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平成 15 年第 10 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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） 
○ 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） 
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○ 「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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
 
○金融・経済情勢について 
（竹中議員） 金融・経済情勢について。ＳＡＲＳなど新たな不透明感も出ているが、そ

の影響について資料をまとめた。ご覧いただきたい。前回会議で、証券市場の活性化
について有識者議員より御報告いただくこととしていた。現下の厳しい情勢に鑑み、
踏み込んだ議論をいただきたい。牛尾議員。 

（牛尾議員） 資料冒頭で書いたが、市場経済では基本的には政府が株価に介入すべきで
ないが、株式持合解消という構造的な流れの下で、1990～2002 年の 12 年間に 12～3％
の持合いが解消された。今後も８～10％が解消されるだろう。現在時価総額が 250 兆
円なので、25 兆円までは潜在的な売りがある。本年度の売り総額は７～８兆円が想
定され、持合い解消に対して買いが出てこないのが問題だ。企業業績は本年３月決算、
来年３月決算と非常に明るい材料が出ており、株価は本来もっと高くてもよいはずだ
が、短期的な需給バランスで下落している。家計の資金を貯蓄から投資に向けようと
してきたが、未だ成果が上がっていない。 

   このペーパーは、書かれたことを全て実施して、流れを変えようという提案だ。 
   政府の課題として、郵政公社で民間並の株式運用が可能として欲しい。資金が証券

市場に流れ込む仕組みを考える必要もある。郵貯・簡保の資金が株式市場に流れるよ
うにする。同じことは年金資金についても言える。企業の自社株取得は、株主総会で
決めた枠内で１／３～１／４しか実行されていない。取得総額を取締役会決定事項と
する提案もあるが、インサイダー規制等もあって、なかなか自由にできない部分もあ
り、検討を加えつつ、自社株買いをどんどん進めるべき。また、アメリカにＥＳＯＰ
という有効な制度がある。経済同友会が 2001 年に提案したが、早急に検討して欲し
い。銀行等保有株式に関する措置では、平成 18 年まで株式保有制限開始時期を延ば
す。また、売却時の拠出金（売却額の８％）の引下げ・撤廃を含めて検討し、銀行等
保有株式取得機構を活用すべき。現行の２兆円の枠は 1,500 億円ぐらいしか使われて
いない。 

（塩川議員） 2,000 億円になった。 
（牛尾議員） 厚生年金の代行返上で、早く売る動きが売りを増やしているとの説がある。

既に相当売られているが、10 月に下がると思えば、今売ろうとなる。逆に、上がる
と思えば持っていた方が得になる。早く物納したい人には、早めに前倒しで受け取る
のも１つの方法ではないか。厚生労働省でも検討しているが、売り圧力を与えない配
慮が欲しい。また、平成 15 年度の税制改正を徹底的にＰＲすべきだ。これは有利な
税制改正で、例えば、贈与でも、今年買ったものを来年 3月に申告すれば、今年一番
の安値で贈与できる。あまり推薦はできないかもしれないが。 

（塩川議員） 実は宣伝している。 
（牛尾議員） 積極的な個人の出動が大事だ。「個人株主を新たな大株主にしない限り、

株式下落は止まらない。相続税でも、株が有利になるという流れが重要だ」との提案
もあった。それを含め、大いにＰＲすべきだ。個人投資家でも、会社役員ではインサ
イダー規制が非常に複雑になっている。分厚い本が出ているが、個別に聞かないと分
からない状況だ。もっと分かりやすくして、役員がインサイダー規制を守れば自由に



 

 3 

買えるようにする。そうすれば、一般の人も買うようになる。株を買う流れを創るこ
とは非常に大事だ。 

   民間企業の配当性向向上に我々も合意した。日本の黒字企業で約 20％だが、英米
の優良企業では 50～65％だ。日本では配当性向が低く内部留保する会社が優良企業
との伝説もあるが、投資者優遇で配当性向を最低 33％ぐらいにしたい。業績の悪い
ところは結果としては 60％ぐらいになるが、業績が良いところこそ配当性向を上げ
るべきだ。更に将来、アジア並みの法人税減税によって、更に税引後利益が増え、株
価も上がる流れを創るべきだ。個人の株主投資促進に有効な対策を検討すべきだ。法
改正で証券仲介業制度の導入も議論されている。アメリカでも 1980 年代は町の投資
顧問が活躍していた。庶民ベースでの投資コンサンタントが指導する流れを創るのも
非常に大事だ。 

   日本銀行では、銀行保有株式買入など、福井総裁は積極的だが、実力よりも低過ぎ
る株価を上げる方策を更に検討されることを期待したい。 

   民間企業では配当性向向上を行う。収益向上に向かってもっと貪欲にチャレンジす
る。大胆な規制撤廃などサービス分野での雇用創出を図る中で、企業は新事業をどん
どん取り入れていく。また、コーポレート・ガバナンスの強化やインベスター・リレ
ーションズの充実で、企業はもっと分かり易い情報開示をすべきだ。投資者を向いた
経営に大胆に切り換えるべきだ。 

   今申し上げた点は、未だ全ては実行されていない。これを全部同時に実行していけ
ば、証券市場は構造改革されてかなり上向いて行く。現在の個別企業の業績を見れば、
株価が１万円ぐらいになれば、日本経済は回復軌道に乗る。野村 400 や大和 300 や日
銀短観等の指標でも、今年・来年の決算はミクロベースでは悪くない。我々の提案や
自民党提言を通じて、投資家に向かう経営に流れが出てくる。株価も 8,000 円を超
え安定してきたが、市場の構造改革をどう実現するかという角度で、経済財政諮問会
議が方向性を是非決めて欲しい。 

（竹中議員） 金融当局から、先日の金融政策決定会合の結果を含めて福井総裁。 
（福井議員） 先月 30 日、株価下落も踏まえ、先行きのリスク要因も十分織り込んで、

もう一段の金融緩和措置をとり、市場への流動性供給額を５兆円増やした。その背景
としては、現在の日本経済への景気判断は全体として横這いと見ているが、今回の措
置での情勢判断では、先を見たときにリスク・ファクターが幾つかある。海外要因で
は、欧米諸国の景気回復力についてグリーンスパン議長はやや楽観的だが、我々は不
確実性が高いと見ている。アジア経済は堅調だが、新型肺炎の影響等で先行き懸念が
ある。国内では、潤沢な資金供給の効果で金融市場は平穏に推移しているが、銀行株
を中心に株価が不安定な動きを続けており、先行きの金融市場や実体経済活動に悪影
響を及ぼすリスクもあると判断した。 

   政策決定会合では「経済・物価の将来展望とリスク評価」という、経済・物価の見
通しと金融政策の評価を行うレポートを決定した。政策委員の見通しをみると、実質
ＧＤＰでは楽観・悲観の差が若干ある。＋0.8～＋1.1％で中央値が＋1.0％。消費者
物価指数では－0.5～－0.4％で、大体－0.4％ぐらい。名目成長率は、ゼロ近傍か若
干マイナスとの見通しが政策委員の大勢だ。悲観的ではないが、満足なパフォーマン
スを予想している訳でもない。金融政策の自己評価では、金融市場の安定確保には貢
献し、経済のデフレスパイラル防止に寄与している。つまり、経済の下支え効果は出
ている。しかし、実体経済活動は十分刺激されるには至っていない。今後、日銀とし
ては、潤沢な資金供給だけでなく、金融緩和の波及メカニズム強化に取り組みたい。 

   なお、株式市場・証券市場活性化については、株価下落の実体経済・金融市場への
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悪影響という点では、今後とも特段の注意を払いながら金融政策を行う。しかし、目
先の株価対策のみに余り焦点を当て過ぎると、かえって日本経済が抱える課題克服に
つながらないリスクがある。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ることに政策の焦点が当たらなけれ
ばならないし、国民生活の将来に希望を与えるデッサンが伴わなければならない。民
間議員提案は、この観点を十分踏まえたものと理解する。 

（牛尾議員） 現状で配当利回りが長期金利を上回り、配当性向を上げれば更に上回るの
で、確実に債券から株式に向かう。2002 年度と 2003 年度は非製造業の中堅企業以外
は全て増益で、民間調査機関も企業収益に力強い見通しを出している。福井総裁が仰
るように、基本的な資金の流れをどう変えていくかが一番大事だ。 

（竹中議員） 特別検査等の資料は、別途ご覧いただきたい。不良債権の洗出し等は、順
調に進めている。 

（平沼議員） 株価下落は、ファンダメンタルズを損ない景気悪化につながる。民間議員
提案は非常に意義がある。２点申し上げたい。 

  第一に、ＰＫＯ的な人為的・短期的介入は、市場の信用失墜につながりかねず、慎重
にすべきだ。第二に、民間議員提案・与党提案は評価をすべきだが、他方で、私ども
は、経済活性化を抜本的に行う必要があると考える。経済の活力を生み出せば、株価
にも反映され企業収益力も回復する。全て相乗作用で良くなる。日本の潜在力を引き
出し経済の活力を高めるため、集中的に検討し、対策を講じることが株価対策にもな
る。６月の「骨太の方針」でも経済活性化策を積極的に盛り込むべきだし、私どもも
次の会議で経済活性化の具体策を提案したい。 

（塩川議員） 衝動買いみたいな提案が多い。今日も、党で買い出動しろと言われた。実
態は、郵便貯金や簡易保険も相当買っている。しかし、評価損も出ている。厚生年金
もそうだ。 

   そこで、早急に、経済関係閣僚で一回どうするか議論したい。中身をきちんとわき
まえて言ってもらわないと困る。 

（片山議員） 郵貯、簡保の原資は、小口個人の資金で元々リスクを嫌う。４月から公社
化したが、それは、政府や国会が文句を言わずに任せるという趣旨だ。我々は中期経
営目標や経営計画を既に認可している。今、公社に買えとは言えない。国会でも、公
社の自主性を阻害しないようにすべしとの申し入れもあった。過小資本という議論も
ある。 

（牛尾議員） ７兆円ぐらいか。 
（片山議員） 14 兆円運用して、相当な損を出している。 
（塩川議員） 証券会社にもっと勉強しろと言って欲しい。 
（片山議員） 中長期的な検討はいいし、郵便局のネットワークを使って資金を集めてリ

スクマネーに回すのも良い。ＥＴＦ等の販売や新商品を含めて、郵便局のネットワー
クに乗せるのは賛成だし、検討の余地もある。それらは法律改正は必要だ。 

（塩川議員） 今日も証券会社に言ったが、やや横着だ。去年の税制改正で、証券会社は
非常に喜んだ。そのときに、私は、「買うときは手数料をタダにすべき」と言った。
インターネット証券ではタダに近い。それ以外では手数料が高いので、取引しない。
だから、せめて一定期間、１年間でも買いは手数料無料というぐらいのことをやれと、
経済界からもそう言って欲しい。 

（奥田議員） ２点申し上げたい。郵貯、簡保と年金は分けて考えた方が良い。あくまで
公社総裁の判断で行うべきだ。年金はポートフォリオを変えられる可能性はある。 

（小泉議長） 法律改正は要らないね。 
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（奥田議員） 要りません。 
（塩川議員） 代行返上対象の株は、５００社以上の年金基金が保有している。知恵が必

要で、一つにまとめたら良い。それを指導すべきだ。基金側と一回懇談会を行いたい。
私のところには何の反応もない。年金基金が集まって、申し入れも検討して欲しい。 

（牛尾議員） 頼りにしています。 
（奥田議員） もう一つは、日本の投資家のマインドは、従来キャピタルゲイン狙いで配

当利回りは考えていなかった。ところが株価が下がると利回りも有利となる。配当性
向が低い会社には事情もあるだろうが、成熟した会社ならば 20％のところは 30％ま
で引き上げれば利回りも大きく変わる。そのアナウンスメントをどうやれば良いかと
考えている。投資家のマインドを、キャピタルゲインではなく、むしろ利回りに向け
ていくことが必要だろう。 

（塩川議員） 証券会社の努力が要る。「儲かりまっせ」とばかり言う。それで、下がる
のでお客が怒る。配当の方が宜しいと言えばよい。 

（牛尾議員） 利回り狙いなら長く持つ方が有利だ。 
（塩川議員） それを証券会社は言わなければ。それと、「買うときはタダ」ぐらいのサ

ービスをせいと言って欲しい。 
（奥田議員） 配当性向を 30％まで上げるのは一種のサプライズだ。今まで日本の投資

家は全部キャピタルゲイン狙いだったが、今後は難しい。利回りで株を買う方が有利
となれば、もっと市場に入ってくる。外人投資家はそれも見ている。ここで心理的に
変えなければいけないだろう。 

（本間議員） 株価下落は、小泉内閣で、唯一、頭の痛い要素だ。下落に歯止めをかけ、
上昇させていく必要がある。日本では、金融機関の中で公的部門が非常に大きく、民
から公に資金が流れ、しかもリスクが取れない構造になっている。この問題を、中長
期的に見据えていく必要がある。公的金融機関が普通の金融機関になれば、もっとリ
スクが取れる資金の流れも出てくる。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あり様を描くかは不可分の問題だと思
うので、構造的問題も同時に考えるべきだ。 

（竹中議員） とりまとめたい。現状の証券市場の問題、経済の抜本的活性化が基本とい
う点で多くの方が構造問題の重要性を指摘した。しかし、企業収益の改善等にもかか
わらず、現実に株価は低迷している。それが逆に実体経済を冷え込ませる面もある。
この点はやはり注意が必要だ。このような問題意識から与党でも色々議論がされ、ま
た、民間議員提案でも幅広い提言がなされた。特に指摘があったのは、現在の株式市
場は、持合解消、厚生年金の代行返上に伴う売り圧力で需給が悪化している点だ。本
来は民間セクターの運用によって需給悪化要因が吸収されるべきだが、現状では十分
なリスクテイク能力がなく、株式投資に対し極めて消極的になっている。また、公的
部門が膨大な貯蓄を吸収しているという構造問題もある。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、色々検討すべきと指摘
された。こうした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き、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。今のとりまとめで何か御異議等があるか。 

（塩川議員） 来週早々にでも一回集まって対策をやるべき。 
（竹中議員） 閣僚が集まり、政府一体でということか。 
（牛尾議員） 実行方法についても政府一体で取り組む。 
（竹中議員） もう一度確認する。いろ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。早急に閣僚が集まって具体策について検討を始め
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る。 
  
○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） 前回、前々回に続き歳出構造の審議だが、農林水産関係について有識者か

ら問題提起し、議論を集約する形で亀井大臣から御説明願いたい。吉川議員。 
（吉川議員） 農業構造改革について、説明したい。農業は、国民の期待が大きい産業だ

が、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。是非、構造改革を
進めて欲しい。食料産業を 21 世紀のフロンティア産業として再生させる。その際に
市場原理の活用が大切であり、付加価値の高い生産を活発にする必要がある。また、
生産者ではなく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。昨年 11 月
の諮問会議での問題提起を出発点に、更に進めて欲しい点を、以下８つの具体的論点
で挙げている。 

   第一に、規制改革や特区の導入を通じた株式会社等による農地取得の解禁を早期に
実現する。第二に、農協改革を進める。例えば協同組織への独禁法制度の検証を進め
る。第三に、米政策。消費者重視、財政負担など、様々な効率化を考える。第四に、
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、特に農水関係の公共投資は、
ハードからソフトへ転換すべきだ。また、事業量から成果目標へ変更すべきだ。第五
に、バイオマス戦略。21 世紀のフロンティアになるもので、可能性や評価基準を明
確にして、目標達成のために予算を重点化し、その上で効果を検証するＮＰＭのモデ
ルケースになる。第六に、食の安全・安心の確保。今後の日本の農業の一つの拠り所
になる。国民全てが、食料が安全なら、安心して食べられる。トレーサビリティを国
産品のみならず輸入品も含め、システムを確立していく必要がある。第七に、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、農業委
員会等の地方組織のスリム化を行う。第八に、ＷＴＯにおける農業交渉を進展させ、
国際的な貢献を積極的に果たしていく。 

   以上、スピードが非常に大切である。農業は、昔から指摘されてきた問題をできる
だけ早く片付けるようなスピード感が望まれている。 

（亀井臨時議員） 農林水産政策の改革の方向について説明したい。 
   １ページ。世界の人口が急増し、中長期的に食料需給逼迫の可能性がある中で、我

が国の農林水産業及び農山漁村は、安全で安心な食料供給、自然環境の保全など多面
的な機能を果たしている。２ページ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り組み、「いのち・循環・
共生」の枠組みづくりの改革を推進する。３ページ。農水産業・食品関連産業の国内
生産額は 106 兆円、約１割を占め重要な役割を果たしている。食料産業活性化のた
めに、総合的な対策を講じている。食の安全・安心の確立については、７月までに「食
の安全・安心のための政策大綱」を策定し、文部科学省とも連携して「食育」を推進
したい。食品産業活性化では、本年夏を目途に「食品産業ビジョン」を策定し、国際
化の中での展開方向を提示する。また、食品流通について、民間の自由な競争環境拡
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する。農業構造改革で
は、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」を実行する。４ページ。農林水産業は自然の物質循環を利用した活動であり
環境に影響する。本年末には、環境保全を一層重視した新たな政策展開の大綱を取り
まとめる予定。また、経済産業省等とも連携し、バイオマスの利活用を推進していく。
５ページが風格ある農山漁村づくり。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る。これに当たってハードからソフトへの政策転換
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も行い、国土交通省、総務省などと連携していく。６ページ。観光では、都市と農山
漁村の共生・対流の実現を目指し、昨年９月に副大臣によるプロジェクトチームを設
置した。３月には情報ポータルサイトを立ち上げた。今後、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貢献していく。７ページはグリーン・ツーリ
ズムで４月に構造改革特区として認定された兵庫県の計画である。８ページ。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しており、今後とも取組を強
化する。９ページ。健全な水循環では、様々な公益的機能が発揮される。農林水産公
共事業は、健全な水循環を支えており、今後とも豊かな地域社会形成にも貢献する。
10 ページ。農林水産関係公共投資は、本当に必要な事業に重点化していく。具体的
には、最近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・効率化、
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す仕組みの拡
大などに取り組み、歳出をこの２年間で17％、3,000 億円強を削減した。11 ページ。
今後策定する土地改良長期計画、森林整備保全事業計画でも、成果目標を設定し、費
用対効果分析の拡大、政策の大目標・中目標設定による体系的評価、予算要求段階で
の事前評価への取組みを強化し、今後５か年で 15％のコスト縮減を目指す。12 ペー
ジは取組例である。 13 ページ。農協については、３月に改革の方向を取りまとめ、
現在、改革を進めている。基本理念は競争原理が活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
メリットを実現する。また、行政と農協との関係の適正化、米流通での単位農協の主
体性を重視した食糧法改正法案を国会に今提出している。公正取引委員会と連携した
独禁法違反のチェック強化、全農への業務改善命令の実施状況の監視を進めている。
14 ページ。農業委員会は、必置規制と交付金制度の基本的枠組みは必要と考えてい
る。しかし、大幅な見直しも必要である。４月に懇談会で改革の方向を取りまとめた
ほか、15 年度予算で交付金を 9.3％削減した。今後は法律改正も含めた措置を積極的
に講じ、活動の重点化、必置基準面積の大幅引上げや農業委員定数の見直しなど、組
織のスリム化に取り組みたい。15 ページ。農業改良普及事業の改革では、普及職員
の必置規制と交付金制度の基本的枠組みは必要と考える。しかし、大幅な見直しが必
要である。３月に検討会で改革の方向を取りまとめたほか、15 年度予算で交付金を
9.3 ％削減した。今後は法律改正も含めた措置を積極的に講じ、事業内容の重点化、
普及センターの必置規制廃止など組織のスリム化などに取り組みたい。16 ページ。
米国、ＥＵ、日本の農業助成の比較で、我が国が諸外国と比べて、積極的に農政改革
に取り組んでいる例を示している。ＷＴＯでも貿易歪曲的な助成を 1995～2000 年に
各国が 20％削減することを約束している。日本は着実に実行している。 

    こうした考え方で、農林水産政策の改革を強力に進めていきたい。 
（竹中議員） 自由に御議論いただきたい。 
（亀井臨時議員） 株式会社等による農地取得の解禁問題は、特区で色々進めている。た

だ、農地取得問題ではいかに営農するかということが大切だ。青森、岩手の県境で産
廃問題も出てきている。株式会社の農業参入は、特区で賃貸を認めているので、そう
いう形で、まず農業をやっていただくことに主眼を置き、慎重に考えるべき。 

（片山議員） 環境省が中心になり特別立法を作ることになった。 
（亀井臨時議員） そうです。 
（吉川議員）  産廃問題は、法律違反、不法行為の問題だと思う。農業の株式会社参入問

題とは直接関係しない。農業分野で株式会社がなぜ必要かといえば、要するに、長い
歴史の中で農業での世襲制には、昔は合理性があった。しかし、20 世紀の終わりご
ろから合理的でなくなった。だから後継者難に悩んでいる。時代に合った営農のノウ



 

 8 

ハウや知識は、株式会社が持っていることもあるだろう。そうした経済主体が担い手
になれば、若い人の中でも、農業をやりたい人が出てくるかもしれない。後継者問題
も解決する可能性がある。国際的な情報面でも株式会社の方が、経営面で良いかもし
れない。だから、株式会社を一つの可能な経営形態として許してはどうかというもの
だ。不法行為があるから農業への株式会社参入は慎重でというのは、私は話がずれて
いると思う。 

（亀井臨時議員） 賃貸でやればよい。土地の取得ありきで株式会社というのはどうか。
土地を取得してまで採算が合う農業は難しいだろうから、賃貸でやることになった。
まずは、それからだ。 

（本間議員） 農業は参入規制が非常に高く、生産人口の高齢化にも結び付いている。そ
こをクリアすることが非常に重要だ。昔、農業を継続的に行うことを条件に固定資産
税を軽くしたことを決めたように、新規参入者も継続的な営農を条件に参入させ、農
地を取得するというのは考え方としては十分あり得る。色々アプローチがある。 

（片山議員） 農林水産省所管の道路として大規模農道があるが、都道府県道などより遙
かに整備が速い。国土交通省所管の道路と農道をどう考えるか。大規模林道等も観光
道路になっており、完全に競合している。下水道と集落排水もあるし、ケーブルテレ
ビは、総務省でも行っているが、農林水産省も同じことをやっている。農林水産省は
農村整備と言うが、本当は農村整備ではない。私は、この公共事業の重複を一元化す
べきだと以前から思っている。農水省の方が予算があるので、農道の方が早くでき、
国土交通省の手続は時間がかかる。地元の県にも大規模農道が多数ある。津山市から
の空港道路も大規模農道だ。本来の道路整備をネットワークとしてどう考えるのかと
いう問題がある。 

（小泉議長） 重複しているのか。 
（片山議員） 完全に重複している。 
（亀井臨時議員） 現在、その辺は重点的に取り組む形をとっている。 
（片山議員） 重複問題の整理が要る。 
（亀井臨時議員） 住宅地や他の道路と違い、農道の方が地元の協力を比較的得やすかっ

たと思う。集落の中で、公共事業とソフトの面を一体的に重点的に行う必要がある。 
（塩川議員） 片山議員御指摘の通り、農林水産関係予算の半分が公共事業・土木事業だ。

ソフトに振り替えると仰っているので、積極的にやって欲しい。現状では重複が多い。 
（片山議員） 国・地方で毎回議論になるのが農業委員会と改良普及事業。農業の他にも

林業も水産業もある。止められないかもしれないが、市町村や県の選択制にしてはど
うか。 

（亀井臨時議員） 選択制にすると、国全体の農地の問題等に政策上一体性がなくなる。 
（片山議員） 営農技術では、普及員より農家の方がずっと上だ。 
（亀井臨時議員） 色々ある。先日、神奈川県の都市農業で、素晴らしく綺麗な花を作っ

たというので持ってきてくれた。普及員のアドバイスでやったということだった。 
（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。専業農家の方がず

っと少ない。 
（塩川議員） そうだ。例えば、世田谷区は農地が 200 ヘクタールしかないが、職員が

６～７人おり農業委員も 20 人もいる。私は東大阪市出身だが、農地は 200 ヘクター
ルで農業委員が 23 人。この人たちが年額約 30 万円もらっている。その上、職員が７
人いる。止めろと言っても、農水省が置いておけというから置いていると説明される。
何か基準を作ってはどうか。 

（亀井臨時議員） 必置基準の見直し等、農業委員会や、農協、普及員問題の検討会等で
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御検討いただいている。 
（塩川議員） 農地が 5,000 ヘクタール以上のところに何人の農業委員という基準を作

れればよい。200 ヘクタールで 20 人も農業委員がいる現状は問題ではないか。 
（小泉議長） 安く作ろうとするから大規模化を進めるのだろうが、最近は高くても質の

良いものは売れる傾向がある。20 年前、建設省は都会に農地は要らないというので
宅地並課税を行った。ところが六本木ヒルズの屋上で農家が田植えをしている。都会
で緑が必要な面もある。六本木の田植えは、趣味や遊びもあるだろうが、非常に変わ
ってきている。安ければ安いほど良い訳ではなく、10 キロ 1,000 円でなければ買わ
ないという人もいれば、3,000 円でも、4,000 円でも美味い米は買う人もいる。フラ
ンスのボルドーに行ったら、１本、10 万、20 万、30 万のワインが、高くても売れる。
でも、ワイン畑は本当に小さい。今は、大規模でないと売れないのではなく、美味い
もの、良いものは高くても売れる。そういう発想転換も必要ではないか。農家の努力
によって。今度は、ワイン特区で株式会社が入ってくるでしょう。かつては、安かろ
う悪かろうだった日本車が、今のアメリカでは日本車は高品質で、高くても買う時代
だ。ウィスキーだってそうだ。日本のウィスキーはスコッチより美味いという評価を
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ていたのに、デザインを変
えたらニューヨークで表彰された。農家もそういう発想転換、狭い国土の日本でも知
恵を出し、高くても美味くて売れるものを作るという発想も構造改革で考えて欲しい。 

（亀井臨時議員） それが米政策の転換であり、食糧庁を廃止する。米の消費者重視政策
を出して、食糧法改正により戦前からの米政策を大転換し、農業団体も農協改革に合
わせて大変協力的に取り組み、消費者に合う有機農法の米、無農薬米、美味しいお米
という消費者の考え方が反映される。私は政治家になるまでは米の販売をしていたの
で、消費者の意向がようやく反映される農政になってきたと感じる。米政策の基本的
な大転換が、全ての農政の構造改革の第一歩と考え、努力してまいりたい。 

（片山議員） 全国的に農協が合併しているが、小さな残ったところをどうするのか。 
（亀井臨時議員） 合併しないところはどうにもならない。 
（片山議員） かなり大きい合併をやっている。 
（塩川議員） 不良債権でできない。 
（片山議員） 農協は一種の金融機関だ。残るところは不良債権で合併できない。 
（牛尾議員） 吸収対象にならない。 
（塩川議員） 受け手がいない。 
（竹中議員） ポイントを確認したい。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。農水省だけではないが、い
わゆる重複投資の見直しが大変重要である。今回の歳出見直しでも重要な柱にしなけ
ればならない。農業委員会、農業改良普及事業等、引き続きスリム化に向けて御努力
いただくことが必要だ。亀井大臣からは米改革、環境、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のお話があった。しっかりとやっていただく。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高付加価値
への転換という御指摘があったので、この点でも是非御努力願いしたい。 
前々回から歳出改革に論点を絞り議論してきたが、今後の予算編成について重点目

標を分かり易く示し、効率的な予算編成を目指すという点について、前回、総理から
御発言いただいている。これを受けて、今回、有識者議員から歳出構造改革と 16 年
度予算編成の考え方を整理していただいた。吉川議員。 

（吉川議員）  資料で説明する。16 年度予算編成が始まるが、第一に、日本の財政は非
常に厳しい。現在、公的債務が 700 兆円を超えている。日本のＧＤＰは 500 兆円。
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フローで毎年 35 兆円と、ＧＤＰ比で７％ぐらいの赤字国債を発行すると、約８年で
1,000 兆となる。ＧＤＰ比で２倍となる。これは大変厳しい状況。財政規律は、小泉
内閣発足以来ずっと総理が強調されてきた点で、大変大切なポイントとして、民間議
員４名は、その点で完全に考えが一致している。 
次に、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を挙げている。 
第一に、歳出全体の抑制。一般会計だけでなく特別会計、地方も含めて歳出全体を

抑制していく必要がある。第二に、歳出全体の抑制に当たり、いわゆる「選択と集中」
を徹底する。何回も言っているが、全体を抑える中で中身を如何に変えるか、如何に
賢くお金を使うかがポイントだ。その際に、官から民へ、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が大切である。また、片山大臣から御指摘があっ
たが、重複の見直しだ。「選択と集中」で中身を変えるときに、プラス面の強調だけ
でなく、同時に、マイナス面、予算作成上大胆に見直すべき点も明確にするべきだ。
第三に、政策目標を決め、効果と成果をきちっと見ていく「モデル予算」に着手する。
具体的事案に関し、各官庁が目標を掲げる。できれば数値目標を掲げ、効果を計る。
例えばバイオマスが非常に大切だと言われるが、どういう形で事業が進んでいるのか、
きちっと見ていく必要がある。16 年度予算でモデル事業の検討を提案している。そ
の他、別添資料で、雇用、科学技術、文教、公共事業について指摘をしている。 

（平沼議員） 「選択と集中」、ハードからソフトという点に違和感はない。改革に向け
て全項目を一斉にやるのではなく、重点的にやり、評価するのは賛成だ。 

   従来、私が指摘した、担当大臣のリーダーシップの下、効果的に予算を使い削減効
果が出た。大臣イニシアティブの中で重点的に使える予算の仕組みを 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。 

（塩川議員） モデル事業ではフィージビリティは行うのか、事業の項目列挙だけか。 
（本間議員） 具体的にフィージビリィも含めて検討する。 
（塩川議員） どんなモデルか。補助対象事業か、国の権力発動としている事業、例えば

税関や、あるいは行政制度上の問題、例えば保育所を対象にするのか。 
（本間議員） ＮＰＭと呼ばれる手法を全予算に適用すればいいが、各国とも準備に時間

が非常にかかっているので、我が国ではモデル事業を作って進めていってはどうかと
の考えだ。御指摘のとおり、何をやるかが非常に重要だ。財務省とも実務的に進め方
を相談しているが、各省庁から手を挙げていただき、財務省が中心となって、モデル
として適切なものを御判断いただき、最終的には諮問会議で決定し、まず来年度予算
でやってみる。こういう段取りで考えている。 

（塩川議員） 地方分権会議の提案する事業とは違う事業だな。 
（本間議員） 違う。一緒にすると混乱する。 
（塩川議員） ではお願いしたい。 
（平沼議員） 私の提案で関係大臣会合を開いた若年労働者の失業問題は非常に深刻だ。

フリーターは 193 万人もいて、若年失業率は約 10％だ。こうした点を是正するため、
集中的に予算措置し、フィージビリティスタディをやりながら、きちっと取り組むに
相応しい大切なテーマだと思う。 

（本間議員） インセンティブについて御指摘をいただいたが、資料の１ページで「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」と書いているように、手を
挙げていただき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、そ
の結果生まれた余った予算も含め、次年度以降に配慮する仕組みを考える必要がある。 

（片山議員） 政策評価法の話は何度もしているが、今年が２年目。今年度は、本格的な
政策評価の正念場だと思っている。予算編成プロセスの改革だけでなく，政策評価そ
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のものをまともに使うことにしたらいい。予算編成そのものにも、定員や組織の査定
にも、その接合をモデルではなく個々に全部やらせて、その中で特別ものだけモデル
として抜き出すことを本格的にやればいい。 

（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り、それから一般
的な部分についてはできる部分からやる。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
のように結び付けていくか。まずどれを先行するか、戦略的にお考えいただきたい。 

（片山議員） 各省はそれぞれ個別にやっているが、自分の省が一番進んでいると言って
いる。それらを調整し、予算編成なりに結び付けられなければ、止めた方がいい。 

（塩川議員） 結局、行政評価が査定に生かされてこない。 
（片山議員） そこが問題だ。そのリンクをどうするかだ。 
（本間議員） 内部評価をやり、総務省を中心に外部評価をやった上で、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。こういう感じだ。 
（片山議員） 御検討願いたい。 
（塩川議員） 話はわかっているが、なかなか難しい。 
（牛尾議員） 確かにこのとおりだが、実現は非常に困難だ。14、15 年と予算作成を２

年間やったが、現在の機構は、あちこちで自動的な歳出増のメカニズムがある。抑え
ても抑えても増えてくる。プラスとマイナスの部分を明確にし、強力なトップ・ポリ
シーによって、予算の款項目の「款」の部分で、ここはプラス、ここはマイナスと決
めるべきだ。各省が自発的に決めようとすれば、予算は膨れ上がる。700 兆円は危機
的状態であり、地方も含めれば、４～５年で 1,000 兆円ぐらいに到達しかねないし、
他方、金利上昇の懸念もある。だから、プラス・マイナスをポリシーとして「款」の
レベルで大胆に決めることと、一般会計、特別会計、地方を含め、連結で全歳出を総
枠で抑える発想を持つべきだ。今は、親会社、子会社、兄弟会社が別々なので、訳が
分からない。連結決算で歳出を捉えて抑制すべきだ。 

   片山大臣から前回、地方支出も５％ぐらいカットできるというお話があった。公共
投資も３～４％ぐらい抑え、一般政府ベースで歳出を５％ぐらい抑える決意をすれば、
制度変革にも影響する。民間経営の発想からは、総合的に歳出の無駄を抑えねばなら
ない。何がプラスで何がマイナスかを考えるのは、普通はトップディシジョンだ。今
は、各事業部に任せている会社経営みたいなところもある。フローとストック両面か
らの財政計画判断とは、複式簿記で見るべしということだ。複式簿記の発想を入れ、
フローの歳出を抑える。ストックを抑えるのでフローが減らない。分かっているがで
きない。ここで手を付けないと、日本の財政も５年間で危機的状態に入る。 

（塩川議員） 15 年度予算で、公共事業は３％切り裁量的経費も２％切る枠組を作った。
諮問会議で決めて欲しい。それを錦の御旗に取り組みたい。14 年度予算では 10％削
減と決めた。この会議が非常に大事である。 

（小泉議長） 重複を省くべきだ。同じ公共事業でも重複がある。 
（牛尾議員） 有識者議員４名の提案では弱い。潰されてしまう。 
（塩川議員） 十分強い。 
（牛尾議員） 11 名全員で作るべき。今年は、そこまで決意しないと駄目だ。 
（竹中議員） まとめたい。財政状況を非常に深刻に受け止め、更に踏み込んだ改革を進

める。一般会計のみならず、特別会計、地方を含め、政府全体でしっかり枠を作り抑
制する姿勢が必要である。新しい予算プロセスの試験的導入として、モデル事業的の
一部導入が支持された。ただし、評価は、部分でなく全面的・本格的に行うべしとの
御指摘があった。重点化が大切だが、プラスのみならずマイナス部分も明らかにする。
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塩川議員御発言のように，諮問会議でしっかりと枠を決めるべきとの御指摘もあった。
モデル事業は、有識者議員に財務省及び関係省庁とも相談し、具体的内容・進め方に
ついて御提案いただきたい。平沼議員御指摘のインセンティブやフィージビリティ調
査の問題もある。若年労働も取り上げてもよいだろう。 

 
○国と地方のあり方の改革に向けて 
（竹中議員） 国と地方のあり方の改革に移りたい。昨日、地方分権改革推進会議で、「事

務・事業の在り方に関する意見」のフォローアップ結果がまとめられた。特に取り組
むべき項目は、総理に御報告されたと聞いている。西室議長。 

（西室議長） 当会議は、昨年 10 月末に「事務・事業の在り方に関する意見」を出し、
その後、政府内で議論され、昨年末に取りまとめられた。現在、当会議では、「三位
一体改革」について調査・審議を行っており、６月初旬に改めて提出したい。他方で、
先の「意見」の実施状況をフォローアップすべきとの御指摘もあり、点検した。これ
が提出資料の「フォローアップ結果」である。重点項目を別紙に取り上げた。 
社会保障では、保育所問題。幼保一元化や保育所施設への国の義務付け緩和では、

非常に多くの要望がある。幼稚園、保育所という独立の制度の一元化や保育所など社
会福祉施設への国の関与の縮減を十分検討すべきだ。右欄の金額は、15 年度予算額
である。次が、保健所長の医師資格要件廃止。医師が必要なのは当然だが、所長が医
師である必要はない。必置義務のため、地方では、人事的にも非常に問題が生ずる。
保険制度・サービス水準では、ナショナルミニマムから，それぞれの地方の判断で行
政の優先順位を選択するローカル・オプティマムに進むべきとの基本方針を上申した。
社会保障に関して全国的に保障しているサービス水準も見直すべきだ。地方ごとにサ
ービス水準が変わっても良い。地方財政への社会保障関係の重圧が益々増大しており、
抜本的検討が行われているのは承知しているものの、例えば、介護保険事務ではサー
ビス水準について、一部地方に任せるべきだ。 

   教育・文化では、義務教育費の国庫負担制度の扱いが一番大きな問題だ。昨年末に
関係大臣で合意されたが、しっかり検討すべきだ。具体的には、対象経費の見直し、
定額化・交付金化、事務・栄養職員の一般財源化等だ。「教員給与の一律優遇の見直
し」では、地方公務員より教職員給与が法律上優遇されているが、もはや見直すべき
時期だ。学級編制基準の設定権限等の県から市への移譲では、文部科学省も賛成して
いる。県費負担の教職員制度を見直し、学級編制基準や高等学校、幼稚園の設置認可
など、特に政令市では早急に見直すべきだ。 

   公共事業では、昨年の当会議意見で、「改革と展望」の期間内に公共投資の削減を
上回って国庫補助負担金の廃止・縮減を行うことを提言した。そのときに改革の視点
として挙げたのは、市町村事業への国庫補助負担金の原則廃止。事業主体や広域性な
ど公共事業の性格に応じて国の役割を重点化すべきだ。採択基準の引上げなどの見直
しもある。提言の見直しのため、削減率設定が必要かもしれないが、具体的に御検討
いただきたい。特に、「地方道路整備臨時交付金の運用改善」では、従前から問題提
起されており一定の改善はあるものの、更に御検討いただきたい。今後の公共事業関
係の検討では、昨年の意見で改革の方向に掲げた「市町村事業等に係る国庫補助負担
金の原則廃止・縮減」も、更に掘り下げる余地がある。当然、国と地方との役割分担
の明確化もお願いしたい。 

   産業振興その他では、ほとんど農林水産省関係だが、協同農業普及事業交付金・林
業普及指導事業交付金・水産業改良普及交付金・農業委員会交付金の一般財源化を行
い、各地域・地方自治体の判断に任せる必要がある。交通安全対策特別交付金は、現
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行方式を見直して欲しい。現在は、地方の交通違反等の罰金・反則金が、いったん国
庫へ納入され交付金で返されている。むしろ、地方での罰金・反則金は、各都道府県
でまとめ直接交通安全に使えるようにすべきだ。 

   以上、いずれも難しい項目であり、関係省庁で御賛成いただいているのは学級編制
基準だけだ。 

（小泉議長） そうか。 
（西室議長） 是非、御検討いただきたい。 
（竹中議員） 先月の諮問会議で、総理から、６月の改革案取りまとめに向けて財務省、

総務省の次官と有識者議員代表で調整し、連休明けの諮問会議に報告するべしとの御
指示があった。本間議員。 

（本間議員） ６月下旬の「骨太の方針」に向け、望ましい姿、改革工程を練り上げる作
業部隊として、２つの検討の場を設置することで合意した。１つは、国庫補助負担金
の徹底的な検討をするタスクフォース。官房副長官、内閣府・総務・財務の３府省事
務次官に加え、関連補助官庁の事務次官により、重点的な検討・調整を行い、随時諮
問会議に報告する。もう一つは、地方交付税改革、税源移譲を含む税源配分の見直し
について、補助官庁を除く各メンバーが参加し、検討・調整を進め、随時諮問会議に
報告する。この２つの検討報告を受けて、諮問会議が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手順で進める。 
「三位一体の改革」を具体的に取りまとめていく上で、有識者議員の考えを改めて

簡単に整理したい。国庫補助負担金の具体的絞込みについて、この検討の場と諮問会
議で審議を進め、結論を出すことは極めて重要。ただ、片山大臣がこれまで指摘され
ているように、補助金削減だけで税源移譲が伴わないと地方の反対も起こる。補助金
が削減されるだけであれば、持出しも起こる。塩川大臣が指摘されたように徹底的に
事務・事業を見直し、必要性や効果の低い補助事業の廃止を前提にした上で、引き続
き地方が主体となって行うべき事業については、一定の財源確保を約束しないと、地
方の合意は取り付けられない。私は、地方が継続実施すべきと判断される事業につい
ては当該事業の補助金の一定割合を税源移譲することも盛り込む必要があると考え
る。交付税では、地方交付税法で、交付すべき総額と各地方団体について算定した合
算額との間に引き続き著しく異なる不均衡が生じた場合には、地方財政もしくは地方
行政に係る制度改正又は交付税にあてる国税の一定率を変更すべきと明記されてい
る。これが必ずしも十分検討されなかったことが問題の背景にある。今回の「三位一
体の改革」では、補助金を廃止・縮減し、税源移譲すると、税源が豊かな地域が相対
的に有利になるので、財源保障的な側面を減らしつつ、財政調整の仕組みの新たな構
想も必要になる。これについて明確な指針を出す必要性がある。こうした三位一体に
ならないと、補助金削減は「骨太の方針」が予定する数兆円に達しないおそれもあり、
きちんと改革内容を詰める必要がある。さらに、国債・地方債金利の潜在的な上昇の
可能性もあり、財源保障との絡みがあるが、地方債について、市場による評価がより
機能するようにしていく必要がある。三位一体改革は、検討の場に全て任せるのでは
なく、フィードバックしながら諮問会議において方向性を大所高所から出していくこ
とが非常に重要である。 

（片山議員） 補助金を止め、仕事が残った分は税源移譲というのは当然だ。ただ、現在、
大きな税源は、国６：地方４で分けている。ところが、実際の事業は地方が 63％ぐ
らいで、国は 37％だけだ。それを埋めるのが補助金と交付税。だから補助金と交付
税を減らすには、税源を移さないと駄目だ。「三位一体の改革」はそこがミソであり、
御認識いただきたい。 
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   提出資料を説明したい。１ページ目は、市町村合併の進捗状況。法定協議会への加
盟市町村は 1,218 で、任意協議会も含め全国で６割の市町村が参加している。15 年
４月以降に合併したのは、政令市になる静岡市など 13 件。現在、市町村は、3,186
である。今後も、続々と合併が予定されている。２ページは、グラフである。本年４
月１日で、法定協議会・任意協議会が 463 ある。これを更に進めるため、重点的取組
を行う。第一に、総務省の取組。副大臣を本部長に総務省・市町村合併推進本部を改
組・拡充する。本部に市町村合併相談センターを新設し、相談員を設置する。政府の
合併支援本部とも連携を強化する。要請があれば、出向いて都道府県と一緒に、直接
対話による助言を行う。ブロック別のシンポジウムも開催する。合併協議会連絡会議
を創設し、横のつながりで機運を盛り上げる。第二に、都道府県の取組。都道府県が
作成した「市町村合併のパターン」のフォローアップ、340 地域を指定した合併重点
支援地域の拡大、合併に係る都道府県の調整や勧告の活用、合併市町村への都道府県
の権限移譲、都道府県事業の重点実施等を行う。第三に、広報の展開。市町村合併に
特化したタウンミーティングを、閣僚、知事、学識経験者等によって開催したい。Ｊ
Ｃ等合併に熱心な民間団体との連携、積極的な情報提供・広報を行う。６ページ目で、
市町村合併を推進する法的対応として、市となる要件を 15 年度中まで５万人から３
万人に下げているが、16 年度末まで１年間延長する。また、市町村合併特例法の経
過措置として、現行法では、合併が終了しないと優遇対象にならないが、関係市町村
が議会の議決を経て合併申請を行ったものについては、合併終了前でも対象化する法
律改正案を次期国会に提出したい。７ページ。現在の市町村合併特例法は、17 年３
月末に失効する。その後は、地方制度調査会等で御議論いただき、次の通常国会に新
たな法律案を出したい。内容は、合併により優遇措置はしないが、合併の障害等は除
去するというもの。同時に更なる合併促進手続を盛り込む。市町村合併に関する構想
を都道府県に作ってもらう。都道府県のあっせん、勧告の手続を法律化し、実効性を
伴うものにしたい。８ページ。合併した市町村の中に、地域自治組織を設けられるよ
うにしたい。政令市の行政区的タイプか、東京都の特別区のように法人格を持つもの
にするのか、この２つを中心に更なるバリエーションや、選択制も含め検討している。  
最後のページ。現在、100 日程度、国の手続に要しており、１カ月程度に短縮するよ
う簡素化をする。同時に都道府県にも、手続を早めるよう要請したい。是非、できる
だけの成果を 16 年度末までには挙げたい。 

（塩川議員） これで大体、国・地方の関係の枠組みが見えてきた。是非、お願いしたい
のは、本間先生を中心に次官や副長官を中心に検討を進めて欲しい。会に何か名前を
付ければよい。例えば「賢人会」とか。そこで知恵を絞って欲しい。 
地方分権会議から検討項目を出していただいた。私どもから約束したい点として、

これを是非財源と結び付けたい。財源と切り離しては駄目だ。そのために三位一体で
思い切った財源の付与をしたい。その代わりに、本間先生にお願いしておきたい。地
方自治体の徴税権で、独立性の強化とともに、地方に責任を持たせなければ、また甘
えてくる。 

（小泉議長） そうだ。 
（塩川議員） 国と地方の仕事の役割分担について、今回 11 項目を出してもらった。全

部一遍にできるとは思わないが、６月の取りまとめの中で、せめてこの半分でも 15
年度中にやるという気概で内閣の決意をきちっと出していただけるようお願いした
い。 

（片山議員） 課税自主権の強化は是非やりたい。 
（小泉議長） お願いします。 
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（片山議員） ただ、良い税源は所得と資産と消費だが、これらは国税と地方税で既に押
さえてしまっている。どういう知恵が出るかだ。良いところを全部押さえられて、残
りでやれと言われても厳しいので、そこは考えてもらいたい。課税自主権は大賛成な
ので、色々な案をもっと詰めたい。 

（竹中議員） ６月末の「骨太方針」取りまとめに向け、検討の場を活用しながら、是非
協力していきたい。 

（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。「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２
００３」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。「三位一体の改革」を実現するため、
検討の場を作り、諮問会議に随時報告していただきたい。「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だ。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。 

   いずれにしても、じっくりと議論していただいて、最終判断がまとまらなかったら、
最後は私のところに持ってきていただいていいと思うが、できれば、３大臣のところ
でまとめていただくよう努力していただきたい。 

（竹中議員） 今の言葉をしっかりと受け止め、この会議を終わりとしたい。 
（塩川議員） しっかりお願いしたい。 
（竹中議員） 今日、塩川大臣からいただいた件は、来週早々、閣僚ベースで証券市場活

性化の話し合いをすることも含めて、官房長官、関係大臣と相談させていただきたい。 
 （以 上） 


