色んな資料を調べますと、本年度の売り総額は７～８兆円ぐらいが想定される

ということになっております。それに対して、いわゆる30年かかってできた日本

型の持合制度というものに対する買いが一気に出てこないというところに問題が

あります。これはやはり 近の株価の下落というのは、業績がこの３月決算も、

来年の３月決算も、どの資料をとってもかなり明るい資料であります。また、そ

ういう点では、株価が本来はもっと高くなってもいいはずなのでありますけれど

も、短期的な需給バランスでこうなっているものを、何とかここは手を入れない

といけない。家計の資金を貯蓄から投資に大きく変えるということをあらゆる手

段でこれまでやってまいりましたけれども、未だ成果を収めていないのでありま

す。 

そういう意味で民間ペーパーは、ここに書かれていることを全て実施すること

によって、この流れを変えようという提案であります。 

第１は、政府が検討すべき課題は、郵政公社が民間と同程度の株式運用が可能

になるように考えて欲しい。これは単に株を買うことのみならず、資金が証券市

場に流れ込むような仕組みを考える必要もある。実は郵政公社の幹部の方ともお

会いしました。色んなことを郵政公社でも考えてくださっているようであります

ので、基本的には年金資金、郵貯・簡保の資金が株式市場に流れるような方法を

考える。同じことは年金資金についても言える訳であります。この辺でかなりの

部分を、買いを短期的に代行する必要がある。 

同時に、企業の自社株取得というものが総会で決めたものを役員会で部分的に

決裁をして、それを実行している訳ですが、結局、決めた総額に対して、まだ３

分の１か４分の１ぐらいしか実行されていません。これも制度を変えて、総額そ

のものを役員会で決められるようにしようというような提案も出ておりますけれ

ども、この自社株買いがインサイダーの規制等もあって、なかなか自由にできな

い部分もありますので、そういう点も更に検討を加えながら、自社株買いをどん

どん進めていこうと。 

それから、従来提案して、未だ採用されていないＥＳＯＰ。これは４０１型の

自社株買いのことを言うのでありますが、社員が信託を作って自社株を買う制度

というのはアメリカではＥＳＯＰという大変有効な制度があって、例えば、アメ

リカの航空会社なんかは、ＥＳＯＰが大体株の50％を占めているというような状

態であります。これは株が安いなと判断したときには、そのトラストで金を借り
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て株が買えるというところまで、これは、詳細は詳しく経済同友会から2001年に

提案しておりますけれども、ＥＳＯＰの検討を早急に始めて欲しいということが

１つポイントであります。 

もう１つは、この中に書いてあります１の⑤でありますけれども、銀行の保有

株式に関しては、平成16年末から18年末まで銀行の持株制限の期間を延ばすとい

うことと、それから銀行等保有株式取得機構の機能を強化するために、売却時に

おける拠出金、売却額の８％の引き下げ、あるいは撤廃を含めてこれを検討して、

これをもっともっと活用するようにする必要がある。現行２兆円の枠でまだ1,500

億円ぐらいしか使われていない。 

（塩川議員） 2,000億円、もう行きました。 

（牛尾議員） もう行きましたか。これを自由にして、ここで買いに向かっていくと

いう方法を考えたいなというふうに考えております。 

厚生年金の代行返上について、これを怖がって早く売ってしまうというのが売

り市場を増やしているという説があります。もう１－３月で相当売れているもの

は売られているんですね。これからも、10月に株が下がると思えば今売る訳であ

りまして、上がると思えば持っていた方が得なのですけれども、やはり不安心理

が不良債権問題や、先行き不安というものが売る方向に向かっているということ

があるのであれば、早く物納したい人は、早めに前倒しで受け取るというのも１

つの方法ではないかという気がするのでありますが、これは厚生労働省の方でも

検討してくださっていますが、とにかく市場に売り圧力を与えないような配慮を

して欲しいということを申し上げたいと。これが⑦であります。 

それから⑧は、平成15年度の税制改正が徹底的にもっとＰＲをされて、これは

非常に有利な税制改正の部分がある。例えば、贈与なんかでも、今年の１月から

暮れまでに買ったものを来年３月15日に贈与を申告するということは、今年の一

番安いところで贈与したことにするということはできる訳です。要するに個人の

株を移す場合は、かなり低い、一番低いところで贈与できるということなんかは、

これはあんまり推奨できることではありませんけれども……。 

（塩川議員） それはもう宣伝しているんです。 

（牛尾議員） そうですか。そういうことをもっともっと実行させるという、そうい

う意味では積極的に個人の出動ということが大事である。今日、松井証券の松井

社長からも民間議員のところに全部ファックスが来まして、要するに個人株主を

新たな大株主にしない限り、この株の下げ相場は止まらない。もちろん、その時

には相続税、将来株で相続すると得だということで、その辺のところは直ぐでな

くてもいいが、来年ぐらい相続税について、株で持てば得だという流れをつくる

必要があるということが松井君の提案でありましたけれども、そういうことを込

めて大いにＰＲをするべきだというふうに私は考えております。 

それから個人投資家については、一番買いたいのは、会社の役員なんかは非常

に買いたいんですけれども、インサイダー規制が非常に複雑で難しいので、この

理解、周知をもっと徹底的にやるべきだと。東京証券取引所からこんな分厚い本
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が出ているんですけれども、判断として、今はインサイダーになるのかならない

かとその都度聞かないと分からないんですね。それをもっと分かり易くして、役

員でも自由に買えるようにすれば、それは会社の役員が買えば、近所の人はきっ

と買うようになってくるだろう。そうなると、行政、政治家がどう言うか知りま

せんけれども、やはり狙いとしては、株を買うような流れをつくることは非常に

大事なことだと思っております。 

後で申しますけれども、民間企業の配当性向を上げようということを奥田議員

も僕らも同意をしまして、日本の配当性向というのは、黒字の会社の平均が大体

20％ぐらい。ＦＴ100とか、Ｓ＆Ｐ500というアメリカ、英国の優れた会社の配当

性向は50～65％であります。日本の企業は配当性向が低くて、内部留保する会社

が良い会社という伝説があるのですが、やはりここで投資者優遇で配当を高めよ

うということを我々合意をしましたので、これから各経済団体に配当性向を 低

33％ぐらいにしようと。業績の悪いところは結果としては60％ぐらいになっちゃ

うんですけれども、良いところこそ配当性向を上げるべきだと。それに、嫌がら

れますけれども、アジア並みの法人減税によって、さらに税引き後の利益が増え

て株が上がるという流れをつくっていくことが大事だというふうに私は考えた訳

であります。 

次に、個人の株主投資を促進するためには何が有効なものであるかということ

を引き続き各所で検討することを続けたいというふうに考えております。 

それから、証券取引法の改正で証券仲介業者制度の導入を可能にする方向で今

議論されている訳ですが、要するに、アメリカでも1980年代は町の投資顧問とい

うのがたくさん出て、そういう人が公認会計士や弁護士や色んな人が中心になっ

て助言する訳ですね。日本は各社の証券会社の外務員がそういうことをするだけ

なんですが、昔はいっぱいお医者さんが集まって何とか資金とか、○○基金とか、

そういうような株で100人ぐらいは集めて個人が株で儲かったんですけれども、そ

れが証券の色んなスキャンダルもあって、そういうのが全部消えてしまった。今

度できる証券取引所でファイナンシャル・プランニングという非常に綺麗な名前

になっていますが、そういう町での庶民ベースでの投資コンサンタントというも

のが、証券を指導していくという流れをつくことが非常に大事だというので、こ

の証券取引法の改正というものが今現在議論されているのでありますが、是非こ

れは実現をしたいものだというふうに考えております。これは３ページの⑪に書

いてあります。 

日本銀行においては、銀行保有株式の買入れの措置等々、福井総裁になられて

非常に積極的に考えてもらっていますが、どういうふうにすれば、実力よりも低

くなり過ぎている株価というものを上げることができるかというと、更に検討さ

れることを期待したい。 

民間企業は、今申しましたように、②で配当性向の向上、それから収益向上に

向かってもっと貪欲に、更に儲かるようなチャレンジをする。大胆な規制撤廃等、

サービス分野における雇用の創出を図る中で、企業は新たな事業にどんどん入っ

 5




平成 15 年第 10 回 議事録 

ていくということが大事だと。 

もう一つは、コーポレート・ガバナンスの強化やインベスター・リレーション

ズの充実ということで、企業はもっと分かり易い情報開示をする必要があるとい

うふうに考えております。民間企業は、そういう意味で、もう少し投資者に向か

っての経営というものに大胆に切り換える必要があるんだというふうに私は考え

ております。 

しかしながら、今申しました点は、割と当たり前のことのようですが、結局、

全部実行されていないので、これを全部同時に実行していけば、証券市場はかな

り上向いてくるだろう。現在の個別の企業の業績の集積を見てまいりますと、こ

れで株価が9,500円か１万円ぐらいになれば、完全に日本経済というのは回復軌道

に乗るような形になっております。もうどの指標、野村400とか、大和300とか、

それぞれリーディングカンパニーを集めた指標を見ても、日本銀行の指標を見て

も、この３月も来年の３月も悪くない。そう言うと世間は、再来年の３月は悪く

なるんじゃないかということをすぐ言いだすんですけれども、それはまたこれか

らチャレンジして乗り越えればいいことでありまして、そういう点で、今回の我々

の作業、また、それに連動した自民党の作業を通じて、証券業界は投資者に向か

った経営に流れが出てくるなということで株価が8,000円を超えて安定してまい

りました。ただ、今日の成果というのは非常に期待されておりますので、これを

どうやって実現していくかという角度で万遍なく流れを変えていくことに経済財

政諮問会議としては、方向性を是非決めて欲しいということをお願い申し上げま

して、私どもの提案を終わります。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは金融当局からの御意見ということで、

先日の金融政策決定会合の結果を含めまして、福井総裁にお願い申し上げます。 

（福井議員） お手元に簡単な資料をお届けしておりますので、これをまずご覧いた

だきたいと思います。表紙をめくっていただきますと１枚目に、ただいま大臣か

ら御指摘ありましたとおり、連休直前と申しますか、連休の谷間と申しますか、

今、牛尾議員からもお話のありましたように、株価の下落がかなり目立ってきた

というふうなことも踏まえまして、先行きのリスク要因ということを十分織り込

んで、もう一段金融緩和措置をとったということでございます。その内容はもう

既に御承知のとおりでございますので、市場に対する流動性の供給額を５兆円増

やしたと、こういうことでございます。 

その意味合いのところ、それは今ご覧いただいておりますページの２．３．と

いうところに書いております。２．で書いておりますところは、現在の日本経済

に対する日本銀行の景気判断というのは、一言で言えば、全体として横這いの動

きを続けていると、こういうことなんですけれども、しかし、今回の政策措置の

前提としての情勢判断ということになりますと、むしろ先を見る。先を見たとき

にリスク・ファクターが幾つかある。海外の方で欧米諸国の景気回復力について

は、グリーンスパン議長は引き続きやや楽観的な見通しを言っておられますが、

我々の見方は、依然、不確実性が高いという、こういう見方をしています。 
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それからアジア経済は堅調なんですけれども、新型肺炎の影響等を考えると、

先行きは心配だと、こういうリスク・ファクターを海外要因として見ております。 

それから国内におきましては、潤沢な資金供給の効果で金融市場は平穏に推移

しておりますけれども、しかし、株式市場が銀行株を中心に株価がかなり不安定

な動きを続けていて、このこと自身は先行きの金融市場とか、実体経済活動に悪

い影響を及ぼすリスクがかなり高い、こういう判断をいたしました。したがいま

して、今回の追加緩和は、足元の経済情勢の判断からではなくて、先行きのリス

クを考えて判断したと、こういうふうなことでございます。 

２枚めくっていただきまして、このときの政策決定会合で実はもう一つ、大変

分かり難い表題で恐縮なんですが、３ページの一番上の表題、「経済・物価の将

来展望とリスク評価」という長ったらしい名前を付けたレポートを出しているん

ですが、実は日本銀行では４月、10月と年２回レポートを出しておりまして、日

本銀行なりにその先１年ぐらいの経済・物価の見通しを書いているのと同時に、

金融政策の評価を自ら加えている、そういうレポートでございます。 

このレポートで、先ほどの追加緩和措置も織り込んで、今年度の経済を日本銀

行としてどう見ているか、物価をどう見ているかという点は、３ページの真ん中

の四角の囲みのところでございます。海外経済が緩やかに回復することを前提と

すれば、日本の輸出とか、日本の生産が今後再び伸びを高めて、経済の前向きの

循環が働き始める。それから、ただし、日本経済が根強い構造調整圧力を抱えて

いるので、景気の回復テンポはなお緩やかなものにとどまると。そして物価は緩

やかな下落傾向を未だ続けると。こういう情勢判断でございます。 

一番下に、政策委員の持っております計数、数字で見た先行き見通しを取りま

とめたものでございまして、実質ＧＤＰというところは各委員によって多少楽

観・悲観の差があります。一番悲観的な人が＋0.8％、楽観的な人が＋1.1％、中

央値が1.0％。今の政策委員のメンバーは、私も含めまして、大体＋１％ぐらいの

成長を今年予想している。右端に消費者物価指数のところでございますが、これ

は余り差がございませんで、－0.5％、あるいは－0.4％、極めて狭い範囲でみん

な予想していまして、大体－0.4％ぐらいの消費者物価指数と。したがいまして、

名目成長率は、プラス・マイナスとんとんか、若干マイナスぐらい、そんなよう

な感じが今の政策委員の大勢見通しでございます。これは決して悲観的な見通し

ではないんですけれども、さりとて、決して満足できるパフォーマンスを予想し

ている訳でもないと、こんなようなことでございます。 

もう１枚めくっていただきますと、４ページですけれども、金融政策の自己評

価でございます。一番上の大きな四角でなくて、その下のやや小さな四角に囲ん

だところ、金融市場の安定確保には金融政策は貢献していると、こういう判断。

そしてそれを通じて経済のデフレ・スパイラルの防止に寄与している。つまり下

支え効果は相応に出しています。こういう判断ですが、その下に小さな黒い２番

目のポツに、実体経済活動はこれまでのところ十分刺激されるには至っていない。

つまり自己評価としては、経済の下支え効果はかなり出しているけれども、経済
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活動を押し上げるというふうな前向きの効果は十分出していないと。これが自己

評価でございます。したがいまして、今後、日銀としては、潤沢な資金供給だけ

では駄目で、金融緩和の波及メカニズム強化にしっかり取り組んでいきますと。

こういうふうなことをかなり詳しく、分かり易く書いているものでございます。 

なお、株式市場、証券市場活性化そのものについて、一言だけコメントをさせ

ていただきますと、株価下落の実体経済、金融市場への悪影響という点につきま

しては、日本銀行はかなりナーバスに見守っていこうと。今後とも特段の注意を

払いながら金融政策をやっていこうというふうに考えています。ただ、目先の株

価対策のみに余り焦点を当て過ぎますと、かえって日本経済が抱える課題の克服

につながらないリスクがあるというふうにも考えておりまして、やはり、根本的

には経済の構造変化に対して柔軟に対応して成長力を高めていく。つまり、企業

の競争力を強めていくというところに政策の焦点が当たっていなければいけない

し、国民生活の将来に希望を与えるようなデッサンというものが伴っていなけれ

ばならないというふうに考えています。ただいま民間議員の御提案ということで

牛尾委員からお話がありました内容、やはりこういう観点は十分踏まえられたも

のだというふうに理解をいたしております。 

以上でございます。 


（農林水産大臣入室） 


（牛尾議員） 現状においても配当利回りの方が長期金利を上回っております。これ

が配当性向を上げれば、もっと上回る訳ですから、確実に債券から株式に利回り

が変わってきたということがある。2002年度と2003年度の製造業、非製造業、大

企業、中小企業をのべて中堅企業の非製造業以外は全部増益になっている。民間

調査機関も大変に力強い見通しを出ている。その上で、福井総裁が仰るように、

基本的な資金の流れというものをどう変えていくかということが一番大事なこと

かと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。時間の関係で資料の説明だけにします。私の

名前で「特別検査等の実施結果について」というのが出ておりますけれども、こ

れは別途ご覧いただきたいと思います。要は不良債権の洗出し等については、順

調に進めているということを、これは、また別な機会がありましたら御説明をし

たいと思います。 

それでは時間が限られておりますが、どうぞ民間議員の提案を中心に御議論い

ただきたいと思います。平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 株価の下落というのは言うまでもないことですけれども、ファンダメ

ンタルズを損なうことになって非常に景気の悪化につながる。そういう御認識の

中で民間議員の出された御提案というのは非常に意義のあるものだと思っていま

す。私から２点申し上げたいと思います。 

第１点は、ＰＫＯ的な人為的な介入というものは、中長期的に見ればともかく

として、短期的にやることは、ある意味では市場の信用失墜につながりかねない
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ということがあるので、私どもとしては、ここは慎重にすべきではないかという

のが第１点です。 

それからもう１点は、色々民間議員の皆様方も政府与党も対策を出されており

まして、今申し上げたように、それはそれで評価をすべきものだと思っています

けれども、私どもは、要は、経済の活性化ということを抜本的にやる必要がある

んじゃないかと思っています。経済の活力を生み出せば、これは言うまでもない

ですけれども、株価にも反映されますし、企業の収益力も回復をしてきますし、

全て相乗作用で良くなってくる訳であります。ですから、今までここで議論して

いたのは、色々貴重だったんですけれども、やはり如何に日本の潜在力を引き出

して、経済の活力を高めるかという、そういったことも集中的に我々は検討して

対策を講じるということがこの株価の対策にも究極ではつながることではないか。

ですから、６月の「骨太方針」も私は経済の活性化策というものを積極的に盛り

込んでいくべきだと思っておりますし、私どもとしても次の経済財政諮問会議に

は、経済活性化の具体策についても、ちょっと御提案をさせていただければと、

こう思っております。私からは以上です。 

（竹中議員） 塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 牛尾さん、色々心配していただいたのはよく分かっていますが、つい

ては私が思うのは、みんな駄目だ、駄目だと、こうしなきゃといったって、ワン

ワンワンワン衝動買いみたいなことばかり言うから、かえっておかしくなってし

まっているのが実情なんです。私、今日、党に呼ばれまして、昼飯のときですが、

行ってきたんですよ。それなら株の買い出動しろと仰る。それならば実態を知っ

ているのかと。例えば、郵便貯金だとか簡易保険なんか相当買っているんですよ。

いわゆる２％とか、４％とか買っているんですよ。ところが評価損がぼんと出て

いるものだから、郵便貯金なんか、４億5,000万で買ったやつが今２億なんぼにな

っているんですよ。それで、責任を問わんから２％もっと買えと仰るのか、やは

り規定どおり買ったものがこうなっておるから、損は、これ以上の追加投資はす

るなと仰るのか、これは資金運用の委員会があってやっているんですよね。委員

会の方にちゃんと話をしてやらんと、これは動けないですよ。厚生年金にしても

ですね。そういうのは党はやってくれるのかと。そうならば、我々も一緒に合わ

せてやるということを言っておるんですね。野党の関係がありますし、売りの方

の抑制する機構があって、買いの方を刺激するのもありますから、そこらをきち

んとしてもらいたいと思っておるんです。 

そこで１つは、近いうちに、皆さんにお願いして経済関係の閣僚、総務大臣と

かみんな関係しますから、一回どうするかということを早急にやりたい。考え方

は言っているけれども、中身を言ってみて、そんなことになっているのかとみん

なして言っている。そんな勝手な話はあるかいな。ですから、中身をきちんとわ

きまえて言ってもらわないと困るということなんですよ。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 今、郵貯、簡保の話が出ましたが、釈迦に説法ですけれども、これら
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は小口、個人の金であって、これは元々リスクを嫌う金なのです。いわば金融の

セーフティネットみたいなものです。ここで、ＰＫＯで郵貯、簡保が出ていくと

いうのは、イメージが大変悪くなるということがあります。４月から公社になっ

た。公社になったということは、できるだけ政府や国会が文句を言わないと、任

せるということです。我々がやることは中期経営目標や経営計画の認可で、これ

はもう認可している。そこでは郵貯や簡保の運用は、確実で有利な運用としてい

まして、ポートフォリオでパーセンテージも全部書いています。そういうことの

中で、今、公社に買え、ということを政府として言えるはずがないでしょう。何

となく言うのはいいですが。 

それから今、塩川大臣が言いましたように、指定単で14兆円を運用しています。

それが７兆6,000億円損しているのですよ。年金の損ほどではありません。年金は

無茶ですから。我々の方は無茶まではいきませんが、しかしかなりな額なので、

公社としては、そこはナーバスというのか気にしている。今日も参議院の総務委

員会理事会でこの話が出て、申し入れがありました。公社の自主性を阻害するよ

うなことは、公社法に違反すると。そんなことを政府はやるなといって、私がや

れと言ったのではありません。私は言われた方なので。そういうこともあります

ので、過少資本と言われている奥田委員も設立委員会の座長さんでありますから。

300数十兆円で資本が１兆円ちょっとなんていうのはみんながやかましい。そうい

うところにですよ。 

（牛尾議員） ７兆円ぐらい。 

（片山議員） いやいや14兆円やっているんですよ。14兆円やって７兆5,000億円損し

ている。 

（塩川議員） それと、もっと証券会社に勉強せいと言ってくださいよ。 

（片山議員） そういうことなものですから、ただ、私は中長期的に検討することは

いいと思いますし、郵便局のネットワークを使って資金を集めて回すというのは、

リスクの方に、それはいいですよ。例えば、ＥＴＦだとかなんかについて郵便局

で販売をやるとか、その他の新しい商品を開発していただけるなら、郵便局のネ

ットワークに乗せるのは賛成ですし、生田さんもそういうことは検討のあれがあ

ると。ただ問題は、法律の改正が必要ですよ、そこが大変なんです。時間がかか

るんですけどね。 

（塩川議員） 今日も証券会社に言った。あなたが仰るように、証券会社は一体何だ、

横着ですよ。去年の秋に税制改正するからというので、証券会社は喜んで手を叩

いた。そのとき僕は条件を出した。「手数料をただにすべき」と。売るときは取

ったらいいけど、買いのときはただにすべきと。そのぐらいのことをやったって、

インターネットだってとっていないじゃないかと。それはお客に言ったら、株価

300円のを買ったら１株で４円とられる。４円の値上がりを持って、売りのときま

た４円とられる。そんなもので取引するかと。せめて一定期間、１年間でも買い

はゼロで、ただで結構ですというぐらいのことをすべきと。経済界からそう言っ

てくださいよ。今日も私はそれを言ってきた。 
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（奥田議員） 分かりました。私から２つ申し上げたいんですが、郵貯、簡保と年金

は分けて考えた方が良いだろうと。郵貯、簡保についてはあくまでも公社の総裁

の判断でやるべきであって、総裁が判断をすれば、いいようにすればいいと。年

金は年金でこれは相当ポートフォリオを変えられる可能性はあるだろうと。 

（小泉議長） 法律改正は要らないんだろう。 

（奥田議員） 要らない。 

（塩川議員） 代行を返上するときの株、500数社の基金があるんですよ。あれを吸収

してやらんと売りに出ますよ。それには知恵を出さなきゃいかん。それには一つ

をまとめたらいい。そうしたらＥＴＦかなんか知らないけれども、数字になりま

すよ。ですから、それをこっちは指導してやらなきゃいかん。その代わり、一回

懇談会をやらせてくださいよ。基金を持っているところの。私のところは何の反

応もない。それでぐずぐずばかり言っている。そうじゃなくて、年金の基金が一

回集まって、こういう申し入れをしようということでやってくださいよ。 

（牛尾議員） 頼りにしていますから。 

（奥田議員） それからもう一つは、正直言って日本の投資家のマインドというのは、

大体キャピタルゲインを狙って配当利回りを狙うという思考ではなかった訳です

ね。ところが8,000円、7,000円までくると、これは利回り論ということになって

くる訳です。ですから、今、牛尾議員からも言われましたけれども、配当性向が

30％ぐらいまで達していない。10％しかやらないとか、20％しかやらないという

会社は、事情は色々ありますけれども、ある程度成熟した会社であれば、20％の

会社は30％までみんなもっていけと。そういう形になれば相当利回りは大きく変

わってくる訳ですね。そこらのアナウンスメントをどうやればいいのかなと今考

えておるんですけれども。それは非常に大きなあれで、ここで投資家のマインド

を、キャピタルゲインはもう成長はないんだから駄目ですよと。ないですよと。

むしろ利回りでもらいなさいと。そういうことに考えていかないと。 

（塩川議員） それは証券会社の努力なんですよ。儲かりまっせ、儲かりまっせばか

り言っておるからね。下がってしまうから怒る。配当が宜しいと、こっちの方が

宜しいんです。 

（牛尾議員） 利回りなら持っていればいいんだから。 

（塩川議員） それを証券会社は言わなきゃいけない。買うときはただで宜しいと、

それぐらいのことはサービスすべきと言ってくださいよ。 

（奥田議員） それは、正直言って、私、ちょっと聞いたんですけれども、配当性向

を30％近くまで上げるというのは、やはり一種のサプライズだという訳ですね。

今まで日本の投資家は全部キャピタルゲインでやっておったけど、もう今度はで

きないと。できないというか、可能性がないと。だから、イールドといいますか、

利回りで株を買っていくと。そういうふうにすれば、もっと入ってくるだろう。

そういうあれも外人投資家というのは見ていますからね。ここで心理的に変えて

やらなきゃいかんと思うんですね。 

（竹中議員） それでは時間もきていますので、本間先生どうぞ。 
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（本間議員） その問題、私はある意味では小泉内閣のアキレス腱的な唯一の要素だ

ろうと。この株価をきちんと、これ以上歯止めをかけて、上昇させていくという

ことは実物経済の面では非常に堅調な部分がございますので、ここをしっかり押

さえなければならないという具合に思っておりますけれども、日本のそれぞれの

今の制度の中で、それぞれのお立場からの御議論というのは十分理解した上で、

日本の場合には金融機関の中における公的部門のコミットメントは非常に大きい

ということが資金の流れの面で民から公に流れる。しかも非常にリスクが取れな

い構造になっているという問題を、これは中長期的にきちんと見据えていくとい

うことが必要だろうと思います。公的な金融機関が普通の金融機関になれば、恐

らく、よりリスクが取れるような資金の流れというものが出てくる訳でありまし

て、この問題を当面どのようにクリアするかという問題と、次のステップでどの

ような公的金融の有り様というものを描くかということは、これは不可分の問題

だろうと思いますので、構造的な問題についても同時に考えませんと、ＰＫＯ的

なイメージだけでこの問題が世の中に伝わっていくということは、私はある意味

では危険な部分もあろうと思いますので、是非その点についても御留意をいただ

きたいと思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは、この部分を簡単に取り

まとめますが、現状の証券市場の問題、経済の抜本的活性化が基本であるという

点で多くの方がその構造問題の重要性を指摘されたと思います。しかし、企業収

益の改善等にもかかわらず、株価は現実に低迷している。この株価の低迷が逆に

実体経済を冷え込ませるという面もある。この点はやはり注意をしなければいけ

ない。このような問題意識から与党でも色んな議論がされている。また、本日民

間議員からもペーパーが出されて、幅広い提言がなされたということだと思いま

す。 

特に指摘がありましたのは、現在の株式市場は、持合いの解消、それと厚生年

金の代行返上に伴う売り圧力によって需給が悪化しているという点はやはりある

だろう。本来は民間セクターがリスクを負担した運用を行うことによってある程

度、こうした需給の悪化要因を吸収されるべきであるけれども、現状十分なリス

クテイク能力がなくて、株式投資に対し極めて消極的な形になっている。それと

今御指摘がありましたように、公的部門が膨大な貯蓄を吸収している。そういっ

た構造問題もある。このような状況の中で構造改革を円滑に進めるためにも、本

日提起された問題について、これはしかし個々については、色々検討すべき問題

があるという問題点が指摘されたと思います。 

こうした色んな問題点を踏まえた上で政府・日銀が一体となって、それぞれの

問題をもう一度真剣に受け止めていただいて、その議論を踏まえて改めてこの諮

問会議で証券市場の問題を検討していくということではないかと思います。 

今の取りまとめで何か御異議等ございますでしょうか。 

（牛尾議員） 今日は何も決まらなかったんですかと言い方をされると、株は下がる

と思うんですよ。僕は決まる方向で動き出したというふうに言わないといかんと
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思うんです。 

（塩川議員） 僕もさっき言ったじゃないですか。来週早々にでも一回集まって対策

をやるんだということをアナウンスしていてもらわんと。 

（竹中議員） 塩川大臣が仰ったのは、閣僚が集まってと仰ったんですね。 

（塩川議員） そうそう。 

（竹中議員） 政府一体で。 

（塩川議員） ばらばらにやっているから駄目なんですよ。 

（牛尾議員） 政府一体で取り組んで、実行の方法についても……。 

（片山議員） もっと本気でやると。 

（竹中議員） ありがとうございます。もう一度確認いたしますけれども、色んな問

題はあるかと思うが、これは政府・日銀が一体となって真剣に検討していく。差

し当たり、早急に閣僚が集まってこの問題について前向きに検討を始める。その

ような取りまとめで宜しいでしょうか。 

（牛尾議員） 「具体策について」検討に入る。 

（竹中議員） 「具体策について検討する」ということで宜しいでしょうか。総理は

この点について。 

（小泉議長） はい、いいですよ。 

○歳出構造改革及び予算の重点のあり方について

（竹中議員） それでは次の議題に移らせていただきます。前回、前々回に引き続き、

歳出構造についての審議でありますが、本日は農林水産関係について有識者から

歳出構造改革の審議の重点事項を提起していただいて、この点の議論を集約する

形で亀井大臣の方から御説明をお願いしたいというふうに思っております。それ

では、まず吉川議員からお願いします。 

（吉川議員） それでは、農業構造改革につきまして、我々民間議員４人の名前が書

いてある紙を私から説明させていただきます。 

農業というのは、大変国民の期待が大きい産業だと思います。ほとんど全ての

国民が非常に大切な産業だというふうに考えていると思いますが、残念ながら、

現実と我々の期待とのギャップが非常に大きい産業でもあると思います。これは

短期的な問題だけでなくて、戦後何十年の間、国民の期待が大きい大切な産業だ

と思いますが、現実には様々な問題を抱えているということで、是非とも構造改

革を進めていただきたいということで我々の紙は書いてあります。 

食料産業を21世紀のフロンティア産業として再生する。これは決して夢ではな

いと我々は考えております。その際に市場原理の活用ということが大切であるし、

付加価値の高い生産を活発にしていく必要がある。これもよく言われていること

ですが、改めて指摘しております。あるいは、従来ともすれば生産者だけを見て

いるきらいがあった訳ですが、やはり消費者を基点にした政策へと大胆に転換す

る必要があると考えます。 

具体的には昨年の11月の諮問会議で我々問題提起をした訳でありますが、それ
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を出発点としてさらに進めていただきたいということで以下８つの具体的な論点

を挙げております。 

一応読ませていただきますが、１番目が規制改革や特区の導入を通じて株式会

社等による農地取得の解禁、これをできるだけ早期に実現する。 

２番目、農協改革を進める。その場合に、例えば協同組織に対する独禁法制度

の検証を進める。 

３番目は、米政策であります。これは先ほども申し上げましたが、消費者重視、

それから財政負担、様々なものがありますが、その効率化を考える。 

それから４番目、これは農業政策の政策目標や費用対効果の基準等を明らかに

して、特に農水関係の公共投資の場合には、ハードからソフトへシフトすること

が重要なことではないか。あるいは事業量から成果目標へ変更するということが

大切だと言っております。 

それから５番目はバイオマス戦略。これは御承知のとおり、21世紀のフロンテ

ィアになるものでありますけれども、こうしたものの可能性や評価基準を明確に

して、今後とも目標達成のために予算を重点化していく。言っていることは、バ

イオマスということはキーワードとして多くの人が語っている訳ですが、もちろ

ん専門家は限られている訳です。農水省はやはり技術的専門的な知見を持ってい

るべき、言ってみればプロであるはずでありますから、言葉だけでなくて、バイ

オマスというのが、定量的あるいは技術的にどれほどの可能性を秘めているのか

ということをきちんと検証した上で、数量的に目標を立ててどのような予算の使

い方があるのか。これは後ほどの予算のつくり方とその成果がどのくらい上がっ

ているのかというのをきちんと見ていくということを後ほど予算のことを申し上

げる訳ですが、そうしたことの１つのモデルケースになるのではないか、こうい

うことを言っております。 

それから６番目は、これは食の安全・安心の確保ということは、これは非常に

大切なことで、今後の日本の国内の農業の一つの言ってみれば拠りどころになる

ところだろうと思います。やはり国民全て食料が安全だと、安心して食べられる。

非常に関心が高い訳で、この点について、いわゆるトレーサビリティを、国産品

だけではなくて輸入品も含めて、そのシステムを確立していく必要がある。 

それから７番目は、国と地方のあり方について抜本的に見直す。具体的には、

例えば農業改良普及事業、あるいは農業委員会等の地方組織のスリム化、これを

具体化する。 

８番目は、ＷＴＯにおける農業交渉を進展させて、これを積極的に国際的な貢

献を果たしていく。 

以上ですが、いずれもそれぞれのポイントは、従来からもこの会議でも申し上

げてきた訳ですが、やはりスピードが非常に大切だと思います。農業というのは、

初めに申し上げたとおり、国民全てが非常に大切な産業だと思っている訳ですが、

よく指摘されてきた問題がある訳ですから、昔から指摘されてきた問題、これを

できるだけ早く片づける、そういうスピード感が是非とも望まれるんではないか
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と思います。これが我々民間議員からのお願いであります。以上です。 

（竹中議員） それでは、亀井大臣お願いします。 

（亀井臨時議員） それでは私から食料・農業・農村基本法などに基づく農林水産政

策の改革の方向について説明をいたします。大きな資料でございますが、資料を

お目通しいただきたいと存じます。 

まず、１ページにおきましては、世界の人口が急増し、中長期的には食料需給

が逼迫する可能性がある中で、我が国の農林水産業及び農山漁村は、安全で安心

な食料を供給するのみならず、自然環境の保全などの多面的な機能をこのように

果たしている、こういうことをお示しいたしております。 

次の２ページをご覧いただきますと、これまで農林水産省は食料・農業・農村

基本法は、これに基づく「食」と「農」の再生プランなどを通じて様々な施策を

講じてまいりましたが、私の農政においては、先ほども御指摘いただきましたが、

食料産業の活性化、環境保全を重視した農林水産政策の推進、風格ある農山漁村

づくりなどに重点的に取組み、「いのち・循環・共生」の枠組みづくりを通じた

改革を推進してまいります。 

次のページをお開きいただきたいと思います。農水産業と食品関連産業をあわ

せた食料産業は国内生産額は、棒グラフにありますとおり106兆円、約１割を占め

重要な役割を果たしていますが、食品の安全性に対する消費者の不安など厳しい

状況に置かれております。したがいまして、食料産業の活性化のために、食の安

全・安心のための施策、食品産業の活性化、農業構造改革を中心に総合的な対策

を講じている考えであります。 

まず、食の安全・安心の確立にためには、７月までに「食の安全・安心のため

の政策大綱」を策定するほか、文部科学省などと連携して「食育」を推進したい

と考えております。食品産業につきましては、本年夏を目途に「食品産業ビジョ

ン」を策定し、国際化の中での食品産業の展開方向を提示します。また食品流通

について、民間の自由な競争環境の拡大に向けた改革により、効率的で利便性の

高いシステムを構築します。農業構造改革を加速するために、昨年大綱を策定し

た米改革、厚生労働省と連携した「農林業をやってみようプログラム」を実行い

たします。 

４ページをご覧いただきたいと思います。農林水産業は自然の物質循環を利用

した活動であり、様々な形での環境に影響します。これまで、農林水産省は環境

保全型農業、生物由来の資源であるバイオマスの利活用、地球温暖化防止のため

の森林吸収源対策を推進してまいりました。また、他府省に先行して、職員食堂

の生ゴミの再資源化にも取り組んでおるところであります。さらに本年末には、

より一層環境保全を重視した新たな政策展開の大綱を取りまとめる予定でありま

す。また、バイオマスを活用して燃料電池をつくれば、二酸化炭素の排出を実質

ゼロにすることが可能であり、地球温暖化防止の観点から、経済産業省などと連

携してバイオマスの一層の利活用を推進してまいります。なお、この工程管理に

つきましては、小宮山宏東大副学長を座長とする「バイオマス・ニッポン総合戦

 15




平成 15 年第 10 回 議事録 

略推進アドバイザーグループ」を先月発足させたところであります。 

５ページをお開きいただきたいと思います。環境省と連携しながら都市と農山

漁村の共生・対流を積極的に推進しておりますが、今後はさらに「いのち・環境・

共生」の舞台となる風格ある農山漁村づくりを進めてまいります。具体的には田

舎暮らしのニーズなどの国民の価値観の変化を踏まえ、都市のパートナーとして

の農山漁村づくりを進めてまいります。これらの取組に当たっては、ハードから

ソフトへの政策転換を行い、国土交通省、総務省などとも連携をしていく考えで

あります。 

６ページをお開きいただきたいと思います。我が国の観光については、国内観

光の減少などの一方、豊かな自然に触れるなどの新たなニーズが生まれつつあり

ます。このために都市と農山漁村を双方向で行き交う共生・対流の実現を目指し、

昨年９月、安倍官房副長官、太田農水副大臣を主査とした副大臣によるプロジェ

クトチームを設置しました。このプロジェクトチームの検討を受け、３月には情

報のポータルサイトを立ち上げ、着実に成果を挙げています。今後、農家民宿の

開設促進や地場産野菜の販売を進めることなどにより、グリーン・ツーリズムを

積極的に展開し、観光立国の実現に向けて貢献してまいります。 

７ページをお開きいただきたいと思います。今のこのグリーン・ツーリズムの

取組につきましては、４月構造改革特区として認定されました兵庫県の特区の計

画を掲げております。１市10町でこのようなことを取り上げることにしておりま

す。 

８ページをお開きいただきたいと思います。他省庁に先駆けて政策評価法が制

定される前の平成12年度から政策評価に取り組んでおります。具体的には食料・

農業・農村基本計画などに即して、政策分野ごとに達成すべき数値目標や目標期

間を設定して評価を実施しております。我が省の取組については総務省からも一

定の評価をいただいております。今後とも、Plan、Do、See、Action、この取組を

強化する考えでおります。 

９ページをお開きいただきたいと思います。我が国では、山に降った雨が森林

に蓄えられ、その後、河川に注がれ、これが水田に導かれ、再び河川を経て海に

戻るなど豊かな水循環系が形成されており、森林の保全や農業生産活動が適切に

行われることによって、様々な公益的機能が発揮されております。農林水産公共

事業は、こうした健全な水循環を支えており、今後とも豊かな地域社会の形成に

も貢献するものと考えております。折しも３月には「世界水フォーラム」が我が

国で開催されました。我が国は農産物の輸入を通じて、世界の水を大量に消費し

ているという見方もあります。世界の水需給という観点からも、国内の水の有効

利用を図ることが必要と考えております。 

農林水産関係、公共投資の関係でございますが、10ページをお開きいただきた

いと思います。我が国の農林水産業と農山漁村が食料の安定供給や多面的機能の

発揮など国民生活に不可欠な役割を果たすため、真に必要な事業に重点化してい

く必要があります。これまで「骨太の方針」に沿って改革に取組んできたところ
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でありまして、具体的には 近５年間で18％のコスト縮減、政策評価に基づく事

業の見直しによる効率化、公共事業から公共事業以外の政策手段へのシフトによ

る重点化、地域の自主性を生かせる仕組みの拡大による国と地方の役割の見直し

などに取組み、歳出をこの２年間で17％、3,000億円強を削減し、平成14年度にお

いて、当初予算と補正予算を合わせた額でも、既に大幅な景気対策が行われた以

前の平成２年、３年度を下回る水準を実現しております。 

   11ページをご覧いただきたいと思います。今後の事業展開に当たっては、今後

策定する土地改良長期計画、森林整備保全計画においても、成果目標を設定した

上で費用対効果分析への取組の拡大、政策の大目標、中目標の設定による体系的

な評価への取組、予算要求段階における事前評価の実施により政策評価への取組

を強化し、あわせて今後５か年で15％の縮減を目指します。こうした取組とあわ

せて、昨年７月の小泉内閣メールマガジンにも取り上げていただいた農林水産関

係公共投資のグリーン化や更なる重点化を図りつつ、政策目的の実現に努力して

まいります。 

   12ページには、このような取組の例を挙げております。ご覧いただきたいと思

います。 

そして13ページをご覧いただきたいと思います。農協につきましては、昨年来、

諮問会議の御議論も踏まえ、３月に農協のあり方についての研究会で改革の方向

を取りまとめ、現在これに沿った改革を進めております。改革の基本理念は競争

原理が生かされる農協ということで、単位農協が主役となり、全農がその補完に

特化することによって消費者と農業者の双方のメリットを実現します。現在、農

協系統は10月に開催する全国大会に向け、改革の具体策を作成中であります。ま

た、行政は行政と農協の関係の適正化、米流通における単位農協の主体性を重視

した食料法改正法案を国会に今提出しております。公正取引委員会と連携した独

禁法違反のチェック強化、全農に対する業務改善命令の実施状況の監視を進めて

おります。今後さらに、こうした改革を着実に進めてまいりたいと思っておりま

す。 

   14ページをご覧いただきたいと思います。農業委員会のことであります。優良

農地の確保や構造政策の推進などのため重要な役割を発揮しており、今後とも必

置規制と交付金制度の基本的枠組みは必要と考えております。しかしながら、構

造政策の加速や地方分権推進の観点から大幅な見直しが必要であります。これま

で４月に「農業委員会に関する懇談会」において改革の方向を取りまとめたほか、

平成15年度予算において、交付金を9.3％削減したところでもあります。今後は法

律改正も含めた措置を積極的に講ずることとしており、活動の重点化、必置基準

面積の大幅な引き上げや農業委員の定数の見直しなど、組織のスリム化に取り組

んでまいりたいと思っています。 

農業改革普及事業の改革でございますが、革新的な技術を現場に合った形で普

及する重要な役割を果たしております。その根幹である普及職員の必置規制と交

付金制度の基本的枠組みは今後とも必要と考えております。しかしながら、農政
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の重要課題の解決や地方分権推進の観点から大幅な見直しが必要であります。こ

れまで３月に普及事業のあり方に関する検討会において改革と方向を取りまとめ

たほか、15年度予算において交付金を9.3％削減したところでもあります。今後は

法律改正も含めた措置を積極的に講ずることとし、事業内容の重点化、普及セン

ターの必置規制の廃止などスリム化などに取り組んでまいります。 

後に、16ページに参考までに我が国が諸外国と比べて、積極的に農政改革に

取り組んでいることの例をお示ししております。米国、ＥＵ、日本の農業に対す

る国内助成の比較、ＷＴＯでも貿易歪曲的な国内助成を1995年から2000年の間に

各国が20％削減することを約束いたした訳であります。これらにつきましては、

日本は着実にＡＭＳのことにつきましては実行をしておる訳であります。私は連

休中ヨーロッパを訪問いたしまして、ＷＴＯ農業交渉の進め方などについて、関

係閣僚などと積極的に意見交換をしてきた訳であります。その中で、各国が食料・

農業の重要性に鑑み、それぞれの施策の展開やその改革に取り組んでいる中、我

が国としても改革を進めながら、食料産業の活性化を図っていくことが急務であ

ると思いを新たにした訳であります。 

こうした考え方に立ちまして、ただいま申し上げた農林水産政策の改革を強力

に進めてまいりたいと考えておりますので、経済財政諮問会議の御支援をよろし

くお願い申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは御自由に御議論いただきたいと思

います。 

（亀井臨時議員） 初に株式会社等による農地取得の解禁の早期実現、このことを

御指摘をいただいておりますが、現在、特区の問題で色々なところで進めており

ます。ただ、農地の取得については是非御理解をいただきたいのは、いかに農業

をやるか、営農をするかということが私は一番大切なことではなかろうかと思う

んです。実は青森県と岩手県の境に87万立米の産業廃棄物が置かれて大問題にな

って、今、法律化をして、私も現地に参りましたが、それは牧場です。しかし、

その一端の１か所だけ産廃を処理する許可をもらって、あとのところは農地であ

りまして、そこに夜中に埼玉県や千葉県や東京、神奈川、関東から大変なものを

持ってきまして、10年間で87万立米が、今は青森に65万、そして岩手側に18万で

ありますか、その汚水が出てまいりまして大変な問題になりまして、今、法改正

をやっております。それは地主が１人だったということで、そして夜のうちに行

って、その土地にその廃棄物を埋めてしまって、朝までに全部土地は埋まってい

ますから、地域の人は全然分からない訳であります。そういうような問題、特に、

色々な問題で産廃が議題になっているというようなところもございますし、あく

までも株式会社が農業をやるのなら、それは賃借権なり、今、特区であのような

形を認めていただいておりますので、そういう形で、まず営農、農業をおやりい

ただくということに視点を置いていただいて、この問題につきましては慎重にお

考えをいただきたい。大問題になっておりまして、そういう例が産廃の点につき

ましては、各地にまたある訳でございます。 
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（片山議員） あれは特別立法をつくるんですよ。特別の法律を、通ったかどうか。 

（亀井臨時議員） 色々お世話になりました。私、東北開発委員長で現地を見てまい

りまして、本当に驚きました。やっていただくことになりました。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員）  今の大臣のお話を伺って、今のは不法投棄ですか、要するに法律違反、

不法行為の問題なんだろうと思いますが、そのことと農業の株式会社の参入の問

題というのは、必ずしも直接関係することではないのではないかと思うんです。

なぜ農業の分野でも株式会社の参入といったようなものが必要なのか我々考えて

いるかというと、要するに、長い歴史の中で、農業は親から子へという世襲で小

規模でやってきた。その農業を昔から、それなりに合理性があったんだと思うの

ですが、20世紀の終わりごろから、そういうことが余り合理的でなくなったんだ

ろうと思うんです。ですから、農業をやっていらっしゃる方でも後継者難に悩ん

でいる。それは御承知のとおり。それからまた、農業をやっていく上での色んな

ノウハウとか知識とかそうしたものは別に、今の農家に生まれた親がたまたま農

業をやっていたという人でなくて、株式会社のような経済主体が担い手になって、

そうすれば若い人の中にも、工場で働くんじゃなくて自分は農業をやってみよう

という人だって出てくるかもしれない。後継者の問題も解決する可能性がある。

国際的な連関を色々あれする、あるいは国内での情報をキャッチする、そういう

面でも株式会社の方が、経営という点でいい形態があるかもしれない。少なくと

も、それを一つの可能性として許すことはいいのではないか。これが我々の考え

方であって、大臣が先ほど御指摘になったある種の不法行為ですか、そういう問

題があるから農業への株式会社の参入は慎重でなければいけないというのは、私

はちょっと話がずれているんじゃないかなという気がするんですが。 

（亀井臨時議員） それは土地の賃貸だとか、そういう形で農業経営を株式会社がお

やりになる。それは特区の問題等々で認めてきておる訳ですから、まず土地の取

得の問題、これありきで株式会社というのはやはり慎重にする必要があるんじゃ

なかろうか。現実に農業経営が土地を取得してまで、実際、採算の合う農業とい

うのはなかなか難しい現状であると思いますが、特区であのような形をおとりい

ただいて、賃貸で、そして色々なことができるようなシステムになった訳ですか

ら、まずそれから入ることが必要なことではなかろうか、こう思います。 

（竹中議員） 本間議員。片山大臣。 

（本間議員） 農業の問題は、やはり参入規制が非常に高い。そのことが家業を中心

にして、農業の生産人口の高齢化という問題に結びついている。そこをどういう

具合にクリアするかということが非常に重要な問題なんだろうと思っておりまし

て、もし、今の御懸念のような問題があるとすれば、昔、固定資産税を減免する

等のときに、農業の土地をどうするかというような問題がございまして、生産緑

地という形で農業を続けるということを前提にして、税制というものを減免する

ということが決定された訳でありますから、それは新規参入者であっても、農業

を継続的に行うということを条件に参入させ、そして農地を取得するということ
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は考え方としては十分あり得る話でありまして、そこは色々アプローチがあり得

る話ではないかという感じを持っております。 

（竹中議員） 片山大臣に言っていただいて、それで亀井大臣にお答えを。 

（片山議員） 今、農林水産省で、例えば、道路と言えば大規模農道があるでしょう。

あれは都道府県道なんかよりはるかに予算が早いんです。これは国土交通省の道

路と今の農道をどう考えるか。大規模林道なんかもそうですよ。大変な観光道路

になっているんです。二重行政じゃないんだけど、完全に競合しているんですね。

それから下水道と集落排水、ケーブルテレビも私どもの方でやっていますけど、

農林水産省も同じことをやっているんです。それは農村整備ということでやって

いるんだけれども、本当は農村整備じゃないんですね。この公共事業の重複とい

うか、二重を私は一元化すべきじゃないかと前から思っているんですけどね。農

林省の方が早いんです。予算があるんです。手続は私どものあれより国土交通省

が時間かかる。私どもの県でもいっぱいあるんです、大規模農道が。今、津山市

から空港道路だというのも大規模農道でやっているんです。これは本来の道路整

備というのはどう考えるのかというのがありますよ、ネットワークで。 

（小泉議長） 重複しているんだ。 

（片山議員） 完全に重複している。 

（亀井臨時議員） 現在、その辺は重点的にやるような形をとっておりますし……。 

（片山議員） そこの整理というのは要るんじゃないでしょうかね。 

（亀井臨時議員） 農道づくりにつきましても、地元の協力というか、そういう面で

は住宅地やほかの道路と違って、農村分の方が道路をつくるための協力体制とい

うか、そういうものは比較的得やすい今日までの状況だったと思います。これか

らは先ほど申し上げましたような中で、集落の中で色々公共事業等、そしてソフ

トの面でこの辺を一体的に重点的にやらなければならないと考えております。 

（塩川議員） 先ほどから片山さんが言っているように、農林予算の半分が公共事業

と土木事業なんです。ちょうど半分です。それはソフトの方に振り替えるとおっ

しゃっているから、積極的にひとつやってもらいたいと思いますね。重複が多い

です。 

（片山議員） それから、国と地方の関係で毎回議論になるんですけれども、農業委

員会、改良普及ですね。これは農業だけじゃなくて林業も水産業もみんなありま

すよ。あれはやめちゃう訳にはいかんのかもしれないけど、少なくとも市町村や

県の選択制にしたらどうですか。 

（亀井臨時議員） これは選択制になりますと、色々国の農地の問題だとか、政策の

問題で色々なことがばらばらになる話になりますから、これは選択制というのは

難しい問題だろうと思います。 

（片山議員） 今、普及員よりちゃんとした農家の方がずっと上ですよ。営農なんか

は。 

（亀井臨時議員） それは色々な方向にありますけれども、この間、私も筑波の、や

はりああいうところで、農業技術をしっかり普及員が学んで、そして農家の青年
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も普及員の指導で、私、神奈川県ですけど、神奈川県の都市農業あたりは、つい

昨日も、私のところに花を持ってきましたけど、すばらしい花をつくって、余り

大きくないきれいな花をつくった、これは普及員のアドバイスで色々やったとい

うようなことを言っておりましたけれども。 

（片山議員） ただ、農家より改良普及員や農協の指導員の方が多いですよ。農家の

方が少ないですよ。 

（塩川議員） そうですよ。例えば、世田谷区なんかは大体農地が200ヘクタールなん

です。それで職員が６人か７人おりまして、それで農業委員も20人もいる。私は

東大阪市でやはり農地は200ヘクタール、それで農業委員は23人おるんです。これ

は全部30万円もらっているんです。それで職員が７人おるんです。これをやめろ

というんだけれども、農水省がこれは置いておけというから置いているんだと言

っている。そうじゃないと思いますよ。思いますけど、そこで基準をつくられた

らどうですか。 

（亀井臨時議員） 先ほどちょっと申し上げたとおり、必置基準の見直し等々、先般

来、農業委員会からも農協からも、また普及員の問題の検討会等々で、そのこと

をいただいておりますから、十分そのことは。 

（塩川議員） 農地が5,000ヘクタール以上のところとか、そういう基準をつくれたら

いい。200ヘクタールで20人も農業委員がおるというのはちょっと……。 

（小泉議長） 安くつくろうとするから大規模化というのを進めているんだろうけれ

ども、 近は高くても質のいいのは売れるという傾向になっているし、20年前か

な、建設省は都会には農地は要らないので宅地並課税をやったでしょう。ところ

が六本木ヒルズの屋上で農家が田植えをやっている。都会で緑というのは必要な

ものもある訳だ。六本木ヒルズのビルの屋上で田植えをやるというのは、趣味も

遊びも入っているんだろうけれども、そういうふうに非常に変わってきている。

安ければ安いほどいいというのではなくて、高くても10キロ1,000円じゃなきゃ買

わないという人もいれば、3,000円でも、4,000円でもうまい米は買うという人も

いるんだし、フランスのボルドーに行ったらね、１本、10万、20万、30万で売る

ワイン、ワインの畑は小さいぜ。高くても売れる。今、大規模にしないと売れな

いんじゃなくて、うまいもの、いいものをは高くても売れると、そういう発想の

転換も必要じゃないかな。農家の努力によって、あるいはワイン特区で今度株式

会社が入ってくるんだろう。かつて安かろう悪かろうと言った車が、今、アメリ

カで日本のは質がよくて、高くても買うという時代なんだから、ウィスキーだっ

てそうでしょう。スコッチねらったのが、日本のウィスキーはスコッチよりうま

いという評価は得ている。タオルだって中国から入ってきて、駄目だといったと

ころが、デザインを変えたらニューヨークで表彰される。農家もそういう発想の

転換というか、大量生産だったら大規模じゃなきゃかないっこないと思う。日本

の、狭くても知恵を出せば、高くてもうまくて売れるんだという、そういう発想

も構造改革で考えてよ。 

（亀井臨時議員） それが米政策の転換でありまして、食糧庁を廃止すると。米の消
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費者重視の市場重視、こういう政策をここで出す訳でありまして、食料法の改正、

これは戦前からの米糧政策を大転換をすることで、農業団体も農協改革にあわせ

て、このことに大変協力的なことですから、これを展開することによって、消費

者に合う有機農法の米であるとか、無農薬であるとか、おいしいお米、消費者の

考え方が反映される。実は政治家になるまでは米屋で米の販売をやっておりまし

たから、消費者の皆さんのそういう意向がようやく反映される農政になってまい

りましたので、是非これは米の政策の基本的なことの大転換をすることが、全て

の農政の構造改革の第一歩と、このように考えて、その努力をしてまいりたいと

思います。 

（片山議員） 農協合併で残ったのはどうするんですか。農協合併を全国的にやって

いるでしょう。合併しないところはどうするんですか。小さいところは、残った

ところは。 

（亀井臨時議員） 合併しないところはどうにもならない訳です。 

（片山議員） かなり大きい合併をやっているんですよ。 

（塩川議員） 不良債権でできない。 

（片山議員） だから、一種の金融機関です。 

（塩川議員） 不良債権で。 

（片山議員） 残るところはね。 

（牛尾議員） 吸収の対象にならないんだよね。 

（塩川議員） 受け手がいないんだよ（笑）。 

（竹中議員） 時間の関係がございますので、今日は歳出改革ということで御議論い

ただいた訳ですけれども、そのポイントだけ確認しますと、大きなウエイトを占

める公共事業については、引き続きハードからソフトへの転換の必要性が強調さ

れたということだと思います。それと、これは農水省だけということではない訳

ですけれども、いわゆる重複投資の見直しというのが大変重要である。今回の歳

出見直しも非常に重要な柱にしなければいけないということだと思います。農業

委員会、それと農業改良普及事業等、引き続きスリム化に向けて御努力をいただ

くということが必要だと思います。亀井大臣からは米改革、それと環境や観光、

食の安全・安心に基づいた地方の再生に力を入れていくというお話がありました。

これは是非しっかりとやっていただくということだと思います。また、総理から

六本木ヒルズの例とボルドーの例と新しい可能性を秘めた付加価値の高い故の転

換という御指摘がありましたので、この点でも是非御努力をお願いしたいと思い

ます。 

それでは、亀井大臣どうもありがとうございました。 

（農林水産大臣退室） 

（竹中議員） それでは、前々回、そして前回、今回と歳出改革に論点を絞って議論

してきた訳でありますけれども、今後予算編成については、重点目標を分かりや

すい形で示して、効率的な予算編成を目指すという点、前回、実は総理から御発

言をいただいております。これを受けまして、今回、有識者議員から歳出構造改
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革と16年度予算編成について、考え方の整理をしていただいておりますので、吉

川議員からお願いします。 

（吉川議員） 分かりました。「歳出構造改革と16年度予算編成について」という私

たち４人の名前が書いてある紙を私から御説明いたします。 

   16年度予算編成というのが、これから始まる訳でありますが、まず第一に我々

の紙の頭書きに書いてありますのは、やはり日本の財政というのは非常に厳しい

という現状であります。皆様方御存じのとおり、現在、公的な債務が700兆円を超

えたということでありますが、日本のＧＤＰというのが大変覚えやすい数字です

が、500兆円であります。フローで毎年35兆円くらい、つまりはＧＤＰ比で７％ぐ

らい赤字国債を発行されるということでありますと、約８年ぐらいで1,000兆とい

うことになる訳であります。これはＧＤＰ比ですとちょうど２倍ということにな

ります。これはやはり大変厳しい状況であります。我々の紙でも財政がそういう

ことから非常に厳しくなる可能性があるということが第一に書いてある訳であり

ますから、要するに、財政の規律というのは、小泉内閣発足以来ずっと総理もそ

のことを強調されてきたということだと思いますが、大変大切なポイントだとい

うことで、我々民間議員４名は、その点では完全に考えが一致しております。 

その上で全体としては、歳出は抑制していく必要があるという中で、歳出の構

造改革を進めていく上で３つの重要なポイントがあるということで挙げておりま

す。 

１番目は今申し上げたことでありますが、歳出全体を抑制していく。これをも

う少し細かいことを言いますと、一般会計だけではなくて特別会計、あるいは国

だけではなく、地方も含めて歳出全体を抑制していく必要があるであろう。 

２番目のポイントでありますが、２枚目でありますが、歳出全体を抑制してい

くということになりますと、これは当然でありますが、虎の子ということで、い

わゆる「選択と集中」を徹底していく。このことはこの会議で我々も何遍も言っ

ている訳ですが、全体は抑えるということであれば中身をいかに入れかえるか。

国のお金をどれだけ増やすか、全体の額を増やすかということではなくて、国の

お金をいかにワイドに使うか、賢く使うか、それがポイントになるということで、

「選択と集中」ということが重要だと言っております。その際の基準としては、

これは官から民へ、あるいは国から地方へ、機関補助から個人補助へ、ハードか

らソフトへということ、こうしたことが大切だと言っております。 

それからもう１つは、先ほど既に片山大臣から御指摘があった訳ですが、いわ

ゆる重複のようなこともある。それは見直したらどうかということですが、要は

選択と集中で中身を変えるというときに、従来こういうことがプラスだというこ

とは盛んに強調した訳ですが、もちろん、そのことは非常に大切だと思いますが、

それと同時に、こういうところはマイナスではないか。この場合、予算をつくる

上で大胆に見直していいのではないかという、削る方のマイナス、これもメリハ

リをつけて、先ほどの片山大臣が指摘されたようなことを、いわば本気でやって

いく必要があるのではないかと我々は考えております。 
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それから３番目でありますが、これは政策の目標を決めて、効果と成果をきち

っと見ていく。これはモデル予算という言葉を使っておりますが、何か具体的な

事案に関して、それぞれの官庁が目標を掲げる。でき得れば数値目標、その効果

が一体どれぐらい出ているのか。先ほどの農水省の関係では、例えばバイオマス

というようなことが非常に大切だと言われている訳ですが、そういうことが本当

にどういう形で事業が進んでいるのかというのをきちっと見ていく必要があると

いうことで、16年度予算でモデル事業を検討してみてはどうかと言っております。

以上が基本的に我々の紙で提案していることでありますが、別添資料がありま

して、まず、そこでは雇用とか科学技術、あるいは文教、公共事業ということに

ついて、少し細かいことを立ち入って指摘させていただいていますが、それは時

間の関係もありますので、後ほど参考にしていただければと思います。以上です。 

（西室議長、水口議長代理入室） 

（竹中議員） 今日はこの後、もう一つ、国と地方という大きな問題を議論して、そ

れで定刻７時にどうしても終えなければいけませんので、このパーツ、歳出の構

造改革につきましては、できるだけ手短に発言をお願いしたいと思います。平沼

大臣どうぞ。 

（平沼議員） 今、民間議員から提出された、そして御説明をいただいた中で、「選

択と集中」、ハードからソフトというのは、まさに私どもは違和感がありません。

それから重点的に改革に向けて全項目を一斉にやっていくということではなくて、

そこを重点的にやって、それを評価していくというのは私どもは賛成です。 

それから、従来私が指摘させていただいた担当大臣のリーダーシップのもとに、

非常に効果的に予算を使った場合、そこである程度削減効果が出た、それは大臣

のイニシアティブの中で重点的なことに使えるような、そういう予算の仕組み、

こういったことも私は16年度の予算の中に反映させると非常にインセンティブが

出るじゃないか。こういうふうに思っていますので、このことは指摘をさせてい

ただきたいと思っています。 

（竹中議員） ありがとうございます。塩川大臣。 

（塩川議員） ２ページのところに予算の構造改革とありますが、ここを読んでいま

して、ちょっと分かりにくいのですが、①、②、③と書いていますが、モデルを

つくって挙げていただいてやる訳ですね。そのときにフィージビリティはやられ

ますか。フィージビリティはつきますか、つかないですか。事業の項目を挙げる

だけですか。 

（本間議員） 具体的にフィージビリィも含めて検討します。 

（塩川議員） そのモデルはどんなモデルになりますか。補助対象事業を取り上げる

のか、あるいは国の権力発動としているような事業、例えば税関とかそういうよ

うなことですね。国の権力範囲内ですね。あるいはまた行政制度上は保育所だっ

たか、そういう制度上の問題、どういうものを対象にされますか、モデルに取り

上げるのに。 

（本間議員） これは、一般的にＮＰＭという手法を全予算に適用していければいい
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訳ですけれども、準備が非常に、各国とも時間がかかっておりますので、我が国

の場合にはモデル事業をつくって、それで進めていくという考え方がこの根底に

あります。今、財務大臣御指摘のとおり、何をやるかという問題が非常に重要な

テーマになってまいりまして、今、財務省とも実務的に、それをどういう具合に

進めるかということを相談いたしておりますけれども、各省庁からこれにフィッ

トするようなものを手を挙げていただいて、それを財務省が中心になって、これ

がモデルとして適切かどうかということを判断していただいて、それで 終的に

は諮問会議で決定をして、まず来年度予算で走らせてみる。こういう段取りでは

どうかというふうに考えておりますけれども。 

（塩川議員） これは後で提案がされると思いますが、西室委員会の方がやっておら

れた、あの事業とは違う事業ですね。 

（本間議員） 違うという具合に考えていただけましたら。 

（塩川議員） そうですね。そうでないと一緒の仕事になると……。 

（本間議員） ごちゃごちゃになるかと思いますので。 

（塩川議員） それじゃお願いします。 

（竹中議員） 平沼大臣、片山大臣。 

（平沼議員） 例えば、私が指摘をさせていただいて、関係大臣会合を開きましたけ

れども、今、若年労働者の失業というのは非常に深刻な問題なんですね。そして

フリーターというのが193万人もいて、若年者の失業率というのは10％になってい

ます。ですから、そういったことを是正するために集中的にそこのところに歳出

をやって、フィージビリティスタディをやりながら、きちっとやっていくという

ことも大切なテーマだと思います。 

（本間議員） お答えしてよろしゅうございますか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（本間議員） 先ほどインセンティブをつけるべきだということの御指摘をいただき

ましたけれども、先ほど吉川議員から報告をいたしました歳出構造改革に向けた

課題、１ページの④のところで、実は「効率的予算執行へのインセンティブを組

み込むよう工夫する」という表現で入れておりまして、手を挙げていただいて一

生懸命コストベネフィットのパフォーマンスを高めている案件については、その

余剰の部分のところも含めて、どのように次年度等に対して配慮するかというこ

とは考えていく必要性があるんだろうと思っております。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 政策評価法の話は何度もしておりますが、去年からやって、今年が２

か年目ですね。本当は去年からやるべきだったのですが、まあ１年目はトライア

ルだろうと。15年度はそういう意味では２年目で、本格的な政策評価そのものの

仕組みの正念場だと言っているんです。そこで予算編成のプロセスの改革だけじ

ゃなくて，政策評価そのものをまともに使うことにしたらいいと思うんです。予

算編成そのものにも、例えば定数や組織の査定にも、その接合をモデルじゃなく

て全部やらせて、その中で特別なものだけモデルで抜き出してということを本格
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的にやったらどうでしょうか。 

（本間議員） 体系的にクローズドなシステムでまずモデルケースをやって、それか

ら一般的な部分についてはできる部分、今御指摘の評価の部分はきちんと総務省

を中心にしてやっていただきながら、シー（See）とアクションの部分に対して、

どのように結びつけていくか、これはまずどれを先行するか、戦略的にお考えい

ただいたら宜しいかと思います。 

（片山議員） 各省はそれぞれ個別にやって、うちが一番進んでいると言っているん

ですよ。進んでいるところもあるんです。進んでいないところもあるんで、それ

を調整して、予算編成なり何かに結びつけることがなきゃ、もうやめた方がいい

んですよ。法律つくってあんなことをやるのは。 

（塩川議員） 結局，それは査定に生かされてこないんだね。 

（片山議員） そこなんですよ。そのつなぎをどうやるかなんですよ。 

（本間議員） 内部評価をやっていただいて、総務省を中心にして外部評価をやって

いただいて、それをアクションのところで、財務省が査定という形でフィードバ

ックさせる。こういう感じでございます。 

（片山議員） ひとつ御検討を。 

（塩川議員） 話は分かっているんだけども、なかなか難しい。 

（竹中議員） すみません。手短にお願いします。 

（牛尾議員） これはこのとおりなんですけど、実現することが非常に困難です。14

年、15年の予算作成を２年間やらせてもらって、現在の機構というのは自動的に

歳出が増えるようなメカニズムが四方八方に入っている訳です。抑えても抑えて

も増えてくる。だから、そういう点ではプラスとマイナスの部分を明確にすると

いうのは、相当強力なトップポリシーで、民間ならそうですね、トップポリシー

で今年度予算の各項目のこの間はプラス、ここはマイナスということを決めない

と、各省が自発的に決めようと言ったらみんな膨れ上がってくる訳です。700兆円

というのは危機的な状態で、今、35兆増えるとかそんなもんじゃなくて、地方も

ありますから、４～５年で1,000兆円ぐらいに到達すると思うんですが、５～６年

のうちに金利が２～３％ぐらい上がることは、常識的に50％ぐらいの可能性はあ

りますから、そうなってくると大変なことになる訳ですね。だから、私はプラス・

マイナスをポリシーとして相当大胆に決めないと駄目だということと、それから、

ここに書いてあるように一般会計、特別会計、地方を含めて、一般政府ベースで

連結で全ての歳出を総枠で抑えるという発想を持たないと、今、親会社と子会社

と兄弟会社が別々にやっていく、キャッチポールをしているから訳がわからなく

なってしまっている。本当は連結決算で歳出をとらえて、そこで抑えると。 

片山大臣は前回、地方支出なんかは場合によったら５％ぐらいはカットできる

ぞというお話があったんですが、公共投資も３％、ひょっとしたら４％ぐらい抑

えられるかもしれないとすれば、一般政府ベースで歳出を５％ぐらい抑える決意

をすれば、かなりそういうことを通じて制度の変革に及んでくると思うんです。

基本的には、やはり民間経営の発想から言うと、総合歳出の無駄なものを抑えな
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いといかん訳です。そのためには、何がプラスで何がマイナスかと言ったら、こ

れは普通はトップディシジョンなんです。これは各事業部に任せている会社経営

みたいなところがありますから、そういう意味ではフローとストックの両面から

財政計画を判断するというのは、複式簿記で見ろということだと。複式簿記で見

る発想をどこかに入れないと、フローの歳出を抑えないと駄目なんです。抑える

とストックを抑えるもんだからフローが減らないですね。分かっているけど、で

きない訳です。だから、ここで手をつけないと日本の財政も５年間で危機的な状

態に入る。 

（塩川議員） それだったら、14年度から15年度に移行するときに、公共事業は３％

を切ると、それから裁量的経費も２％を切る。あの枠をつくったでしょう。あれ

をどう決めるかということは、そこらは諮問会議でこうだと決めて欲しいと僕は

言っておる。それが３％になってしまった。そうしたら、僕らはこう決められた

んだからということを楯にして、これは錦の御旗にしてやりたいと。ところが３％

にお決めになったんですね。14年度から15年度のときはそうやったけれども、13

年度から14年度のときにはばちっと10％と言いおった。それはここの会議のあり

方が非常に大事なんですよ。 

（小泉議長） 重複させないようにしないとな。さっき重複があったでしょう。同じ

公共事業でも重複があるんだから。 

（牛尾議員） 有識者議員４名では出すのは無理です。スクラムをつぶされちゃう訳

ですよ。全員11名でそれをつくらないと。平成15年はそこまで決意しないと駄目

ですよ。 

（竹中議員） ありがとうございます。今のは重要なパートでありますけれども、ま

ず、財政の状況は非常に深刻に受け止めて、さらに踏み込んだ改革をやろうと、

一般会計のみならず、今の話で特別会計、地方を含めた党・政府全体についてし

っかりと枠をつくって抑制していくという姿勢が必要であろう。 

新しい予算プロセスの試験的導入として、モデル事業的な部分を一部に導入す

るということは、多くの方々が支持されたと思います。ただ、それに当たっては、

評価については少し全面的に本格的にやるというスタンスも、部分だけではなく

てやらなきゃいけないという御指摘があったと思います。重点化が重要でありま

すけれども、これについては、プラスのみならず、マイナス分野も明らかにする

という御指摘があったと思います。それに関しては、今、塩川大臣が言われたよ

うに，諮問会議でしっかりと枠を決めろと、そういう御指摘があったと思います。 

モデル事業については、これは新たな試みでありまして、有識者議員にお願い

でありますけれども、財務省及び関係省庁と相談をしながら、具体的な内容、進

め方について是非提案をしていただきたいと思います。それに関しては、先ほど

平沼大臣からお話がありましたインセンティブをどうするか、フィージビリティ

をどうするか、それと一つの例として、これは平沼大臣から若年労働のようなも

のを取り上げてよいのではないか。こうした点も踏まえて、さらに御提案を民間

議員にはいただきたいと思います。 
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この点について宜しいでしょうか。 

○国と地方のあり方の改革に向けて

（竹中議員） それでは、残された時間で国と地方のあり方の改革の議題に移りたい

と思います。昨日、地方分権改革推進会議におきまして、「事務・事業の在り方

に関する意見」のフォローアップの結果がまとめられました。さらに、その中で

特に取り組むべき項目について、総理に御報告をしておられるというふうにお伺

いしております。 

まず、この一連の会議の検討状況につきまして、西室議長より御報告をいただ

きたいと思います。 

（塩川議員） メインディッシュや。 

（西室議長） ありがとうございます。御承知のように、地方分権改革推進会議は昨

年の10月末に「事務・事業の在り方に関する意見」を出させていただきました。

これについては、その後、政府内で御議論をいただいて、昨年末に一定の取りま

とめをいただいたということになっております。現在、私ども分権会議では、メ

インの仕事としては、例の「三位一体の改革」、先ほども話題に出ておりますけ

れども、これについての調査、審議、討議をやっているところでございまして、

私どもとしての意見は６月初旬にまた改めて出させていただきたいということで

ございます。 

一方、この「事務・事業の在り方に関する意見」、実施状況のフォローアップ

をするべきであろうという御指摘もいただきまして、それに基づいて、実施状況

のフォローアップをいたしました。この結果が、本日御提出申し上げました資料

でございます。提出資料のクリップを外していただきますと、一番厚いところは

全体でございます。135項目ございますから、これは置いておきまして、一番上の

ところに「フォローアップ結果」と書いてございます部分、この部分からちょっ

とずつ御説明をさせていただきたいと思います。 

まず、この一番上の鑑になっているフォローアップ結果そのものは、経過につ

いての御説明でございますから、これは省略をさせていただきたいと思います。

それで重点項目は、次の別紙というところが２ページ目にございます。この２ペ

ージ目の別紙の重点項目と、それからその次に１枚紙にございます横長の数字の

入っている部分、この２つを御対照いただければありがたいということでござい

ます。 

まず、一番 初の社会保障の関係でございますけれども、重点項目といたしま

して、保育所問題を挙げてございます。いわゆる幼保一元化の問題や保育所の施

設の問題に対する国の義務付けの緩和につきましては、地方から非常に多くの要

望がございます。幼稚園、保育所という、それぞれ独立した制度の一元化、ある

いは保育所などの社会福祉施設に関する国の関与の縮減につきましては、引き続

き十分な検討が必要ではないかということでございます。 

この一番右側にございます金額そのものは、15年度予算額で幾らが組んである
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かということを参考までに入れてあるものでございます。 

それから次は、これは金額が全く入っておりませんけれども、保健所長の医師

資格要件の廃止ということについて、保健所に医師が必要であるということにつ

いては、これは論議を待たないところでありまして、やはり医師は保健所に名を

置くべきである。しかしながら、医師が保健所長である必要はないのではないか。

これが必置義務でございますために、地方といたしましては、人事的にも非常に

問題が生ずることがあるということでございます。これにつきましては、是非と

も御検討をいただきたいということでございます。 

それからその次に、私どもの意見の中でナショナルミニマムという考え方から，

それぞれの地方の判断で、行政の優先順位やウエイトを選択していくローカル・

オプティマムの方向に行くべきではないかという基本方針を上申いたしておりま

すけれども、この関連で、社会保障に関して全国的に保障しているサービス水準、

これそのものについて、やはり見直しをする必要があるのではなかろうか。地方

によってサービス水準というものは変わってもいいのではないかという指摘でご

ざいます。 

これはやはり地方財政を考えた場合に、社会保障関係の重圧がますます増して

いるという状況でございますから、抜本的な検討がなされているということは存

じておりますけれども、例えば介護保険事務、これに関しまして、サービスのレ

ベルについて地方に任せる部分というのを入れていただくことが必要ではないか

ということでございます。 

それから次が教育・文化関係ですが、昨年も大変な議論がございましたけれど

も、やはり義務教育費の国庫負担制度をどうするかというのが一番大きな問題で

はなかろうかと思います。昨年末に関係大臣で合意がなされたということもよく

存じておりますけれども、やはりこの問題は継続的に御検討をいただければあり

がたいということでございます。具体的には、対象経費の見直し、定額化、交付

金化、将来にわたって、事務職員・栄養職員の一般財源化等、そういう問題があ

るということを指摘させていただいております。 

その次の「○」でございますけれども、「教員給与の一律優遇の見直し」と書

いてございます部分は、いわゆる人材確保法と言われている地方公務員の給与よ

りも教職員の給与の方が優遇すべきであるということ。これについは、もうそろ

そろ見直しの時期ではなかろうかということでございます。 

それから、その次の学級編成基準の設定権限等の県から市への移譲。これは文

部科学省の方も賛成をしておられる訳ですけれども、県から市に移譲する、そう

いう権限が色々ございます。県費負担の教職員制度を見直しまして、学級編成の

基準ですとか、あるいは高等学校、幼稚園の設置認可ですとか、そういうものに

ついて、特に政令市については、これを見直すべきであろうということでござい

ます。 

それから 後の公共事業関連でございますけれども、これにつきましては、昨

年の分権会議の意見で、「改革と展望」の期間内において公共投資を上回って、
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国庫補助負担金の廃止・縮減を行うということを提言いたしました。 

そのときに改革の視点として挙げましたのは、１つには、市町村事業への国庫

補助負担金の原則的な廃止、これをすべきではないかということ。それから事業

主体に応じた国の役割の重点化をすべきであろう。それからもう一つは、広域性

等公共事業の性格に応じた国の役割、これをはっきり重点化すべきではなかろう

かということ。それから採択基準の引き上げなど、それについての見直しという

ことでございます。 

これについての提言の見直しをもう一度全般的にやっていただくということで、

パーセンテージでの削減ということが必要なのかもしれませんけれども、それに

加えて、やはり具体的な御検討をお願いできればということでございます。 

特に特出しで書いてございます「地方道路整備臨時交付金の運用改善」という

ことでございますけれども、これにつきましては従前から問題提起がされており

まして、確かに一定の改善はされておりますけれども、さらに御検討をいただけ

ればありがたいということでございます。 

それから、今後の公共事業にかかわる検討に当たりまして、昨年の意見で改革

の方向として掲げました「市町村事業等に係る国庫補助負担金の原則廃止・縮減」、

これについても、さらに掘り下げる余地があるのではないかと私どもとしては考

えているということでございます。 

それから国と地方との役割分担の明確化、これも当然のことでございますけれ

ども、是非ともお願いをしたいということでございます。 

それから一番下の「産業振興その他」というタイトルのところでございますけ

れども、それにつきましては、まず１つは、これはほとんど農林水産省の関係ば

かり書いてあるようなことでございますけれども、ここにございますように協同

農業普及事業交付金、あるいは林業普及指導事業交付金、水産業改良普及交付金、

あるいは農業委員会交付金、これらをやはり一般財源化するという方向でお考え

いただいて、それぞれの地域の、あるいは地方自治体の判断に任すということが

必要ではなかろかという問題提起でございます。 

それから、一番下にございます交通安全対策特別交付金、これに関しましては、

昨年の意見で現在のあり方を検討し直していただきたいという言い方をいたしま

したけれども、実際には地方の交通違反等の罰金、反則金、これを一度国庫へ納

入して、それをこの交付金の形で返すに等しいような状況になっているというこ

とは、むしろ地方でそういう反則金、罰金については、徴収をそれぞれの県でま

とめてやって、それを交通安全に使うということ、そういう形もとり得るのでは

なかろうかということを提言しているということでございます。 

以上、いずれも難しい項目でございますし、関係の省庁では御賛成をいただい

ている部分は、県から市への権限の移譲の話だけでございますので、是非とも御

検討をいただきたいということでございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。先月の諮問会議で総理から御指示が出てお

りました、６月の改革案の取りまとめに向けまして、財務省、総務省の次官レベ
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ルと有識者議員の代表で調整をお願いしたい。連休明けの諮問会議に報告するよ

うにという御指示でございました。本間議員から調整の状況について御説明をお

願いします。 

（本間議員） それでは、私の方から総理の指示を受けて、総務・財務次官と調整し

た結果につきまして御報告させていただきます。６月下旬に「骨太の方針」をつ

くるということでございまして、それに向けて望ましい姿、あるいは、それに実

行していくための改革工程、これを練り上げていかなければならない訳でありま

すが、その作業部隊といたしまして、２つの検討の場を設置するということで合

意をいたしております。１つの検討の場は、今、西室議長から御説明をいただき

ました国庫補助負担金の徹底的な検討をする場としてのタスクフォースでござい

ます。これにつきましては、官房副長官、副長官補、内閣府事務次官、総務事務

次官、財務事務次官に加えまして、関連の補助官庁の事務次官に御参加をいただ

きまして、今の御報告を受けて重点的な検討・調整をし、随時諮問会議に報告を

させていただくという場でございます。 

それからもう１つの検討の場は、これは三位一体でございますが、当然、地方

交付税の改革、税源移譲を含む税源配分の見直しにつきましても検討をしてまい

りませんと、そのバランスがとれませんので、この点につきましても、別個検討

の場を設けて、先ほどのメンバーのうち、補助官庁を除いたメンバーがこれに参

加をし、検討・調整を進め、随時諮問会議に報告をさせていただくということで

ございます。この２つ検討の場は、決して 終的な結論を得るということではご

ざいませんで、報告をし、諮問会議で地方分権改革推進会議と連携をとりつつ「骨

太の方針」に改革案を盛り込むと、こういう手順で進めるということで合意をし

たということであります。 

以上が手順の合意でございますけれども、「三位一体の改革」というのは当然

のことながら、国庫補助負担金の廃止・縮減等地方交付税の改革、税源移譲を含

む税源配分の見直し、これが当然構成される訳でありますけれども、今後それを

具体的に取りまとめていく上で、現在、我々有識者議員がどのように考えている

かということを、改めてここで簡単に整理をさせていただきたいと思います。 

塩川財務大臣が提案をされ、それを受けて西室議長から今日国庫補助負担金の

具体的な絞り込みを出していただきました。これを先ほどの検討の場及び諮問会

議において、その審議を進めて結論を出すということは極めて重要であります。

ただ、片山総務大臣がこれまで御指摘いただいておりますとおり、補助金の削減

だけで税源移譲が伴わないということになりますと、地方にかなり強い反対が起

こってまいりますし、事業が削減されて、その費用が伴っていないということで

あれば、持ち出しというようなことも当然起こってくることでございまして、そ

の点で補助金を徹底的に、塩川財務大臣の御指摘のように、事務・事業の見直し、

必要性や効果の低い補助事業を廃止するということを前提にした上で、今後引き

続き地方が主に行うべき事業について、一定の財源を確保するということを約束

いたしませんと、なかなか補助金削減の地方の合意は取り付けられないのではな
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いかと考えております。私といたしましては、地方が継続して実施する必要性が

あると判断される厳密な公共性を担保するような事業については、一定の割合を

税源移譲するということも十分考えに盛り込む必要性もあるのではないかと考え

ます。 

ただ、それでは補助金の廃止・縮減と税源移譲だけにとどまるということでご

ざいますけれども、交付税の問題はどう考えるかということ。これは昭和29年の

地方交付税法６条の３の２で、引き続き著しく異なる不均衡が生じた場合には、

制度の改正あるいは交付税率の変更ということを明記いたしておりまして、「引

き続き」というのは２年間、３年目には、そのことについて検討するということ

が法律にも記載されております。これが必ずしも十分に検討されてこなかったと

いう部分がこの問題の背景にはある訳でありますが、是非、この「三位一体の改

革」の際には、補助金を廃止・縮減し税源移譲をするということになりますと、

当然のことながら税源が豊かな地域が相対的に有利になるということが起こって

まいりますから、この点で財政的にどのように、財源保障的な側面を減らしつつ、

財政調整の仕組みというものを新たに構想するということも必要になってくるの

ではないか。この辺のところについても明確な指針を出す必要性があろうかと思

います。この三位一体の構成がとられませんと、恐らく補助金の削減も、「骨太

の方針」に書きました数兆円というオーダーにはなかなか達しないという懸念を

持っておりまして、是非この点について、きちんとした改革の内容を詰めていく

必要性があろうかと思っております。 

さらに先ほどの話の中にも出てまいりました牛尾議員が強調されておりますよ

うに、国債、地方債の金利が潜在的に先高をもたらす可能性がある状況の中で、

やはり地方債についても、財源保障との絡みがありますけれども、十分に市場性

との連動性、矛盾のないような形で、これをきちんと見据えていくということも

必要になってこようかと思います。三位一体については、これは検討の場に全て

任せるということではなく、フィードバックしながら、この諮問会議において、

方向性というものを大所高所から出していくということが非常に重要な今後の課

題になろうという具合に思っております。以上です。 

（竹中議員） 今日はもう一つ、片山大臣から資料が出ておりますので、それをちょ

っと御説明いただいて、それで全体のコメントもついでに片山大臣にしていただ

いて、それから塩川大臣にお願いします。 

（片山議員） 補助金をやめる、仕事は残る、だからその分は税源移譲だと、これは

当然のことなんです。ただもう一つの観点は、私はこの諮問会議の冒頭に言いま

したように、今、大きい税源は６対４で分けている。国が６、地方は４、ところ

が実際にやっているのは地方が63％ぐらいやっているんです。国は37％しかやっ

ていないんです。この不均衡を直さなければいかんのです。それを埋めているの

が補助金と交付税なんですよ。だから、補助金を減らし、交付税を減らすことは、

税源を移さないと駄目なんです。国は６対４で６割とっているけれども、仕事は

30数％しかしていないんだから。それが補助金で13兆円ですか。交付税で、これ
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は借りた金が相当ありますけれども、流れているので、そこの観点がないと、「三

位一体の改革」は、そこがミソだと思っているので、ひとつそれは御認識を賜り

たいと、こういうふうに思います。 

それでは、私の方から出したペーパーを簡単に御説明させていただきます。 

合併についての 近の状況でございますが、１枚目は進捗状況でございまして、

今、法定協議会を設置して、それに加盟している市町村は1,218、任意協議会も入

れると全国で６割の市町村が参加している。平成15年４月以降に合併したのはそ

こに書いています。南アルプス市だとか、静岡市というのは、静岡、清水の合併

でこれは政令市になるんです。呉市、宗像、新居浜、東かがわ市というのは香川

県の東の方が幾つか合併する訳でありまして、13件の合併が４月以降できており

ます。現在の市町村は3,230とかと言っておったのが、3,186になっておりまして、

今後そこに書いておるように、例えば野田と関宿だとか新発田、それから三重県、

一番下は長崎県の対馬島が全部一つの市になる。こういう合併が行われます。 

次のページは、それを棒グラフであらわしておりますので、４月１日を見てい

ただきますと、法定協議会・任意協議会が463できて、先ほど言いましたように、

６割の市町村がこれに加盟しているという訳であります。そこでさらにこれを進

めるために、表紙の次に書いておりますが、重点的な取組を行う。１つは総務省

としてどうやるか。現在、総務省に市町村合併推進本部がありますが、これを改

組・拡充しまして、総務副大臣を本部長にしてやる。さらに本部に市町村合併相

談センターを置いて、相談員を置いて相談に応じる。政府の合併支援本部は私が

本部長でございますけれども、副大臣が本部員でありますが一層連携を強化する。

もう一つは、求められれば出向いていって、都道府県と一緒に直接対話をやって

助言をやるということを書いております。その他情報提供、広報の展開でありま

す。 

次のページはブロック別のシンポジウムを既にやっておりますが、それをさら

に行うということと、ウは法定協議会・任意協議会の、これは全国の８割の市町

村が加わっておりますけれども、合併協議会連絡会議をつくりまして、横のつな

がりをつけて機運を盛り上げていくということを書いております。 

それから都道府県の積極的な取組では、都道府県では市町村の合併のたたき台

をパターンというものをつくってもらっておりますが、11年８月以降フォローア

ップをやる、進行管理をやる、こういうことでございます。 

また、都道府県で合併重点支援地域の指定を現在340地域しておりますけれども、

この指定の拡大を図っていく。それからウに書いておりますのは、合併に係る都

道府県の調整や勧告を活用する。知事さんが熱心なところは大変進んでおりまし

て、熱心でないところは、それほどじゃないということでございますので、是非

ハッパをかけてもらいたいと思っております。 

それから４ページ目は、都道府県による都道府県独自の支援をやってもらう。

例えば、合併市町村には都道府県の権限を移すとか、あるいは都道府県事業を重

点的に優遇してやるとか、あるいは特別の財政的な援助等を考えるというような
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ことを、さらに要請しようと思います。それから、オは情報提供や広報でありま

す。 

それから、広報としましては、これは竹中大臣にお願いしまして、市町村合併

の特化したタウンミーティングを開かせていただきたい。閣僚、知事、学識経験

者等によって行うということを今お願いしております。それから、ＪＣ等合併に

熱心な民間団体との協力によって色々やりたい。それから、下は積極的な情報提

供・広報であります。 

それから６ページでございますけれども、市町村合併を推進するために法的な

対応としまして、市となるべき要件は、今は５万人なんですけれども、15年度中

まで３万人でいいと。５万人を３万人まで下げておりますが、合併特例法が16年

度中、17年の３月末でございますので、１年間延長したいと。これは自民党も言

っております。それから、市町村合併特例法の経過措置としまして、今の特例法

は合併が終了しないと優遇措置の対象にしない訳でありますが、合併が終わらな

くても合併の正式な意思決定をして、手続に入ったら、合併が終了しなくても…

…。 

（塩川議員） 決議でもいい。 

（片山議員） 優遇処置の対象にするという、これは法律改正が要るんですけれども、

これを次の国会に出したいと考えております。 

それから、７ページでございますが、現在の市町村合併特例法は、16年度末、

17年の３月末に失効します。その後どうするんだという議論がございますので、

地方制度調査会等で御議論いただきながら、次の通常国会に新しい法律を出した

い。それは優遇はしない。しかし、合併に障害等があれば障害は除去する。こう

いうことでございます。同時に更なる合併を進めるための手続を盛り込もう。こ

う考えておりまして、１つは市町村合併に関する構想を都道府県につくってもら

う。２次の新しい合併パターンですね。それから都道府県によるあっせん、勧告

のための手続を法律に書いて、できれば、これに効果、実効性を伴うことを考え

たい。単なるあっせんや勧告でなくてと思っております。 

それから、さらに８ページでございますけれども、合併を行った市町村の中に、

合併前の町村ぐらいを単位として、地域共同体的な事務を処理するための地域自

治組織を設けることができるようにしようと。こういう訳でございまして、その

地域自治組織のタイプとしては、政令市の行政区的なタイプか、あるいは東京都

の特別区、こうなりますと、特別区の区長も区会議員も公選でございまして、特

別区は法人格を持っておりますけれども、ここまでするのか、あるいは政令市の

行政区は、これは区長さんは市長さんの任命だし議会はありません。審議会的な

ものがある場合もありますけれども、どういうことにするのか、この２つを中心

に更なるバリエーションも含めて、選択できるようにするかどうかについて今検

討いたしております。 

それから、 後のページでございますが、現在、市町村合併のためには100日ぐ

らい国の手続に要する期間がかかっておりますけれども、これは３か月ですから、
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１か月程度に短縮するような手続の簡素化をやろうと。同時に都道府県に対して

も、手続を早めるような要請をしようと、こう考えておりまして、是非、できる

だけの成果を16年度末までには挙げたい。こういうふうに思っております。以上

です。 

（竹中議員） ありがとうございます。塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） これで大体国と地方との関係の枠組みが見えてきたと思っておりまし

て、そこで私たちが是非ひとつお願いしておきたいのは、我々はあまりくどくど

言うべきものではなくて、本間先生を中心として補佐官とか副長官、これ何か名

前をつけたらどうですか。例えば賢人会にしておいたらいいじゃないですか。７

賢人でも８賢人でもいいや、賢人会にしたら、その方が言いやすいですよ。そこ

で知恵を絞ってやってください。西室委員会の方で出していただいて、私はこう

いうことをお願いしておった。これで私どもから約束したいと思いますのは、こ

れを是非財源と一緒に引っつける。それは財源と切り離しては駄目。そのために

は三位一体で思い切った財源の付与をしたい。その代わり本間先生にお願いして

おきたい。そこは地方自治体の徴税権といいましょうか、税の独立性、徴税権の

独立性と強化。責任を持たすということ、税金の責任を持たすということもちゃ

んとしておかないと、また甘えてきますよ。だからそこは、ちゃんとしておるや

ないかと言えるようにやってもらって、そして仕事の役割分担をして、11項目を

出してもらいました。これを全部一遍にできるとは思わないですけれども、６月

に発表される中で、せめてこの半分でも15年度中にやるんだというような内閣と

しての決意ですね。それをきちっとしてもらうということをやってもらったら、

私はこれで結構でございますので、どうぞよろしゅう頼みます。 

（片山議員） 課税自主権の強化は是非やりたいと思います。ただ、いい税源は所得

と資産と消費なんですよ。これは国税と地方税で押さえちゃっているんです。そ

このところにどういう知恵が出るかですよ。いいところ全部とっちゃって、残り

だけ幾らやれと言ったって知れているんですよ。そこは考えてもらわないと、課

税自主権は大賛成ですから、色んなあれをもっと詰めます。 

（竹中議員） ありがとうございました。時間でございますので、特によろしゅうご

ざいますでしょうか。６月末の「骨太方針」取りまとめに向けまして、検討の場

を活用しながら、是非協力をしていきたいと思います。総理、よろしくお願いし

ます。 

（小泉議長） 今日は重要な、これからの地方分権、「三位一体の改革」だけについ

て絞ってまとめたいと思いますが、「三位一体の改革」については、地方分権改

革推進会議とも連携しつつ、経済財政諮問会議で６月下旬を目途に取りまとめを

行い、それを「基本方針２００３」に盛り込み閣議決定する。取りまとめに向け

総務大臣、財務大臣、竹中大臣は、指導力を是非とも発揮していただきたいと思

います。 

「三位一体の改革」を実現するため、検討の場をつくり、諮問会議に随時報告

していただきたい。 
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「事務・事業の見直しと国庫補助負担金の廃止・縮減等」に関しては、昨年末

の「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」に沿って、特に

地方分権改革推進会議から昨日提案された項目を重点的に検討し、改革していく

ことが重要であります。この問題については、総務大臣、財務大臣、竹中大臣の

３大臣に加え、事業所管大臣も関係してくることから、事業所管大臣には別途私

が改革に向けての指示を出すこととしたいと思います。 

いずれにしても、もうじっくりと議論していただいて、 終判断がまとまらな

かったら、 後は私のところに持ってきていただいていいと思いますが、できた

ら、３大臣のところでまとめていただくように努力をしていただきたいと思いま

す。 

（竹中議員） それでは今の言葉をしっかりと受け止めまして、この会議を閉めさせ

ていただきます。 

（塩川議員） 賢人会をしっかりやってくださいよ。 

（竹中議員） 今日塩川大臣からいただいたものは、来週早々にも閣僚ベースで証券

市場化の話し合いをしようということも含めて、ちょっと官房長官、関係大臣と

御相談をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

（以 上） 
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