
平成 15 年第 11 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 11  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年５月 28 日(水) 18：00～19:35 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同    片山 虎之助 総務大臣 

同    平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 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 


坂口 力 厚生労働大臣 


亀井 善之 農林水産大臣 


扇 千景 国土交通大臣


谷垣 禎一 国会公安委員会委員長 


石原 伸晃 規制改革担当大臣 


鴻池 祥肇 構造改革特区担当大臣 


宮内 義彦 総合規制改革会議議長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 規制改革の推進について 

(2) 国と地方のあり方の改革に向けて 

(3) 社会保障制度改革について 

(4) 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」について 

(5) その他 
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3．閉会 

（配布資料） 

資料 1-1 「規制改革推進のためのアクションプラン」の実施状況について 

（宮内総合規制改革会議議長提出資料） 

資料 1-2 亀井臨時議員提出資料（規制改革について） 

資料 1-3 教育分野における規制改革について（遠山臨時議員提出資料） 

資料 1-4 総合規制改革会議の重点項目に対する厚生労働省の基本的考え方 

（坂口臨時議員提出資料） 

資料 2-1 亀井臨時議員提出資料（国と地方のあり方について） 

資料 2-2 交通安全対策特別交付金制度について（谷垣臨時議員提出資料） 

資料 2-3 扇臨時議員提出資料 

資料 2-4 義務教育国庫負担金の取扱いについて（遠山臨時議員提出資料） 

資料 2-5 地方分権の重点項目に対する厚生労働省の基本的考え方 

（坂口臨時議員提出資料） 

資料 3-1 社会保障制度改革のあり方 （有識者議員提出資料） 

資料 3-2 社会保障制度改革の在り方をめぐる問題点について 

（坂口臨時議員提出資料） 

資料 3-3 社会保障制度改革について（貝塚社会保障審議会会長提出資料） 

資料 3-4 医療制度改革の論点について（塩川議員提出資料） 

資料４ 未来を切り開くための経済活性化対策（平沼議員提出資料） 

資料５ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」（目次案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年11回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はお忙しいところありがとうございます。 

（プレス退場） 

（竹中議員） それでは、本日の議題でございますけれども、大きく３つございます。

規制改革、それと国と地方、社会保障制度改革、さらに「基本方針2003」の目次

等について後で説明させていただきます。 

規制改革に関しましては遠山大臣、坂口大臣、亀井大臣、石原大臣、鴻池大臣

及び宮内議長においでをいただいております。国と地方につきましては、遠山大

臣、坂口大臣、亀井大臣、扇大臣、谷垣大臣に御出席をいただいています。社会
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保障に関しましては、坂口大臣に御出席をいただいております。今日はちょっと

審議時間にかなり無理がございまして、いつも以上にひとつ効率的な御発言をお

願い申し上げます。 

○規制改革の推進について

（竹中議員） 議題に入ります前に、福井総裁から金融政策決定会合に関して御発言

がございます。 

（福井議員） それでは、極めて簡単に 近の金融政策について御報告を申し上げま

す。 

お手元に簡単な資料をお届けしておりますけれども、 近行いましたことは、

４月30日、連休の 中ですが、それと５月20日、２回にわたりまして日銀当座預

金残高の目標額をかなり大幅に引き上げました。現在、目標額の上限を30兆円と

いうところまで引き上げております。これは基本的に足元の経済の動きを特に心

配してということではなくて、欧米経済の回復力とか、あるいは国内では株価の

動きなど、この先の心配の種といいますか、先行きの不透明感、これを特に考慮

してとった措置でございます。 

なお、特に意識したことが２つございます。１つは、りそなの問題、この問題

を発端に金融市場に思わざる波紋が生じないか、ひいては実体経済に悪い影響が

及ばないか、これが１つ。もう１つは、 近の為替相場の動きと。この２つを特

に念頭に置いたということでございます。為替相場について申し上げますと、特

に円とドルの間の相場、これが円高方向で動いている。かつまた動きも不安定だ

ということでございます。こうした動きは今後の我が国景気の先行きの不透明感

を強める要因の一つになっている、日銀としてはそういうふうにとらえておりま

して、この点も踏まえて追加的な緩和措置を決めたというところでございます。

恐らくこうした日本銀行の為替相場に対する認識というのは、基本的には政府の

御認識と整合的ではないかというふうにも考えている次第でございます。 

なお、りそな問題に関しましては、その後金融市場の動きは総じて落ちついて

いるというふうに思っております。以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。それでは規制改革の問題から審議をし

たいと思います。 

２月の諮問会議におきまして、宮内議長から「規制改革推進のためのアクショ

ンプラン」の御報告をいただきましたが、その際、12の重点検討事項が示されて

おります。総合規制改革会議では、この重点事項の実現を目指しまして、６月の

答申に向けまして、各省と公開討論を行うなど集中的に審議・折衝を行っており

ますけれども、本日は宮内議長から審議・折衝の状況について、「 重要６項目」

に絞って御報告をいただきたいと思います。宮内議長お願いします。 

（宮内議長） 	 宮内でございます。ただいまのお話のとおり，今年２月のアクション

プランで12の重点検討事項を掲げまして、これにつきましては、遅くとも２年以

内に必要な法制度の施行を完了して実現することを目指して、これを本年６月の
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答申に取りまとめると、こういうことといたしまして、当会議あるいは規制改革

担当大臣の持つあらゆる権能を行使して集中的な審議を行ってまいりました。 

具体的には、３月初旬以降、作業部会を私が主査となりまして開催いたしまし

て、関係各省担当部局との公開討論、意見交換、また 後には次官の方々、 高

責任者の方々との公開討論、非公式な折衝を行いまして、私も含めまして、直接

に事務レベルでの 終的なお考えをお聞きいたしました。大変残念なことに、今

までのところ、ほとんど大きな進展というものが見られておりません。したがい

まして、当会議といたしましては、来月の答申取りまとめに向けまして、経済財

政諮問会議、あるいは特区推進本部との一層の連携を図りつつ努力してまいりた

いと思いますが、ぜひ、総理をはじめ御出席各大臣のリーダーシップの発揮によ

りまして、政治レベルでの決着を実現していただくと、そういう段階になってま

いったということで、その点につきまして、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。分厚い方に詳しい

ことが載っておりますけれども、時間の関係もございますので、「規制改革アク

ションプラン『 重点６項目』の実施状況」という２枚紙で御説明をいたします。 

まず１番でございます。株式会社による医療機関経営の解禁につきましては、

総理の御裁断によりまして、特区において自由診療による株式会社の参入が認め

られることとなりました。当会議では、全国での実現を図るべきと考えておりま

すが、少なくとも特区におきましては、自由診療の範囲に限定を付けず実施に移

していただきたいと、この点をお願い申し上げたいと思います。 

２つ目は、いわゆる「混合診療」、保険診療と保険外診療の解禁でございます。

混合診療につきましては、一定の病院に対して現場の判断で自由に保険診療と保

険外診療の併用を認めるべきと考えます。厚生労働省は、現在の「特定療養費制

度」、これを拡充することで対応するというお考えでございますが、同制度は、

中医協など関係者の協議で技術ごとに個別に承認していくと、こういう形になっ

ておりますために、現場の創意工夫、あるいは競争によって医療技術が高められ

ると、こういうことを阻害していると考えます。また、混合診療が認められてい

ないために、わざわざ保険診療と保険外診療とに施術を２回に分けるなどの実態

がございます。患者の身体的・経済的な負担を増加させるともに、保険財政上も

非効率なコストが発生しております。先進医療に対する国民の受診機会、医師の

診療機会を狭める、そういう結果にもなっております。混合診療の解禁は国民の

医療、保険サービスに対する膨大なニーズに応え、医療技術の発展や保険財政の

透明化、効率化にも資する非常に大きなものだと、このように考えております。

ぜひ混合診療の解禁を断行していただきたいと、このように思います。 

３つ目は、医薬品の一般小売店における販売でございます。コンビニなど一般

小売店での医薬品販売につきましては、薬剤師を配置しない特例販売業や富山の

薬売り、いわゆる配置販売業が既に全国に5,000近く存在しております。事実上、

販売規制は崩壊していると言わざるを得ません。医薬品はコンビニエンスストア
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で扱ってほしい商品の第１位であるという調査もございまして、国民のニーズも

極めて高く、早急に解禁すべきものと考えます。 

２枚目に移らせていただきます。幼稚園と保育所の一元化につきましては、文

部科学省と厚生労働省にまたがる行政を一元化し、各種の基準を統一化すべきで

あると考えます。サービスの受益者であります国民が供給者側の論理で縦割行政

の被害者になるというようなことにならないため、少なくとも特区におきまして

は、早急に実現を図るべきと考えております。 

次の株式会社、ＮＰＯ等による学校経営の解禁につきましては、いわゆる「公

設民営方式」を解禁し、民間が公立学校を包括的に管理・運営できるようにすべ

きと考えます。同じ公共的サービスであります福祉や保育では既にこういうこと

は認められており、公共性を理由に規制する理由は特にないと思います。地方公

共団体等からも強い要望が出されており、こうした取組の意欲を阻害することの

ないよう、これにつきましても、少なくとも特区におきましては、早急に実現す

べきと考えております。 

次は、株式会社等による農地取得でございます。株式会社等による農業参入に

つきましては、特区において農地をリースするという方式で解禁されましたが、

これを更に進め、農地の取得を解禁するということも重要だと思います。これも

特区での極めて要望が強いテーマでございます。 

以上６項目のほか、詳細は省略いたしますが、労働者派遣業務の医療分野への

対象拡大、大学・学部・学科の設置等の自由化、高層住宅に関する抜本的な容積

率の緩和、職業紹介事業の地方公共団体・民間事業者への開放促進、株式会社等

による特別養護老人ホーム経営の全国拡大、株式会社等による農業経営、これは

農地リース方式でございますけれども、これの全国拡大、この６つの事項がござ

います。これらにつきましても、早期に改革の実現を図るべきと考えております。 

後に一言申し上げさせていただきたいと思います。ただいま申し上げた６

重点項目プラス６項目、この12項目は、これまでの規制改革の取組の中で大きな

かたい壁となって動かすことのできなかったものばかりでございます。また、潜

在的な需要と雇用を抱えている有望なサービスセクターでございます。国民や消

費者の選択肢を拡大するとの視点から改革を進めれば進めるほど需要と雇用の創

出効果は高いものと考えられております。そういう意味で、これらは規制改革に

関する も重要で、かつ も象徴的なテーマであり、ここに風穴をあけることが

できましたら、総理の掲げられる構造改革に大きな道を開くことができると、こ

のように確信をしております。構造改革政権を担われる皆様、大臣にぜひこの点

を御理解いただきまして、政治の力によりまして、これらを動かしていただくと

いうことを私ども会議では切に願っている次第でございます。以上でございます。

（竹中議員） ありがとうございました。石原大臣から御発言をお願いいたします。 

（石原臨時議員） 担当大臣といたしまして、宮内議長はじめ総合規制改革会議の委

員の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思いますし、また今日は、経済財政諮

問会議でこの問題をお取り上げいただきましたので、経済財政諮問会議の議員の
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先生方におかれましても、バックアップを心からお願い申し上げます。 

重点６項目を宮内議長の方から御説明いただきましたが、坂口大臣、遠山大臣、

亀井大臣と３大臣に関連するものでございますので、６月には私、３大臣のとこ

ろにお訪ねをさせていただきまして、大臣折衝を含めて精力的に取り組んでまい

りますので、御協力をお願い申し上げます。 

それと 後でございますが、鴻池大臣もおいででございますが、６月は規制改

革集中受付月間といたしまして、特区と全国規模での規制改革の要望を同時に受

けるということにしておりますので、宮内議長の中にも特区でというお話もござ

いましたので、鴻池大臣と連帯いたしまして、規制改革を加速していく所存でご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

（竹中議員） 鴻池大臣お願いいたします。 

（鴻池臨時議員） 先ほど宮内議長から御説明がございました事項のうち、医療分野

への株式参入につきましてでありますけれども、厚生労働省内におきまして、そ

れプラス高度先進医療分野に限定するように動きが見られておるわけであります。

公式の席で木村副大臣や大塚審議官の発言が特に目立っておるところであります。

しかしながら、高度先進医療の分野については、既に特定療養費制度の対象とし

て保険診療と自由診療の併用が幅広く認められている分野であり、仮にこの分野

を自由診療に限って株式会社参入を認めたといたしましても、対等な競争条件が

確保されないため、実際に新規参入できるような事業者は想定しがたいわけでご

ざいます。むしろ、自由診療分野に限定した場合のニーズは、検査専門病院や歯

科など高度先進医療以外の分野にあり、この分野に進出する道を閉ざすと、総理

の御決断、また厚生労働大臣の御同意で決定されました特区における医療分野の

株式参入が全く無意味なものとなる可能性がございます。 

また、構造改革特区推進本部の決定で地方公共団体等から意見を聞き、６月中

に成案を得るとなされているにもかかわらず、厚生労働省はどのような場でどの

ような検討がなされておるのか全くオープンにされておりません。そこで厚生労

働大臣にお願いでございますけれども、６月の「基本方針2003」の取りまとめま

でに、２月27日の構造改革特区推進本部決定どおり、自由診療の分野以外の条件

を一切つけない成案の取りまとめをしていただきますように、リーダーシップの

御発揮を心からお願いを申し上げるところでございます。 

続きまして、先ほどの宮内議長のお話に敷衍をいたしますが、混合診療の解禁

につきましては、高度な医療サービスを求める患者ややる気のある病院の双方が

大変喜ぶ規制改革でございます。宮内議長の御指摘どおり、現行の特定医療制度

の拡充ではなく、一定レベル以上の医療機関単位で保険診療と保険外診療の併用

を現場のニーズに合わせて包括的に認める制度は、まずは特定の病院でやってみ

るということから特区制度になじむものであり、全国措置又は少なくとも特区で

直ちに実施すべきものであると考えます。また、混合診療が認められました場合

には、株式会社経営の病院もその対象となるようにすべきであると思います。以

上でございます。 
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（竹中議員） ありがとうございました。民間議員から御発言がございます。奥田議

員どうぞ。 

（奥田議員） 私から規制改革について申し上げます。ペーパーはございません。ア

クションプランとして先ほど宮内さんからお話がございましたが、12項目ござい

まして、そのうち６項目につきましては、諮問会議としても同じように重点項目

と位置付けておりますが、宮内議長はじめ関係の方々がこの12項目につきまして、

粘り強く折衝いただきまして、私どもとしては大いに感謝申し上げております。 

いずれにしろ、規制改革というのは内需拡大と雇用の創出に大きな期待の持て

る、私としては今考えられる唯一の分野であると、そういうことを我々は理解を

しなきゃならないというふうに思っております。今、口を開けばみんな内需拡大

だ、内需拡大だと言いますが、規制改革なくして内需拡大というのはあり得ない

のであって、どうしても規制改革をやらないと内需拡大は増えないと、そういう

ことを我々は理解すべきだと思います。 

それから混合診療の点につきまして一言申し上げたいんですか、患者ニーズに

応じて診療を行うわけですが、日本の医療産業の発展が期待されるだけでなくて、

公的な医療保険の守備範囲の見直しと併せて推進することで公的医療費の抑制に

寄与するために、社会保障改革の 重要課題として積極的に推進すべきであると、

このように思います。 

それから 後に一言申し上げますが、この総合規制改革会議は、今年度の 終

年度は来年の３月で終わると、そういうふうに聞いておりますが、今後より一層

経済活性化の 重点政策として位置付けまして、政府として積極的に推進してい

く必要があるので、経団連も発表いたしましたが、５月20日に規制改革プログラ

ムというものを公表いたしました。民間人を主体に改革志向の高い人を集めて、

強力な推進組織を継続して設置すべきであると、このように考えておりますので、

ぜひ御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

（竹中議員） それでは、先ほどの重点６項目の担当大臣に御出席をいただいており

ますので、よろしくお願いいたします。亀井大臣、遠山大臣、坂口大臣の順でお

願いできればと思います。 

（亀井臨時議員） それでは農林水産省です。資料をごらんいただきたいと思います。 

まず、株式会社一般による農地の取得の解禁でございます。株式会社の農業参

入につきましては、一昨年３月の農地法改正によりまして、農業生産法人として

株式会社形態を導入して、この２年間で既に42社の株式会社が出現しております。

そのうち過半は農業外の民間企業が農業に参入をしたものであります。資料にも

ありますとおり、食品・飲料メーカー、農産物販売会社等が16社、建設・運輸・

観光業者等が６社。また、これに加えまして、本年４月から株式会社一般につき

ましても、農地貸付方式による農業経営を認める構造改革特区制度を創設したと

ころであります。第１弾、第２弾の認定におきまして、全国45市町村を対象とす

る計16件の特区で株式会社一般の農業参入が実現することとなったところであり

ます。 
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このように、農業分野ではいろいろな議論がある中で、既に大幅な制度改革に

取り組み、農業外の株式会社にも門戸を開いているところでありまして、しかも、

これらの改革をこの２年間という短期間に実現したところであります。また、農

地法による耕作権の保護の仕組みや実例から見て、現行特区制度の貸付方式によ

って安定的な農業経営が可能であるわけでありまして、特区を含めた現行制度に

おいて、真に農業経営を行いたいとする株式会社の要望には十分応え得るものと

考えております。 

一方、仮に株式会社一般の農地取得を容認した場合、株主の意向による経営方

針の変更や、経営中止に伴う農地の遊休化や不適切な利用が排除できないなど弊

害の方が大きいのではなかろうか。農地を農地として活用し、総生産の増大、地

域の維持を図るためにも、これまで導入した仕組みでの株式会社の農業参入が適

当であると、このように考えております。 

先ほども奥田議員からもお話のとおり、真に農業を経営すると、そういう中で

雇用の創出と、こういうものが直ちに可能にもなるわけであります。いずれにせ

よ、今後は現行の特区制度の実施状況に基づく効果、あるいは影響等の十分検証

が必要であると、このように考えておりまして、特区制度共通のプロセスにのっ

とり、特区で認められた農地貸付方式の全国適用の可否を検討していく所存であ

ります。以上であります。 

（竹中議員） 遠山大臣お願いします。 

（遠山臨時議員） 御提案の点に直接お答えいたします前に、「教育の構造改革」と

いうパンフレットがございますので、ちょっと御説明したいと思います。 

我が省としましては、教育の構造改革ということで大きく取り組んでいるわけ

でございまして、これは「画一と受身から自立と創造へ」ということで、昨年の

夏に、「人間力戦略ビジョン」を出したのと同じ発想ででき上がっております。

これまで小学校から中学校、高校、大学という、それぞれの学校段階における改

革の目標はあったわけでございますが、今、小学校から大学までを通じて大きく

構造を変えようとしているのがこの考え方でございます。 

左右にお開きいただきますと、「いま求められる教育の構造改革」ということ

で、４つの理念を掲げております。１つ目が「個性」と「能力」の尊重、２つ目

が「社会性」と「国際性」を養うという点、３つ目が「選択」と「多様性」の重

視ということで、多様性を重視し人々が選択をしやすくするという点。そして４

つ目がそれぞれの学校、小学校から大学に至るまで「公開」と「評価」を行う、

という４つの理念で進めております。 

更に開いていただきますと、それぞれの項目の中でどれだけいろいろな改革を

やっているのかということを書いております。これは単なる代表例でございまし

て、このほかにも膨大な政策をやっているわけでございます。これらはすべて小

泉内閣が発足した後の政策でございます。例えば、「個性」と「能力」というこ

とで、一人一人の能力をしっかりと伸ばすために習熟度別指導を実施しています。

また、地方のいろいろな工夫を伸ばすということで、例えば、３つ目の「選択」
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と「多様性」のところにありますように学級編制の弾力化というシステムの改革

を進めているわけでございます。法改正、政策の立案、予算上の措置、それらを

全部動員いたしまして、小・中・高等学校段階から高等教育段階まで大きく進め

ているところです。高等教育については、例えば、今、国立大学の法人化という

ことで改革を進めております。13万人の国立大学の教職員が非公務員型になると

いう大改革でございまして、これは我が国大学の１世紀の歴史の中でも初めての

大きな改革でございます。「教育の構造改革」につきましては、総理にも御説明

申し上げまして、しっかりやってほしいというお言葉をいただいているわけでご

ざいます。 

このように、大きな展望を持って構造改革を進めている中で、私といたしまし

ては、総合規制改革会議が提起されている点にもしっかりと取り組んできたとこ

ろでございます。 

資料をお開きいただきますと、これまで私どもが対応してまいったことが書い

てございますけれども、１つ目は、株式会社等の学校設置について、特区におけ

る実現を図ることといたしまして、現在法案が審議中でございます。 

それから、公設民営についてお話がございましたけれども、現在、公私協力方

式を推進いたしております。また、本年度から不登校児童生徒のための適応指導

教室の民間委託を認めることといたしました。公立学校におきます公教育の水準

を担保いたしますためには、設置者であります地方自治体が責任を持って学校を

管理運営するという設置者管理主義というものが基本になってございます。した

がいまして、公立学校の管理運営を包括的に委託することは難しいと思いますけ

れども、民間委託が可能な範囲について、現在、中央教育審議会において検討し

ていただいているところです。 

それから、２つ目の幼稚園・保育所の一元化の問題です。幼稚園と保育所はそ

れぞれ異なる目的、役割を持つ施設でございますが、共用化指針の策定など、両

施設の連携を推し進めるとともに、多様なニーズに応えますために様々な工夫を

行ってきております。厚生労働省ともしっかりと連携をしながらやっているとこ

ろでございますが、その点、地方において多様な幼保一体化施設の取組が既に展

開されております。特区におきましても、３歳未満児入園、幼保合同活動を実現

したところでございまして、今後とも資格の相互取得の促進方策の検討などを進

めてまいりたいと存じます。 

今日は重点項目に絞って御説明いたしましたが、教育改革の成果といいますも

のは、５年後、10年後に出るわけでございまして、今の私どもの進めている大き

な構造改革の成果は、必ずや５年後、10年後には出てまいるという信念を持って

おります。よろしく御理解をいただきたいと存じます。 

（竹中議員） 坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） 今日は理性をちょっとかなぐり捨てて思ったことを言わせていた

だきますからお許しをいただきたいと思います。 

今日は、６項目を挙げていただいておりますが、４項目が厚生労働省のことで

 9




平成 15 年第 11 回 議事録 

ございます。宮内議長は大分厚生労働省にうらみがあるようでございますけれど

も、思ったことを言わせていただくのでお許しをいただきたいと思います。 

規制改革は、この内閣の重大な方針でございますし、それはやり遂げなければ

ならないと私たちも思っているわけでございます。また、年度末、３か年計画決

定をしてまいりましたし、構造改革特区でも基本方針を決定するなど、その都度

閣議決定を行ってきたところでございます。私は経済財政諮問会議は、その屋上

屋を重ねるのではなくて、大方針をここでひとつお出しをいただきたいというふ

うに思っております。 

例えば、挙げていただきました中の幼保一元化にいたしましても、あるいはま

た薬局のお話にいたしましても、それは私たちも進めたいというふうに思ってお

りますが、これを進めたから経済の活性化になるかと言えば、そうではないわけ

でありまして、これは保育所と幼稚園の一元化をやりますと、地方自治体の行政

改革にはなると思っておりますが、これで経済の活性化が起こるわけではないと。

また薬局の問題については、薬局がつぶれてコンビニが繁栄するかもしれないけ

れども、それ以上のことではないと私は思っております。やらないということを

申し上げているわけではなくて、私はやることはやるということを申し上げた上

で申し上げているわけです。私はむしろ平沼大臣のところが産官学でいろいろお

やりをいただいて、もう800にも上る新しい方向の起業等の立ち上げをしていただ

いているわけであります。少なくともその中の100なら100を選んで、そしてその

ためには一体どういう規制改革が必要なのかということをやって育ていくという

ようなことの方がメリットがある。今、規制改革をやらなければならないときに、

もう錆びついて動かなくなったところを少々変えたって、それは動かないという

のが私の意見でございます。ただし、初めに申しましたように、やらないという

ことを言っているわけではございませんで、やらなきゃならないところはやる。

しかし難しいところは難しいと、こう申し上げているわけでございます。以上で

終わりでございます。 

（小泉議長） 冷静だったじゃない、理性的だよ。 

（竹中議員） それでは、時間が大変限られておりますが、特に御発言のある方、い

らっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。先ほど石原大臣、鴻池大臣等

の話もありましたように、また宮内議長のお話にもありましたように、時間が迫

る中できちんと決めていかなければいけないという段階であろうかと思います。

それぞれの立場があるかと思いますが、石原大臣のところ、それと総合規制改革

会議を中心に重点項目の調整をしっかりと進めていただいて、鴻池大臣に御尽力

いただいている特区での医療分野への株式会社の参入をどうするか等々も含めて、

これは６月に取りまとめる「基本方針2003」に織り込まなければいけないという

ふうに思っておりますので、それぞれの担当におかれまして、より一層の御努力

をお願いしたいというふうに思います。構造改革特区の提案募集と全国規模での

規制改革要望を同時に受け付ける６月の「規制改革募集受付月間」、石原大臣が

おっしゃったものですけれども、これを通じて規制改革の更なる推進をぜひとも
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図っていただきたいというふうに思っております。この規制改革について、総理、

御発言をお願いいたします。 

（小泉議長） 今お話を聞いたように、やるべきことをやっていかなければならない

と思っております。特区で大分進んでいますけれども、特区でできること、これ

は更にあると思います。本日議論した事項、みんな重要なものばかりであります

ので、できるだけできる方向に向けて一層各大臣の調整を進めていただきたいと

思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それではひとつよろしくお願いいた

します。石原大臣、鴻池大臣、宮内議長どうもありがとうございました。 

（規制改革担当大臣、構造改革特区担当大臣、宮内議長、退室） 

○国と地方のあり方の改革について

（竹中議員） それでは、引き続きですけれども、「国と地方のあり方の改革」の議

題に移りたいと思います。「三位一体改革」につきましては、８日の諮問会議に

おきまして、いわゆる「検討の場」を設けて、その検討状況は随時、諮問会議に

御報告いただくということになっております。 

それでは、本間議員からまず「検討の場」、各省の次官レベルで行っているわ

けですけれども、それの検討状況について御報告をお願いいたします。 

（本間議員） それでは御報告させていただきます。「三位一体の改革」につきまし

ては、総理の御指示の下、いわゆる「検討の場」を中心に現在鋭意調整を行って

いるところであります。今後更に精力的に調整を進める必要がありますが、その

際、留意すべき事項を簡単に私の方から申し上げたいと思います。 

第一に、「三位一体の改革」で達成される姿、形をできるだけ定量的、マクロ

的に示すとともに、改革工程を明確に示し、具体的な改革作業をリードしていく

ということが必要であろうと思います。 

第二に、補助金の削減を本格的に進めるためにも、所要の税源移譲を行うこと

が必要であると考えます。また、税源移譲に伴い、財政力格差を調整する必要性

は高まります。したがって、補助金の削減、税源移譲、地方交付税の改革の３つ

は、まさに三位一体でありまして、これに沿う内容としての改革案をつくること

が必要だと思います。 

第三に、国庫補助負担金については、関係大臣に更なるイニシアティブを発揮

していただき、大胆な廃止・縮減等を決定する必要があります。また、「改革と

展望」の期間中に達成を目指す補助金改革の規模を示す必要があると考えます。 

第四に、税源移譲については、移譲割合の目安を示すことが必要と考えます。

私は個人として、廃止する補助事業のうち、地方が精査をした後、主体となって

引き続き実施することが必要と判断される事業については、一般財源化による効

率化効果も踏まえつつ、当該事業の補助金の７割ないし８割程度を移譲すること

が適当と考えています。また、先日の税源移譲に関する塩川大臣の政治家として

の御発言は極めて重要なものと認識しております。 
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後に、地方交付税の改革については、財源保障機能の縮小の観点から、歳出・

歳入両面にわたる地方の自助努力を求めることにより、地方財政計画の歳出規模

を削減することなどが必要であると考えます。同時に、財政力格差を調整する必

要が高まることを踏まえれば、新たな財政調整の対応が必要になってくると考え

ております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、「事務・事業の見直しと国庫補

助負担金の廃止・縮減等」という点に関しまして、担当の出席の大臣からお願い

を申し上げます。亀井大臣、谷垣大臣、扇大臣、遠山大臣、坂口大臣、よろしく

お願いいたします。 

（片山議員） すみません。今の本間先生の御発言で、私はかなり異論がありますけ

どね。それは後でまとめた方がいいですか。 

（竹中議員） まとめて御議論いただきたいと思います。 

（片山議員） 今ですか、後ですか。 

（竹中議員） 後で御議論いただきたいと思います。亀井大臣お願いします。 

（亀井臨時議員） それでは、資料をご覧いただきたいと思います。５月９日の閣僚

懇談会におきまして、総理より指示を受けまして、「国から地方へ」の観点から

対応可能な見直しを 大限検討するように指示したところでありまして、その検

討結果を御説明申し上げます。農業委員会の改革に具体的に取り組むよう、「改

革の工程表」に従って今取組を進めております。次期通常国会に向け、農業委員

会等に関する法律の改正の検討作業にも着手したところでございます。 

右側のところ、見直しの内容についてでありますが、活動の重点化や任意業務

の見直しを行うとともに、市町村の立地条件や市町村合併に対応した必置基準面

積の大幅な引上げや、農業委員定数の見直しなど組織のスリム化を行うこととし

ております。 

交付金の一般財源化につきましては、農地法等の業務の全国的な統一性と実効

性の確保、独立の行政委員会としての独自の財政基盤の確保の観点から、困難と

考えています。しかし、今後、組織のスリム化等に沿って、交付金の縮減を検討

することとしております。 

協同農業普及事業並びに林業普及指導事業、水産業改良普及事業につきまして

も、資料の２ページにございますが、次期通常国会への提出に向け、農業改良助

長法の改正、この検討に着手をしたわけであります。さらに、革新的技術・経営

方式の普及と地域農業のコーディネートに事業を重点化するとともに、普及職員

の資質の向上を図るほか、地方の自主性を尊重し、普及センターの必置規制の廃

止など必置規制の大幅緩和や組織のスリム化を行います。 

交付金の一般財源化の件でございますけれども、国と都道府県とが協同して行

うという普及事業の必要 低限の水準を維持するための財政的裏付けであること

から、一般財源化は困難と考えております。しかし、今後、組織のスリム化に沿

って交付金の縮減を検討します。 
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このほか重点検討項目として、市町村事業等に係る国庫補助負担事業の原則廃

止・縮減が挙げられていますが、農林水産関係の公共事業については、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に、国の責務として実施する必要があり、事業の一部につ

いては、天候、地勢等地域ごとに異なる条件の下で、事業の効率的実施を図るた

めに市町村を事業主体としています。このように、国の責務を果たすためにも、

市町村への国庫補助負担事業を一律に廃止・縮減するのは困難であります。しか

し、国の役割重点化等の観点から、採択基準の下限額の引上げ等により、真に必

要な事業に重点化し、平成16年度予算に反映していくこととしております。以上

であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。谷垣大臣お願いいたします。 

（谷垣臨時議員） 資料の 後のページをご覧ください。警察では、今年を治安回復

元年というふうに位置付けまして、世界一安全な国日本の復活に向けて全力で取

り組んでいるところでありますが、特に交通の分野では、今年の初め、小泉総理

から今後10年間で交通事故死者数を更に半減するという目標をお示しいただいた

ところでありまして、私どもは、この御指示を重く受け止めまして、総力を結集

して総理の目指される道路交通に関し、世界一安全な国日本を何としても実現し

たいと考えております。 

目標達成の手段というのは、この矢印にございますように２つでございます。

１つは、信号機、道路標識などの交通安全施設の整備でありますし、もう１つは、

酒気帯び運転等悪質危険な違反に重点を置いた交通違反取締り、この２つが警察

にとって欠くことのできない重要なツールでありまして、この２つを推進してい

く上で、交通安全対策特別交付金制度はなくてはならない制度であるというふう

に考えております。 

この制度は罰金に代わる制裁金である交通反則金を交通事故発生件数等に応じ

て各都道府県に配分することによりまして、財政力の弱い小さな県であっても、

交通事故抑止効果の高い交通施設の整備を安定的に行っていくことを可能にして

いる制度であります。 

それから取締りの面から申しますと、反則金を取締りを行っている都道府県で

はなくて、国の収入としておりますことから、取締りに当たる警察官は、税金の

ためにやっておるんだろうということに対しまして、反則金は国庫に入るもので、

取締りは反則金収入の確保のために行っているものではなくて、事故を防止する

ために行っているという説明をすることによって国民の理解を得ることができて、

取締りの公正性に対する国民の信頼の確保に大きく役立っている制度であります。

また、この交付金は、他の補助金と異なりまして、採択基準の設定とか、箇所

付けなどは行っておりませんで、国の取り分もございません。客観的な配分基準

に基づいて、その全額が地方に交付されているところでございますので、この実

態を踏まえまして、例えば、８県の知事のよる緊急アピールでも、地方の自主的

な行財政運営を何ら阻害しているものではないと指摘いただいているところであ
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ります。どうぞ死者半減目標の達成にかける私どもの決意をお汲み取りいただき

まして、この制度の必要性について御理解を賜らんことをお願い申し上げる次第

でございます。 

（竹中議員） 扇大臣お願いいたします。 

（扇臨時議員） もう大体私はいつも申し上げてあることですから細かいことは申し

ません。一応資料を持ってまいりましたので見ていただきたいと思います。１枚

紙でございますから、ちらっと見ていただければわかると思います。 

これは補助金の充実ということで、市町村の補助金の原則廃止ということで、

統合補助金を充実していこうということで、自動車重量税の移譲の話もこの間い

たしました。そのときにも地方に930 億円という臨時のものを、これは片山大臣

が御存じですから重ねては申しませんけれども、これも特別にやったことですし、

また、この表を見ていただいたらわかりますけれども、左、現状でございます、

「重点的に推進すべき項目」、１つ１つその事業に対する国費と地方費の割合と

いうものを決めておりましたけれども、今度はそうではなくて、個別の事業ごと

の国費と地方費の割合というものを固定しないように運用改善を図っていくとい

うことでございます。既に事務的にも御報告しているとおり、着実に進めている

ということです。今、また三位一体というお話がございまして、地方を元気にす

るということは本当に大事なことだとは思っておりますけれども、国から、ある

いは国民から預かった貴重な財産を何もしない地方公共団体にも機械的に配分す

るということになることだけは注意しなければならない。 

これはこの間、閣僚懇でちらっと申しましたので覚えていてくださる閣僚もい

らっしゃると思いますけれども、例えば、愛知県のＡという村では、人口わずか

200人しかいないんですね。けれども、それでもそこへは４億円のお金が行くわけ

でございます。４億円の地方交付税がいきますと、村民一人当たり200万になるん

です。ところが、４億円配分してみたら、２億円というのがその村の村長さん等

の特別職のお金に使われていると。そして２億円のうちの１億円は議員のお金に

使われてしまっている。例えば、高島平団地というのは２万人いるんです。あそ

こでは地方交付税はゼロですから、逆にこういう格差が起きるということだけは

気をつけなければいけない。ただ機械的に配るということは、逆に不公平になる

ということだけは念頭に置いておいていただきたいと思います。 

そういう意味で我々は、この三位一体で地方交付税廃止等々のお話は結構です

けれども、逆に格差を生じないようなことに心を配らなければいけないというこ

とだけ１点申し上げておきます。 

それから今、本間議員から塩川大臣が個別の税目を出されたことは大変結構だ

というお話がありましたけれども、私は塩川大臣に忘れないでいただきたいと思

います。それは御存じのとおり、一昨年の暮れに揮発油税、重量税のことで散々

皆さんと話し合って、与党三党とも既にこれは決着して、なおかつ、この国会で

「道路整備費の財源等の特例に関する法律」という法律を３月28日に通したとこ

ろなんです。これは５年間延長しようということで総理にも御報告して、去年の
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末に重量税の地方への税源移譲ということを既に先駆けて実施するということで

決着しておりますので、今、本間議員がたまたま塩川大臣が個別の税目のことを

挙げて、これはいいことだとおっしゃいましたけれども、ほかのことは忘れてい

ただいても、これだけは忘れないでいただきたいことを、今重ねて本間議員がお

っしゃいましたので、ぜひその辺のところはお願いしたいと思います。 

（塩川議員） 使途を言っているんですからね、間違わないように。使途を地方道路

に専用で使ったらどうだと言っているんです。 

（扇臨時議員） そうおっしゃいますと、一言言わなきゃいけなくなっちゃうので、

じゃ、東京都は昭和21年に都市計画をして、今はわずか57％しか都市計画が達成

されていない。１軒が立ち退かないというために、道路が全部詰まっているとい

うこともあるんです。ですから、その辺のところをこの間御視察になったようで

ございますから…。 

（塩川議員） 何でかといったら理由がつかないんですよね。僕は行ってきたんです

よ。 

（扇臨時議員） その辺のところは、私どももそれをするために道路計画を達成した

ところというのは公表することにしています。ですから、そういう意味では、時

間管理概念というのを入れようと本間議員が先ほどおっしゃいました。時間を入

れなさいということで完了期間宣言というものをしておりまして、東京都、横浜、

大阪で28路線を完了期間宣言をやっておりますので、その意味では今塩川大臣が

おっしゃった、きちんと使うという意味は完了宣言で見ていただけると思います。

（竹中議員） ありがとうございました。遠山大臣お願いします。 

（遠山臨時議員） 今回、総理から重点的に検討するよう御指示がありましたものの

うち、特に義務教育費国庫負担制度につきましては、昨年来、この経済財政諮問

会議におきまして、十分御説明してまいりました。その前提に立ちまして、昨年

の12月には、平成15年度予算編成に当たりまして、義務教育費国庫負担金の取扱

いについて、資料１のとおり、総務、財務、文部科学の３大臣より合意がなされ

たところでございます。その内容は、「国と地方の基本方針」にも盛り込まれま

して、政府全体の方針とされたところです。 

資料２に文部科学省としての対応をお示ししております。これで御覧いただき

たいと思いますが、この３大臣合意、それから「国と地方の基本方針」に沿って、

制度の見直しについて他省庁に先駆けて積極的に取り組んでまいったところでご

ざいます。既に平成15年度の措置といたしまして、本年３月に法律を改正し、教

員の手当のうち、共済費長期給付と公務災害補償に係る部分、約2,200億円を一般

財源化したところでございます。実はこの法律を通すための衆・参の委員会にお

きまして、私は野党の議員から厳しい批判を受けました。義務教育という憲法上

の要請があるのに、こういう部分的なものを一般財源化するというのは一体何事

だという厳しい批判を受けながら、法律を成立させたわけでございます。その際、

与野党の合意によって全会一致で、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める附帯

決議がなされたところです。今回、唯一、我が省だけが法改正までして協力した
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わけでございまして、憲法要請という大変重い課題について、私は十分協力をし

たというふうに自己評価をいたしております。 

その際、同時に学級編制や教職員定数の弾力化によりまして、地方の自由度を

大幅に拡大いたしました。 

また、平成16年度に向けても次のとおり取り組むこととしております。１つ目

は、目下、国会審議中の国立大学法人法の成立とともに、公立学校教員給与の国

立学校準拠制を廃止いたしまして、地方の判断で給与水準を決定できるよう制度

を改正いたします。また、国庫負担金を定額化いたしまして、地方の自由度を拡

大すること等について検討中でございます。私どもとしましては、国が細々とし

たことを定めるのではなくて、義務教育について 低保障をやるという姿勢でご

ざいます。それは財源の話だけではなくて、教育内容についても、そのような姿

勢で大きな教育改革をやっております。 

私といたしましては、この資料２「文部科学省の対応」の上から２番目、３番

目、４番目の「○」にあるような内容こそが地方分権そのものであると考えてい

るわけでございます。さらに、平成18年度末までに義務教育費に係る経費負担の

在り方について検討することといたしております。中央教育審議会において、現

在進められている教育改革の中で、義務教育制度全体の在り方の一環として検討

を行うこととしております。我が省といたしましては、義務教育についての国の

役割と責任はきちんと果たしていく必要があるという基本的な考えを持って、引

き続き３大臣合意、そして先ほどの基本方針に沿ってしっかりと対応してまいる

考えでございます。 

（竹中議員） 坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） 地方分権のお話は極力私たちも協力したいというふうに思ってお

りますし、これは財源と仕事、これは同時にぜひそうしなきゃならないというふ

うに思っております。ただ、私たちの考え方がございまして、これだけ御理解を

いただきたいというふうに思います。今、国が手がけ始めて、これから地方をリ

ードしていかなきゃならないような分野は今しばらく国にやらせてほしい。しか

し、ずっと今までやってまいりまして、十分に地方がそれでやっていける分野に

ついては、私は地方に委ねていいというふうに思っております。今、挙げていた

だいておりますものの中に保育所の問題があるわけでございますが、保育所を含

めて少子化対策というのはまだ緒についてばかりでございまして、今なかなかや

ってくれないところも一生懸命にこちらでリードしてやっております。ここはし

ばらくもう少し我々の方でやらせてもらいたいというふうに思っておりますが、

ほかに出さないのかとしかられるかもしれませんので、変わるべきところは倍に

して出せと、こういうふうに今言っているところでございまして、出すようにし

たいというふうに思います。 

ただ、私どもの方は、そうは言いますものの、地方はあんまり欲しがらないも

のが多いんですね。手間ひまかかるし人件費はかかるし大変なものが多いもので

すから、そうそう欲しいと言っていただけないきらいはございますけれども、今
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まで既に経過して済んだもの、かなりでき上がったもの、これはできるだけ分権

化していくということでやらせていただきたいというふうに思います。そういう

ちょっと振り分けをぜひお許しいただけたらありがたいということでございます。

（竹中議員） ありがとうございます。補助金の問題については、ちょっと本間議員

から補足的な説明をいただきまして、その後、片山大臣にお願いします。 

（本間議員） 古川官房副長官の下、「検討の場」で補助金削減・効率化に向けての

議論をしてまいりましたので、その点を簡単にご紹介をしつつ私の意見を述べさ

せていただきたいという具合に思います。 

まず、厚生労働省、文部科学省に対してでありますけれども、保育所と幼稚園

の問題については、社会構造、就業構造の著しい変化等、時代が変わったという

認識の下、両制度の目的、沿革を乗り越えて児童の視点に立って見直していくこ

とが重要ではないか。そのような認識の下、ゼロ歳から６歳までの就学前の児童

を一体としてとらえ、地域において、児童を総合的に育む観点から、地方の判断

で児童の成長段階に応じて保育・教育等のニーズに的確に応えるサービスの提供

ができるように、大所高所の立場から制度を抜本的、総合的に検討すべきではな

いか。保育士と幼稚園教諭の資格についても、双方の素養を身に付けた指導者が

求められている現在、資格を区分すること自身が無意味になりつつあり、一体化

すべきである。 

厚生労働省に関しまして、保育所運営費負担金については、地方の多様な取組

が可能となるよう見直しを行うべきである。保健所長の医師資格要件については、

15年度末に向けての検討会での検討の方向性を早期に明確にすべきである。保険

制度、サービス水準の見直しについては、増大する社会保障分野の補助負担金の

抑制等に向けて医療、介護、福祉の各分野において、大胆な改革を早急に進める

ため、給付水準の見直しなど各種の改革の具体的方策、時期等を明確にすべきで

ある。 

文部科学省につきまして、義務教育費国庫負担制度、教員給与の一律優遇の見

直しについては、昨年末の３大臣合意から更に進め、事務職員・栄養職員の一般

財源化や定額化・交付金化の具体的な方向など踏み込んだ案とすべき。また、一

般財源化を含む義務教育費国庫負担金全体の検討についても、３年かけるのでは

なく、早期に結論を得るべく努力していただきたい。学級編成の基準の設定権限

等の県から市への権限移譲については、早期に具体的な結論を得て、実施に移す

べきである。 

国土交通省につきまして、市町村事業等に係る国庫補助負担事業の原則廃止・

縮減については、基本方針に沿って、①見直し案の具体化、②更に思い切った内

容の見直しを実施すべき。特に、補助金の採択基準の引上げをより大幅なものと

すべきである。事業主体としての国と地方の役割の明確化については、直轄事業

負担金に係る見直しについて、より具体化を図るべきである。 

農林水産省に関しまして、農業委員会や普及事業は、制度創設後、半世紀を経

た農林水産業の現況において、どのような効果をもたらしているか疑問である。
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この機会に、制度の根幹に遡った抜本的な見直しを行うべきである。必置規制の

撤廃、交付金の一般財源化等について、十分検討を行った上で、見直しの具体的

方策・時期等を明確にすべきである。市町村事業等に係る国庫補助負担事業の原

則廃止・縮減については、基本方針に沿って、①見直し案の具体化、②更に思い

切った内容の見直しを実施すべき。特に補助金の採択基準の引上げをより大幅な

ものにすべきである。 

警察庁に関しまして、交通安全対策特別交付金については、交付金の使途が交

通安全に関するものに限られていることを含め、制度の概要の周知・説明と適正

な取締りの実施により取締りへの信頼の確保を図りつつ、国から地方への視点に

立って地方財源化に向けて見直しを行うべきである。 

各省庁につきましてお願いでございます。各省庁の御意見は十分に聞いておる

わけでありますけれども、国庫補助負担金の廃止・縮減については、現在の検討

状況では不十分でありまして、更に踏み込んだ検討をお願いいたしたいと思いま

す。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。言うまでもありませんけれども、三位一体

全体をどのように進めるかという問題と、その中で特に国庫補助負担金の廃止・

縮減等をどのように進めるかという個別の問題と双方が提起されております。 

それでは議論をしていただきたいと思います。片山大臣お願いします。 

（片山議員） 補助金につきまして、古川副長官のところで３省庁の事務次官と本間

先生が大変頑張っておられることは私もよく聞いております。そのことについて

は敬意を表したいと思います。 

そこで冒頭、本間先生から発言がございましたが、幾つか気になることの１つ

は、三位一体の姿を数量的に表す、数値目標化するという点。できればいいけれ

ども、これをやると、私はマイナスの方が大きくなると思います。これは簡単に

できませんし、仮に行ったとすれば、マイナス面が大きいのではないかと。例え

ば補助金を６兆円なら６兆円削減するとか、税源移譲６兆円だとか打ち出しても

私はなかなかできないと思う。これはフィードバックというのか、進めながらあ

る程度固めていくという方式の方が適当ではないだろうかと、このように思って

いることがまず１つ。 

それから補助金を廃止した場合に、その七、八割は税源移譲する。この七、八

割には根拠がありません。これは検証が必要です。今の多くは法令や通達などで

国により地方の仕事が義務付けられておりまして、この義務付け以外、補助金で

また義務付けている。だから、この七、八割というのは、検証してみないと私は

なかなか納得が得られないのではないかと、このように思います。 

それから交付税について、よく財源保障機能と財政調整機能といいますが、こ

んなものを分けられるわけがない。ある一定の行政水準を行うためにお金がかか

る。税がこれだけ入ると、その差が交付税になるので、たくさん交付税が配布さ

れている場合には財政調整が大きくなっている。小さいときは小さくなっている。

そういう意味ではこの二つは一体でございまして、結局、財源保障機能を縮小
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するということは、全体の交付税を縮小しなければならない。したがって、税源

移譲しないと全体の交付税も縮小しませんし、財源保障機能も縮小しない。分け

られないのです。これは法律上もそうなっているのです。頭の体操としては、財

源保障機能とナショナルミニマムというのでしょうか、それから税がたくさんと

れるところ、小さいところ、財政調整機能と、こういうことですが、交付税が大

きくいくところは財政調整機能が大きく働いているので、少ないところは少なく

働いているだけで、いずれも財源保障なのですよ。そこのところはぜひ御理解い

ただきたいと思っております。 

それから税源移譲しますと、税収格差が開きます。東京や大阪とそうでないと

ころは。そこをどう縮めるか、まず交付税で対応するのが１つ。交付税はそのた

めにあるのですから、財政調整機能というのはそういうことですから。そこで対

応できないとすれば、国の負担金に差をつけるか、または税の分割基準で、例え

ば法人事業税などは都道府県に分けておりますから、分割基準をいじるとか、譲

与税の割合を変えるとか、いろんな総合的な手がありますから、別の仕組みをつ

くるとかえって、本間先生、複雑な形になると思いますので、以上３点、本間先

生にちょっと申し上げます。 

それから、各省に言わせていただきますと、農林水産省は、農業委員会や普及

事業は必置ではなくて選択制にしてもらいたい。特に小さい自治体については、

ぜひ選択制にしてもらいたいと思います。それから、交付金は本当は一般財源化

がいいのですが、御異論があれば一般財源に近い形にできるのかどうかを検討で

きるのかどうかということと、それから市町村事業に関する補助金は、原則やめ

ていただくということ。国土交通省も同じでございますが、小さな市町村まで何

で霞ヶ関で分けなければいけないか。事情は全然わからないと思います。わかる

とすれば市町村から詳しく説明しなくてはいけなくなります。ブロックの出先機

関でやるからといってもそこは権限が限定されている。ぜひひとつそれはよろし

くお願いします。 

次が国土交通省ですが、国土交通省も市町村分はひとつやめていただきたい。

これは大体同じ考えのようですが、扇大臣にお願いしたいのは、直轄事業負担金

はまだかなりある。これはやめられませんか。一方で直轄事業に地方から負担金

をとって、補助事業で地方に補助金を別に出している。大体額は似ているのです。

直轄事業の負担金をとるのをやめたら、補助金もやめて、それでどちらも額は同

じです。ちょっと御検討を賜れば大変ありがたいと思います。特に維持管理費の

直轄事業負担金は大変地方にも反発がありますので、御検討を賜ればと思います。

それから、愛知県のある村の話がありましたけれども、村が200 人でも義務教

育もやらなければいけませんし、上下水道をやらなければいけない、生活道路は

維持しなければいけませんし、消防もごみもやらなければいけないのです。だか

ら、そういうところは税がほとんど入りませんから交付税を配分するのです。そ

の交付税を小さいところほど優遇している段階補正というのがありましたので、

これを今見直しているのです。そこで小さな市町村は怒っているのです。「合併
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をやらせるために、兵糧攻めか」と言っていますけれども、そうではなくて、一

人当たりの一般財源は小さい方が得なのです。今の制度はそうなっている。仕事

をやらないのならいいのですが、義務教育でも何でも小さいところでもやるので

すから。恐らく何とか村というのは一度調べてみますけれども、問題があればぜ

ひ合理化いたしたい。高島平は地方団体ではありませんから、団地ですから、ひ

とつよろしくお願いします。 

（扇臨時議員） 人口の比率から言えば、国民一人に当ててあげる部分から言えば、

逆に不公平になるから、地方交付税もあるいは税源移譲するときにもきちんと、

何に使うかということも、公平になるようにしなければ逆に不公平になるという

ことを、やはり税源の配分を考えないといけないということです。 

（片山議員） それが大都市の議論だというのです。交付税は法律でその算定基礎が

決まっているのです。大都市は地方に配分し過ぎだと。地方は地方が全部大都市

を支えているじゃないかと。地方が子どもを育てても全部働くのは東京で年寄り

だけ残ると、こういう昔から大都市と田舎のそれぞれの理屈はあるのです。ひと

つそこは総合的に考えるべきだと思います。 

それから、文部科学省は３大臣の合意がありましたが、私は少し前倒しができ

ないのかという点と、事務職員と栄養職員の人件費は、遠山大臣どうでしょうか。

人件費の補助というのはやめた方が基本的にいいと思うのです。 

（遠山臨時議員） これはいずれも学校の基幹的な職員でございまして、教員と一体

になって仕事をしております。したがいまして、その給与費についても、義務教

育費国庫負担制度の中で考える必要がございまして、部分的なことはだめです。 

（片山議員） わかりました。また議論させていただきます。 

それから、警察庁の交通安全対策特別交付金は、どちらも大したことはないの

ですが、気分としては、一度国に入れて地方に配らなくても、そのまま地方に持

たせればいいというのが素朴な気持ちなのです。ところが、府県にすると、とに

かくノルマを課してたくさんとり過ぎてと言いますが、そんなことはしません。

これは極めて気分の問題なのですよ。手間だけかかっているのです。国に入れて、

また同じように分けているのだから。 

（谷垣臨時議員） なかなかこれが、酔っぱらいやなんか入ってきて、取締りして、

現場は苦労しているんですよ。 

（片山議員） それから厚生労働省に、また何か……。 

（坂口臨時議員） なかったら結構ですよ（笑）。 

（片山議員） これも必置規制的なことはやめていただくというのと、保育所の補助

金などは抵抗が強いですね。昨日8,000人集まったようですね。 

（小泉議長） そうそう。 

（片山議員） だから、何か知恵が出ないかと私は思っている。それから、今日も党

の会議がありましたら、誰かが今の坂口さんと同じことを言っていました。これ

から地方をリードするものは残してほしい、定着してかなり経っているものはや

めてもらって結構だと。生活保護だと、そんなものは幾ら……。 
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（坂口臨時議員） 生活保護はなかなか喜んでくれませんけれども、ほかで高齢者の

問題等は大体みんなできてきましたから、私は地方へ委ねるべきものは委ねても

いいと思うんですが……。 

（片山議員） そこを少し整理していただきたい。 

（坂口臨時議員） 整理します。 

（片山議員） 全部一般財源にするのが、地方にとっても特典はないのです。 

（坂口臨時議員） それはそうですね。 

（片山議員） 補助金で残した方がいいとか、交付金にした方がいいとか、一律論で

はないのです。個別に検討が必要です。ただ、必置規制というのは義務付けです

から、できるだけ緩和していただくことがすべてにいいと思います。以上であり

ます。 

（本間議員） 先ほどの点、よろしゅうございますか。 

（竹中議員） それでは、本間議員に全体のことを言っていただいて、それで各大臣

に御反論をいただきます。 

（本間議員） まず、片山大臣の御質問でございますけれども、交付税につきまして

は、基本的に全然差がないんだろうと思っております。補助金の削減と税源移譲

を組み合わせたら、各都道府県、市町村の状況に応じて収支状況に変化が生じま

すから、それについてきめ細かな対応が必要であると。その意味で財政調整的な

機能というものが重視されるような状況が結果として起こるだろうということを

申し上げております。 

それから、２番目の７割から８割という問題でありますが、これは私は改革派

と称される知事さんといろいろお会いする機会がございまして、その知事さんが

おっしゃるには、８割を移譲してくれたら十分だと。それは使い方も含めて非常

にやりやすくなるし、効率化される部分がありますから。 

（片山議員） それは都道府県のことですよ。都道府県の意見なのです。 

（本間議員） 基本的には、自由度が高まる点をどう考えるかということだと思いま

す。もう一つ 後のポイント。これは今、地方分権改革推進会議も御苦労されて

いますが、三位一体については神学論争に終始して、全くこの問題で進んでいな

いということを考えますと、規模とそれから工程表を明示することが必要だ。我々

は経済財政ですから、集中調整期間に何をやる、それから2010年超で何をやる、

2025年の高齢化のピークで何をやるということを念頭において、この議論を組み

立てておりますので、そこをてこにしながら進めていくということも、枠組みの

とらえ方としては必要じゃないかということを申し上げておきたいと思います。 

（竹中議員） 亀井大臣、失礼しました。 

（亀井臨時議員） 御指摘いただきました農業委員、あるいは普及員の関係、世界の

先進国で 低水準の食料自給率40％というのは大変恥ずかしい話でございまして、

これを何とかしなければならないわけであります。そういう面で先ほど申し上げ

ましたとおり、農業委員あるいは普及員の関連につきましては、いろいろのこと

を今私どもやっておりますけれども、この新技術、新品種の導入、そして食料自
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給率の維持・向上、こういう面でいろいろ進めなければならない課題もあるわけ

であります。選択制の問題につきましても、都道府県の判断で普及事業が行われ

ると、地域によっていろいろ差が出てくる等々の問題があろうと思います。御指

摘は御指摘として、いろいろな見直し、必置規制の廃止だとか、その緩和だとか、

手当の抜本的な見直しだとか、組織のスリム化だとか、いろいろ先ほども工程表

のことをお話し申し上げましたが、これに示した方向に沿って進めてまいりたい

と思います。 

（片山議員） 市町村の農業委員会がなくなっても一つも関係ありません。規模の小

さい市町村は選択したらいいではないですか、市町村が選択したら。 

（亀井臨時議員） そういう問題は、国が統一的にやらなければならない問題もある

わけですから。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。それでは扇大臣、遠山大臣。 

（扇臨時議員） 三位一体という基本的なあり方もついても、地方が元気になるとい

うことでなければ意味がありません。そういう意味では個性ある地域の発展とい

うことを私は言っておりますので、そのためには地方の裁量、そういうものを私

たちは今後もよく地方と一緒になって、これをやっていきたいという気持ちだけ

はありますけれども、逆にそのことによって……。 

（塩川議員） 気持ちだけじゃだめだ。 

（扇臨時議員） やりますけれども、地方によって受け皿がまだ整わなくて、ただあ

げればいいというものじゃないので、その辺はよく裁量をお互いに取り組んで話

し合っていきたいと思っています。 

（竹中議員） 遠山大臣。 

（遠山臨時議員） 先ほど御説明しましたように、３大臣合意に基づいてきちんと工

程表を組んでしっかり対応しております。事務職員、栄養職員につきましても、

教員と並ぶ学校の基幹的な職員でございますので、３大臣合意に沿っての負担金

全体の検討の中で義務教育制度の一環として検討してまいります。 

それから、負担金の定額化につきましては現在検討中でございまして、平成16

年度において具体的に措置できるようにいたします。 

幼保一元化につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、私も両

方の機能を一体的に活用しやすくするということは大変大事だと思っております。

いろいろな少子化対策がございますけれども、子どもを産んで、社会がきちっと

見てくれるという安心感がなければ、本当の意味の少子化対策にならないと思っ

ています。特に、資格の併有につきましては、現在方策を検討しておりまして、

できるだけ実現したいと思っております。 

（竹中議員） 谷垣大臣、牛尾議員の順番で。 

（谷垣臨時議員） 片山大臣がおっしゃったように、地方が行ったからうんと稼ぐと

いうのは論外ですよ。そんなふうにはならんと思いますが、現場の取締りの事情、

私も 初はそんなのは士気をもってやれと言ったんですが、酔っぱらいやなんか

の年末の取締りのことを考えますと、いろいろ……。 
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（片山議員） 酔っぱらいは勝手なことを言うものですよ（笑）。 

（谷垣臨時議員） 私はやはりそのモラルを維持したいという気持ちが非常にござい

ますので、ひとつ御理解を。 

（塩川議員） 確かに駐車違反がどんどん増えますね。これはどういうことですか。

このごろすごいですよ、駐車違反が。 

（谷垣臨時議員） 駐車違反の話は、また追って塩川大臣によく御説明いたします。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今、片山さんから数量化とか、改革のあれを決めるというのは非常に

難しいと、僕も本当に難しいと思いますが、難しさを放っておけば、大臣同士で

あったり、政治家であるとだんだん縮んでくるんですよ。どんどん縮んで、初め

に考えた規模の５分の１ぐらいしか進まないということに往々にしてなりがちだ

し、諮問会議だって経験を積むと縮むんです。縮んで丸めて仲良くということに

なることが多いから、それは困ると。抵抗なり難しいことはわかるけれども、縮

まないで、これは総務大臣が一番大きな役割になるんですけれども、縮まないこ

と。それから、初めにおっしゃったように大体の規模というのは心の中でわかっ

ているわけですからね。片山大臣がかつて一つの例として５兆5,000億と出された

のは大変勇気ある提言であったし、基本的にはそれが今の形で、基本的には国が

やっている仕事を地方に渡して、渡した上で70、80というものは全くのめどでし

ょうけれども、僕も土光臨調のときから市長にも会って、優秀な市長はやはり70

とか80と言うわけです、できるぞということをね。そういうのも言えば議論にな

りますけれども、その辺にまとめて、例えば７兆円なら７割だと５兆円の財源措

置で済むわけですから、それだけの歳出が減るんだと。出す前に政府から民に渡

すものは１兆か２兆円あれば、大体そういう形のために三位一体というのが手段

としてあるわけですから、基本的にどれだけ移すかということをするために言え

ば確かにもめる、難しくなる。しかし絶対縮まないようにしてほしいということ

を、片山大臣や……。 

（片山議員） 後は出るのです。私は５兆5,000億円と言っているのだから。大体持

っています。しかし、 初に出せばつぶされると言っているのですよ。 後は、

工程表のときには出るのです。何年間で何兆円、当たり前ですよ。 

（牛尾議員） 一定の期間を決めて、そこにちゃんと出てくれないと困るわけです。 

（塩川議員） このごろ党内でも大分話がわかってきたんです。つまり税源移譲、三

位一体ばかり言っているけれども、このごろどんどん反対運動が来るんです。洗

脳するのは、今まで総務省と財務省の対立だと見ているんですよ。そんなばかな

ことがあるかと、総務省と財務省が一つになって共同で権限を、要するに権限と

いう中身は、中央省庁が補助金に加わっている権限を地方に移す。これなんだよ

と言って、みなけんかばかりしていると思っているんだね。そうじゃないんだ。 

（牛尾議員） 量の問題です。 

（塩川議員） そうそう。それで、私のところは今のところは何とも言いません。本

間先生のグループで、事務次官で一生懸命苦労されているから、私、上からよく、
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どないなんのかなと見ていようと思っていますので、ひとつどうぞよろしゅうお

願いいたします。決まらなかったら、これは政治決定しかないですよ。事務方で

こんなものは決まりゃしませんよ。みんなほえているだけですもの。自分のとこ

ろや役所の市長がほえておるだけで、本間先生のところはしんどいやろうと思い

ますけれども、そこで私じっと見ていまして、こちらの方で、要するに地方と国

の財源が、権限が合わなきゃ何もならないのだからね。だから、取り合いの話じ

ゃないんですよ。 

（片山議員） 塩川大臣にいつも言っているのですが、地方分権推進一括法のときに

相当整理しましたが、あのときは税財源だけ宿題に残すということだった。諸井

さんのときに。 

（塩川議員） あのとき失敗だったんだ。 

（片山議員） だから、その始末をつけてくれというのが一つあるのです。それから

今は事務そのものが、補助金そのものが権限になっている。補助金を移すという

ことは権限を移すことになるのです。 

（塩川議員） それにはあんたのところとうちと一緒に言わなきゃあかんのや。 

（竹中議員） 時間が余りなくなってまいりましたので、特に全体について御発言ご

ざいますでしょうか。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 交通事故の事故死者は総理の施政方針演説どおり着々と減っておりま

して、安全施設の整備ということについては、これは十分やられております。交

通違反の取締りですが、先ほどもお話がございましたが、飲酒運転でゴルフ場か

ら出てきて捕まると、乗っておる人はみんな罰金がかかるとのうわさがある。 

（牛尾議員） ４人で行くと90万なんですよ。 

（奥田議員） ゴルフ場で飯を食わないということで、今度はゴルフ場から出てから

飯を食う。また、張っている方もゴルフ場の前で張っているわけですね。こうい

う違反はだんだんなくなってくると思いますけれども。 

（塩川議員） 引っかかったんやな。 

（奥田議員） いやいや私は引っかかっていないです。 

（谷垣臨時議員） これは交通事故の抑止効果には非常に効果がございます。他方、

ある意味では一つの結婚式で1,000万とられたとかという風評が広がりまして、私

もそんなことがあるのかなと思って調べてみましたら、1,000万というのはないん

ですが、これは言わない方がいいんですが、抑止効果はその分高まっています。 

（牛尾議員） ノンアルコールビアがすごい売れるんですね。 

（奥田議員） ゴルフ場自体にもペナルティがかかるのかな。 

（塩川議員） そんなことはないけどね。 

（奥田議員） それから駐車違反ですね。これは多い多いと言われますけど、これは

やはり交通補助員ですか、ああいうようなものをつくって駐車違反を……。 

（塩川議員） このごろ取締まらないんです。 

（奥田議員） 取締りをやっていないですからね。 

（牛尾議員） 民間に委託すればいいんですよ。 
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（谷垣臨時議員） これは今検討しておりまして、警察もいろいろ犯罪が増えてきて

おりまして、これを民間にしたらどうかとか、刑罰から切り離したらどうかとい

う意見がございます。民間でやるためには、刑罰の体系ですと犯罪でございます

から、なかなかそれは民間というわけにいかない。一方、刑罰でもう少し取締り

やすくするにはどうしたらいいかということを、例えば所有者責任とかいろんな

議論があるんですが、それをちょっと今詰めておりまして、駐車違反の取締りを

もう少し実効的な方法はないか、今研究しておりますので。 

（扇臨時議員） あれ、ぶら下げるだけじゃなくて、次に動かせないようにしちゃえ

ばいい。ぶら下がっていても動くんだから、動けないようにすればいい。 

（塩川議員） 本当に増えたよ。 

（谷垣臨時議員） 特に大阪が……。 

（竹中議員） 坂口大臣どうぞお願いします。 

（坂口臨時議員） 今日は年金のところまでお話はいかないというふうに思いますが、

先般のときにも潜在的国民負担率の話が出ました。赤字国債も入れて50％、しか

し、この年金の問題を論じますときに、この赤字国債まで入れた潜在的国民負担

率の話を出しますと、社会保障でその赤字国債を埋めるのかという誤解を国民に

与える。だから、これはやはりちょっと考えてもらわなければいけない。潜在的

国民負担の話をしていただくのだったら、これは税制改革の問題とセットでやっ

てほしい。税制問題は全然はっきりさせずに、社会保障費の問題だけを言って、

そして国庫の潜在的国民負担の問題を出しますと、それは今の赤字国債のところ

の社会保障費を減らして埋めるのかというふうに国民から誤解を受けるというこ

とを私は申し上げたい。これは次の予告でございますから、予告だけちょっと…

…。 

（竹中議員） わかりました。それでは取りまとめをさせていただきます。「三位一

体の改革」につきましては、引き続き大変御苦労が多いと思いますが、検討の場

を中心に、今日の意見を踏まえて、更に詰めていただきたいと思います。 

それから今日議論になった点で、各省の担当に対して片山大臣から幾つか御指

摘いただきました。それの点は繰り返しませんが、検討すべき点はぜひ御検討を

いただきたいと思います。それで１つの問題として、その中では必置規制をどう

するかという点については、これは特に御検討をいただくのかなというふうに思

っております。 

それと、本間議員から御提案のありました数値目標といいますか、マクロ的な

枠組みをつくることが大事ではないか。それについては難しいのではないかとい

う御意見と、それと、やるにしても時期がどうかという御意見ですね。それと、

いわゆる縮まないようにすること、やはり改革がこぢんまりしたものにならない

ようにすることが重要なのではないか、これは引き続き重要なポイントだと思い

ますので、問題意識として深めていただきたいと思います。 

それともう１つは、工程表は明確にするということだと思っております。あと

の議論は特に繰り返しませんが、こういうことも含めまして、ぜひ議論を進めて
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いきたいと思っております。 


国と地方の関係について総理から御発言ございますでしょうか。 


（小泉議長） 今まで50年間続いてきたんですから難しいことはわかっているんだけ

れども、やらなきゃならない「三位一体の改革」です。地方の自主性を拡大して

いく、みんな総論は賛成するんです。自主性、権限、自己負担、みんな裏表です

から、どうか関係大臣で調整して「三位一体の改革」を努力していただきたいと。

また、本間議員にはいろいろ御努力いただきまして、余り利害関係がないから大

胆な発想を。それに沿って関係大臣がいかに調整していくか、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

（坂口臨時議員） 規制緩和の話はもう少し経済の活性化のできるものをしっかりや

ってほしいと、私どももう一遍要望しておきますから。 

（竹中議員） 今日は社会保障制度に関しまして、実は民間議員からシミュレーショ

ンを報告して、坂口大臣に御検討いただく予定にしておりましたんですが、もう

時間的には無理でございますので、シミュレーションにつきましては、各大臣に

事務方を通して少し御説明するような、それと坂口大臣のコメントについても、

それぞれに大臣に話が上がるように手配をいたしたいと思います。 

後ですけれども、「基本方針2003」という、まさに「骨太の方針」を取りま

とめるに当たって、資料５ですけれども、目次の案というのがつくられておりま

す。これはどうぞ御検討いただいて御意見をいただきたいというふうに思ってお

りますが、基本的な考え方でありますけれども、今回の骨太では内閣の政策目標

をより明確に掲げまして、それを実現するための方法をより明確に示す。いわゆ

る宣言、実行、成果のプロセスを念頭に置いたものにしたいということでありま

す。民間議員が前回御説明になったとおりであります。第１部では、日本経済の

課題と題しまして、構造改革の原点を確認して、新たな段階に進む姿勢を明確に

打ち出す、「経済活性化」「安心」「持続可能な財政」という３つの柱をして実

行していく。そのための７つの宣言が第２部で書かれている。第３部では15、16

年度の日本経済の姿と予算の基本的な考え方、予算の改革についてまとめるとい

うことにしております。この具体的な内容は、今後この諮問会議で議論をしてい

くということでございます。 

（平沼議員） この横長の資料４とありますので、読んでいただければわかりますけ

ど、簡単に３分ぐらいで説明させていただきます。 

「未来を切り開くための経済活性化対策」ということなんですけれども、まず

横長の２ページを開いていただきたいんです。これまで構造改革の推進を旗印に

直面する課題への対応策を講ずる一方、中長期的な課題への対応も手掛けてきた

わけです。従来から言いたいことは、システムを温存したままでは我が国の経済

の再生というのは不可能であると思っています。構造改革は、小泉総理が言って

おられているとおり避けて通れない課題であります。問題は構造改革に伴う痛み

だけがともすると先行してしまいますので、その先にある我が国の将来の姿を提

示することが必要だと。今、それができていないというところに問題があると思
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います。 

今、求められているのは、政府が将来への明るい展望を切り開いて、坂口大臣

もそういうふうにちょっとおっしゃいましたけれども、新しい言葉をつくりまし

たけれども、経済を活性化するための「未来創造型投資」に取り組むことが私は

重要だと思っております。構造改革を進めていくためには、既存の制度の破壊で

歩みをとめるのではなくて、その破壊を新たな創造へ発展させ、いわば構造改革

というものを進化させる、こういうことが私は大切な視点だと思っています。 

続いて飛ばして４ページを開いていただきたいと思います。未来創造型投資に

大胆に政策資源をシフトすべきだと思っておりまして、これを判定する要件とし

ては、ここに書いてございますけれども、３つの点が考えられると思います。 

第一は言うまでもなく、民間の潜在力を 大限に引き出す先行投資とすること

だと思います。あくまでも民間を主体として、国民が変化を実感できるものとす

るべきだと思っています。 

２つ目は構造改革を加速させるものである。単なる予算措置のみならず、構造

改革の進化のためには、規制改革を併せて行って、政策資源の大胆なシフトを行

うことも、この際私どもは必要だと思っております。 

３番目は、ここに書いてございますけれども、やはり目標管理、プロセスの明

確化をして目指すべき政策目標を明確にして、当然のことながら厳正な事後評価

を行う。こういうことを盛り込んで、今そういう言葉を言いますと、ＮＰＭの手

法、こういうものを導入すべきだと思います。 

それから５ページは、後で読んでいただきたいと思いますが、わかりやすいこ

とを11例書いてございます。その中で特に私どもとしては、今るる申し上げた要

件に適合する具体例でありまして、未来を先取りする４つのキーワードというの

は、「チャレンジ」と「環境」「健康」そして「ブランド」赤字で書いておりま

すけれども、こういう形でまとめさせていただきました。中身についてはひとつ

読んでいただきたいと思います。 

後に、例えば、来年度予算についても財政再建の理念との両立を図りながら、

今、申し上げた３つの要件に適合する未来創造型投資に大胆に重点化すべきでは

ないか。また、概算要求に当たっては、例えば、従来型の公共事業ですとか、科

学振興費以外の裁量的予算、これについては従来にも増した削減を行うことによ

って、この未来創造型投資について、前年度予算額の多寡にかかわらず、必要な

予算額を要求できるようにしていきたい。そのことがインセンティブを与えるこ

とにつながるのではないかと思います。 

こういう提言をさせていただきまして、あと時間がありませんから、よく読ん

で御検討をいただければと思っております。 

（塩川議員） 去年と同じような方式で選択制をとらせた方がいいでしょう。 

（平沼議員） それで去年の場合には、いい枠で20％上へ要求していいよと。しかし、

ベースが小さいですから、なかなか未来創造型ということができませんから、イ

ンセンティブを与えるところに資源配分できちっと乗るような、そういう形にし
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ていただきたいと思います。 

（塩川議員） それと、単価をもう一つきつく見直してください。単価もべらべらに

甘いですよ。こんだけデフレの時代になってきておるのにね。 

（竹中議員） 御指摘の点は骨太第三弾の中で消化をしていきたいと思います。どう

も本日はありがとうございました。 

（以 上） 
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