
平成 15 年第 20 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 20  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年９月 26 日(金) 17：30～18:33 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川 昭一 経済産業大臣 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 今後の諮問会議の進め方について 

(2) 近の経済情勢について 

3．閉会 

（配布資料） 

○ 経済財政諮問会議の今後の課題 

○ 平成１５年度経済動向試算（内閣府試算）について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年20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） 

新しい体制となりまして、第１回目の会議でございます。引き続き改革の推進

に向けて、ぜひとも活発な御審議をお願い申し上げます。 
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本日は上２つのテーマでございますけれども、これは同時に御説明をして議論

をさせていただきたいと思います。第１は「今後の諮問会議の進め方」、第１回

ということで問題意識のすり合わせのようなことをさせていただきます。 

第２は「 近の経済情勢について」ということで、経済見通しの内閣府の試算

がございますので、その話をさせていただきます。 

それでは、「今後の諮問会議の進め方」でございますけれども、まず、総理か

ら御発言をお願い申し上げます。 

○今後の諮問会議の進め方について

（小泉議長） 今回新しい体制になって、第１回目の諮問会議でありますが一言申し

上げたいと思います。 

これまで進めてきました４本柱の構造改革、いわゆる、規制、税制、歳出、金

融、この改革をさらに推進していきたいと思います。年金制度につきましても、

抜本的な改革を実現していかなきゃならない。来年には国会へ法案を出します。 

また、国と地方の三位一体の改革、地方の権限と責任を拡大するとともに、国・

地方を通じた行財政改革、これは３年間で補助金、交付税、税財源を扱うことに

なっていますが、16年度予算においても、初年度にふさわしい芽が出るような成

果を上げるように、しっかりした議論をお願いしたいと思います。また、景気の

持ち直しに向けた動き、これは各地域、各分野に浸透させるために大所高所から

総合的な議論をお願いしたいと思います。 

それと構造改革の中でも、いわゆる官業の本丸、郵政３事業の民営化をついに

内閣の正式議題に持ち上げることができた。これは本丸中の本丸であります。財

政投融資、特殊法人、これがなかなか今まで政界の反対でできなかった。大体、

自民党も社会党も旧時代から、役人の票を期待しているからできなかったんです。

役人の組合の票を期待するなんて、政党で構造改革なんてできるわけがないんで

す。28万人の郵政３事業、自衛隊が23万5,000人 でしょう。みんな民間でやって

いる。何で国家公務員でなければならないのか。それは自民党も社会党も、この

集団があるからタブーだったんです。ようやく、官業の本丸に入ってきたんです。

これは小泉内閣の 大の柱です。まさに自民党が変わる根本的な問題だから断固

としてやります。この経済財政諮問会議でやっていきますが、郵政民営化の取り

まとめにかかわる担当は、経済財政諮問会議を担当する竹中経済財政政策担当大

臣にお願いしたいと思います。これまでの取り組みの成果として出始めた改革の

芽を大きな木に育てるべく、構造改革を強力に推進して経済産業地域の活性化・

再生と雇用の創造に向けて全力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。いわば、経済財政諮問会議は構造改革を進める

エンジンの役割を果たさなきゃならないと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（竹中議員） 	 総理、ありがとうございました。 

続きまして、私の方から今の御指示を受ける形で、当面、諮問会議で審議すべ
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き事項につきまして、「経済財政諮問会議の今後の課題」という紙に基づきまし

て、若干の問題の提起をさせていただきます。これは、これまで議論させていた

だいたことをある意味で並びかえたものでございまして、初回に当たりまして、

今後の議論の土台といいますか、プラットホームをつくるために、私なりに取り

まとめさせていただいたものであります。 

構造改革の成果が着実にあらわれている。日本経済は本格的再生の入り口に立

っている。今後の諮問会議では、マクロ経済運営に配慮しながら、この成果をす

べての国民に浸透させること、具体的な制度改革として形にすることの２つを目

指す。以下の問題意識に基づいて集中的に討論を行う。検討の結果については、

これは非常に幅広い議論がなされるものですから、今後11月の末ごろだと思いま

すが、「予算編成の基本方針」を取りまとめます。予算の問題についてはそこに

収斂させていく。来年１月には「改革と展望」という形で経済のシナリオ全体を

取りまとめる。そういったところに反映させていくということだと思います。さ

らに、ここで出てきました個別の政策課題については、政策に速やかに反映させ

ていくということであろうかと思います。 

問題意識でございますが、１は「民間主導の経済成長の強化」ということで、

要は、日本経済の４割を占める官製市場の民間開放の徹底であろうかと思います。

郵政民営化というのは、その象徴的、代表的な問題として位置付けられます。さ

らに、国・地方の様々な行政サービスの民間移譲の促進、そうしたことがある意

味で、郵政と同じような意味で官製市場の民間開放につながるというふうに考え

られるのではないかと思います。 

規制改革の一層の促進、構造改革特区の一段の推進が重要であろうと思われま

す。公的部門、間接金融に偏った資金循環の是正、これも昨年来議論をしてまい

りましたけれども、公的債務の管理、国債管理の問題でありますとか、証券市場

の活性化、そういったテーマが引き続き重要であろうかと思います。新たな産業

の創造に関しましては、今日の総理の所信表明にもありましたように、ものづく

りのみならず、文化、環境、そうしたところでの日本の価値創造力を活用してい

く、観光資源の活性化等があろうかと思われます。 

包括的かつ抜本的な税制改革、これは税制改革の初年度が今年度でありました

から、これを継続していくということ。対外的な経済関係としては、ＦＴＡ・Ｗ

ＴＯの推進戦略の強化というのも重要かと思われます。 

「２．」でありますが、「地域の真の自立と再生」。これは三位一体の改革の

実現、先ほどの総理のお話にもあったとおりでございます。めくっていただきま

して、地方交付税改革の推進というのをあえて書いておりますが、三位一体の改

革でございますけれども、これは３つ同時にやるわけですが、諮問会議の議論の

中でも、この地方交付税改革の議論というのが、相対的には遅れていたというふ

うに思われますので、そうした点に配慮しながら三位一体を進めていくというこ

とだと思います。 

次のポツが地域経済の再生に向けた取組の強化ということで、地方の行政サー
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ビスのアウトソーシングの促進、これも昨年議論をさせていただきましたが、な

かなかまだ形になっていない部分だと思います。 

建設業や農業といった地域を支える事業展開に供する強化というのが、やはり

地域の再生にとっては必要であろう。美しい景観、観光産業の振興等、地域の実

態に即した雇用政策等も重要かと思われます。 

「３．」の「雇用創出の強化と中小企業の活性化」。これも重要なテーマでご

ざいます。これまで経済産業大臣の御努力等によりまして、若年失業者対策等々

行ってきましたが、それを抜本的に強化していくということ。中小企業活性化の

ための一段の取り組みについては、常に配慮しなければいけないと思います。 

「４．財政改革の強化」でありますが、これは予算編成プロセスそのものの改

革という大きなテーマに今取り組んでおります。いわゆる、省庁縦割り型の予算

から内閣主導の予算へ、積み上げ型から成果重視の予算へということで、今年度、

いわゆるニューパブリックマネジメントの考え方に基づくモデル事業、さらには

政策群等々の取組が始まっておりますので、これはぜひともよい形で実現に結び

つけたいと思います。 

歳出改革の継続的取組としては、そこに示しているような問題があろうかと思

います。個別の持続可能な社会保障制度の構築ということで年金制度、これは来

年度の改革に向けて、医療制度の一段の改革、そういった問題が引き続き重要か

というふうに思われます。これにつきましては問題点の整理でございますので、

ぜひこれに基づいて後で自由に活発に御議論をいただきたいと思います。 

先に説明だけさせていただきたいと思いますが、次の議題であります 近の経

済情勢につきまして、15年度経済につきましては、本年１月の政府経済見通しに

おいて、実質ＧＤＰ成長率0.6 ％程度、この0.6 ％程度というのは政府経済見通

しでございますけれども、この15年度も既にほぼ半分が経過しておりまして、こ

の間、統計の改定等も行われておりますので、今後のマクロ経済についての議論

の参考とするためにも、 新の経済指標等をもとに点検作業を行って、ＧＤＰ等

の係数について内閣府としての試算を行いました。その結果、平成15年度の我が

国経済は、民需中心の緩やかな回復へと向かっていくものと見込まれまして、実

質ＧＤＰ成長率は概ね２％強になるというふうに見込まれます。この詳細は中城

政策統括官から説明をいたします。 

（中城政策統括官） それではお手元に「平成15年度経済動向試算（内閣府試算）に

ついて」という紙と「参考図表」というのがあって、それに沿って御説明いたし

ます。今、竹中大臣からございましたように、平成15年度の我が国経済は、実質

ＧＤＰ成長率は概ね２％強、名目ＧＤＰ成長率概ね０％強ということになると見

込まれます。 

下の表でございますけれども、左側に14年度実績、15年度（今回試算）、それ

から「参考」としまして、15年度の政府見通しが書いてございます。実質国内総

生産でございますが、15年度政府見通しでは0.6 ％程度としておりましたが、今

回試算によりますと2.1 ％程度というふうに、かなり高めの試算になってござい
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ます。 

個別項目について御説明いたします。民間 終消費支出でございますが、これ

は消費者の態度がイラク情勢の影響等で一時悪化いたしましたが、 近は持ち直

しておりまして、民間 終消費支出は雇用・所得環境が厳しいながらも次第に持

ち直し、比較的底堅く推移するために、本年１月の時点での見通しは0.4 ％程度

でございますが、0.8 ％程度の伸びになると見込まれます。 

それから民間住宅投資でございますが、これにつきましては厳しい雇用・所得

環境等を反映して近年減少傾向にありますが、直近では住宅ローン減税の期限到

来を見込んだ影響もあり高くなっております。このため、１月時点の見通しは

2.0 ％程度の減少でしたが、0.8 ％程度の減少にとどまるものと見込んでおりま

す。 

一番大きな変更でございますが、次の民間企業設備でございます。政府見通し

では1.8 ％程度というふうに見込んでおりましたが、これは8.5 ％程度というふ

うに試算を上方に改定をしております。これは特に民間設備投資のアンケート調

査で、15年度の増加が見込まれること。そして、それは企業収益といったような

ものが増加する見込みといったことから、上方修正したものでございます。 

それから政府支出でございますが、政府 終消費支出につきましては、医療費

の自己負担引き上げが予想以上に医療費全体の抑制につながるというようなこと

から1.5 ％程度としております。 

公的固定資本形成につきましては、地方単独事業が予想以上に抑制されている

ということから▲5.0 ％としております。外需につきましては、ＳＡＲＳ等の影

響により、海外旅行者が減少したことから赤字幅が縮小する一方、米国経済が比

較的順調に回復していくことなどから、１月時点では0.1 ％程度の寄与度と考え

ておりましたが、0.2 ％程度と微増すると変更しております。 

また、名目国内総生産でございますが、▲0.2 ％程度と１月では見込んでおり

ましたが、今回の試算では0.1 ％程度としております。 

そのほか完全失業率は5.6 ％程度から5.4％程度 、鉱工業生産は2.0％程度から

1.9％程度 、国内企業物価は▲0.9％程度 から▲0.8％程度 、消費者物価は▲

0.4％程度 から▲0.3％程度 となっております。 

なお、下の方に書いておりますが、今回の試算につきましては、為替レートは

直近１か月の平均ということで、１ドル117.6 円、原油については28.3ドルとい

うふうにしております。直近では円高になっておりますけれども、為替動向は様々

な経済要因に左右されることから、確たることを申し上げることは困難でありま

すが、今回の見直しの試算結果に直ちに影響を与えるものとは考えておりません。

いずれにしても、為替の動向とマクロ経済への影響については、引き続き注視し

ていく必要があるというふうに認識しております。私から以上です。 

（竹中議員） 	 確認でありますけれども、この試算は内閣府が独自に行ったものであ

りまして、政府経済見通しの改定ではございません。昨年もこのような形で年央

に内閣府の独自試算という形で実態をできるだけ把握するためにという目的で、
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このような試算を公表させていただいております。 

それでは、今後の諮問会議の進め方、さらには、 近の経済情勢等につきまし

て御自由に御議論を賜りたいと思います。 

（吉川議員） 日本経済の現状と構造改革について発言させていただきたい。 

今、中城統括官から御説明があった１枚紙を見ていただいてもわかるとおり、

日本経済は去年初めから徐々に上り坂になってきたわけです。しかし、去年2002

年は、輸出の役割、これは外需の寄与度となっていますが、0.8 ％程度と昨年度

の実質国内総生産の伸び1.6 ％の半分の寄与をしたわけです。ですから、輸出に

随分助けられて坂を上ってきた。しかしながら、今年度を見ていただくと外需の

役割が落ちる中で、国内の民間需要がそれを跳ね返して、2.1 ％成長の見通しと

いうところまできているわけです。2003年に入ってからは、１－３月、さらに４

－６月、そうした動きがはっきりしてきた。輸出とか、財政に頼らずに国内の民

間需要が機関車になって経済がいよいよ動き始めたというパターンだと思います。

その意味では、構造改革を進める追い風が吹き始めた。逆に言えば、今進めなけ

れば構造改革をいつできるのかというような状況になってきていると考えます。 

経済全体は段々といいパターンになってきていると思いますが、竹中大臣の紙

にも書いてありますが、地域と雇用というのが課題として残されている。この地

域と雇用へ経済全体が上がってきている効果をどのように行き渡らせるかが課題

ということになろうと思います。 

その際に我々民間議員でいつも話していることは、やはり一時的な雇用、一時

的な需要を生み出しても意味がない。俗に言う予算をばらまいて、それで一時的

に雇用とか、需要をつくり出しても、それでは意味がないので、持続的な民間の

需要を生み出すということだと思います。 

イノベーションという言葉があります。イノベーションという言葉には、科学

技術あるいは発明というイメージもありますが、それだけではないんですね。や

り方を変えるということも立派なイノベーションの１つです。ですから、やはり

やり方を変える、知恵を出すというのは、地域の経済、雇用を生み出す場合にも

重要な一つのポイントであって、竹中大臣から官需から民需へというお話があり

ましたけれども、そういうことも含めて、地域で持続的な雇用を生み出すような

知恵を出すということが、大変大切なことだと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 私はＦＴＡとＷＴＯの件についてお願いしたいんですが、ＷＴＯはカ

ンクンでああいう結果になって、今のところ宙に浮いちゃったというか、そうい

う感じになっていると思うんですが、10月か11月にメキシコの大統領が来て、そ

こで何らかの決着はつけなきゃいかんのではないかというふうに個人的には考え

ているんですが、御存じのように、肉の問題とか、そういうところは非常に難し

いところがあるんで、経済産業大臣が一番苦しい立場に置かれていると思います

けれども、ともかく、これはＷＴＯでもだめだから、ＦＴＡを早く進めた方が日

本としてはいいんじゃないか。そういうふうに考えていますので、メキシコを皮
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切りにタイとか、そんなところとどんどん進めていく。こういう体制づくりをぜ

ひ我々としてもやっていきたいし、また、関係省庁といろいろ御連絡したいと、

そういうふうに実は思っております。 

（竹中議員） 経済産業大臣、後でよろしいですか。 

（中川議員） はい。 

（竹中議員） それでは、牛尾議員、福井総裁。 

（牛尾議員） 今、奥田議員からＦＴＡの話がありました。小泉総理が去年ぐらいに

ＡＳＥＡＮでも、かなり日本とＡＳＥＡＮのＦＴＡについて抱負を述べられまし

て、困難な問題とは正面から取り組むということをおっしゃったと思うんですが、

残念ながら、現実はそう進んでいない。そのときに、今回の改革の中で項目には

出ておりませんけれども、大事なのは、グローバリゼーション、世界の流れとい

うものを日本が受け入れないと、これからやっていけないというのが１つの問題

であります。グローバリゼーションというのは、海外からの投資、また人間の交

流、海外の企業がどんどん来るといった面もあるし、かつてのように輸出はグロ

ーバルに考えて、輸入は個別、固有の文化を考えるのではなく、同じ座標軸で考

えなきゃいかん。 

３番目に一番大事なことは、やはりものの考え方とか、今、吉川さんからも話

がありましたけれども、やり方を変えるというのは、やはりシステムとか、制度

の標準化、世界的なものに対する標準化というものが段々求められてきて、先進

国にはそういう義務がある。ましてや欧米と日本というのは、世界の先進国の基

準化していくということは避けがたいことだろう。行政は常に過去に比べて、こ

れだけよくなったぞという人が多いけれども、もう過去対比だけじゃ済まなくな

ってきて、過去対比よりも国際対比が大事になってきた。いろんなものが国際的

に見て、日本はこういうものが非常に少ないということを考え、もう過去対比だ

けでは説明がつかない時代になってきているということも十分理解する必要があ

ると思います。 

そういう点からいうと、グローバリゼーションという流れを全部受け入れた上

で、今言ったＦＴＡの問題もどういうふうに考えていくか。それは今あったよう

に、メキシコのみならず、ＡＳＥＡＮ、韓国、日本はアジアと一番交流しなきゃ

ならんので、メキシコも重要だが、それ以上に韓国、ＡＳＥＡＮとのスピードを

早めるべきだと私は思っております。 

もう１つの避けがたい方法は、情報化によって経済のサービス化現象というの

が避けがたいんですが、サービス化すればするほど、官のサービスから民のサー

ビスへということで非常に大きな流れに変わっていくわけです。 

もう１つは、まだ議論していませんけれども、サービス経済の中にも古いタイ

プのサービス経済から新しいタイプのサービス経済に変わらなきゃならない。サ

ービスなら何でも残ると楽観的に考えるのは大変な間違いですね。古いサービス

が壊れて、それが新しいサービスに変わる。その中に官から民へのサービスの転

換が伴うのでありまして、ここに書いてある地方行政のアウトソーシングという
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のも、実はアウトソーシングするのは、新しいサービス経済が受けとめるのであ

って、古いサービス経済では受けとめられないということも考える必要があるだ

ろう。そういう意味で、これからの２年間ぐらいで相当従来と違って方向は示さ

れた、問題はどうやって形にするか、どうやって実現するかということにおいて、

実現をする方向にはほとんどの人が世論調査でも合意しているんですが、阻んで

いるものをどうやって除くかということが大事でして、「一利を興すは一害を除

くにしかず」という言葉があるように、阻むものさえ除けば、民の力というのは

それを越えるんであって、その阻むものをどんどん除いていくことが、この経済

財政諮問会議の考え方の非常に重要な側面ではないかというふうに思います。以

上です。 

（竹中議員） 福井総裁どうぞ。 

（福井議員） ドバイで行われましたＧ７、ＩＭＦ関係の一連の国際会議に出てまい

りました。これらの会議では日本を含め、世界経済が回復過程に入ったというこ

とが明確に確認されたわけですけれども、今回の会議の 大の特徴として、私自

身が受けとめましたのは、今、見られ始めた世界経済の回復を、この先いかによ

り確かなものにしていくかということと、より中長期的に持続的でバランスのと

れたものにしていくかということに議論が集中したわけです。 

そのためには、財政政策、金融政策といったマクロの政策を引き続き適切に運

営していくというのは当然のことですが、それに加えてさらに重要なことは、そ

れぞれの国に も適合する形で構造改革を加速していく、この点が非常に強調さ

れたわけであります。構造改革を加速して、経済の仕組みに柔軟性を増していく。

そして、資源配分機能がより有効に働くようにしていく。ショックに対して吸収

能力の強い経済にしていくということが強調された点が特徴であります。したが

いまして、経済に柔軟性をつけていくという意味で、「フレキシビリティ」とい

うのがキーワードになったわけであります。 

為替の問題も究極的にはその線上、つまり、フレキシビリティという線上に位

置付けられるということになったわけでありまして、コミュニケの中に、「フレ

キシビリティ・イン・エクスチェンジ・レート」という表現が入りましたのも、

こうした為替の本来的な位置付けを確認しておくという趣旨で入れられたもので

ございます。したがいまして、当面の為替の動き、短期的な為替相場の動きにつ

いて、もしそれが過度のボラティリティを示す、そして、持続的な成長ないし回

復を脅かすというふうなものであれば、Ｇ７として必要に応じ、協力しながら適

切な対応をとるという従来の姿勢はいささかも変わっていない。こういうことが

確認されたわけであります。 

なお、今後中長期的に見て、持続的でバランスのとれた成長、その恩典は先進

国だけでなくて、エマージング諸国にも広く及ぼしていかなきゃいけないという

ことで、そういう観点から、カンクン会議（ＷＴＯ）の成り行きについては大変

失望感が強く表明された。これでもうがっかりしてしまうというのではなくて、

これを目覚まし時計にして、今後これを建て直していかなきゃいけないというふ
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うなことも強く確認された。大体、以上のところでございます。 

（竹中議員） それでは、本間議員どうぞ。 

（本間議員） 新しい大臣もお入りになりましたので、少しブレーンストーミング的

に、私の方から大臣のペーパーを敷衍する形でお話を少しさせていただきたいと

思います。 

１つは、大臣のパーペーの中でも出ておりましたけれども、「年金制度の改革」

あるいは「三位一体の改革」の今後のスケジュール設定の問題と、諮問会議の場

における議論の進め方についてお願いをしたいと思います。 

今後、総選挙が行われるのであれば、諮問会議を開催する機会がかなり限定さ

れざるを得ないと思っております。しかしながら、総選挙明けにどっと、制度改

革あるいは予算編成の基本方針の議論に入るのでは、年末までの限られた時間で

重要な案件を決定せざるを得なくなると思います。とりわけ社会保障制度は、総

理の所信表明の中にもございましたし、三位一体の改革は内閣として今後３年間

で概ね４兆円程度の国庫補助負担金の廃止、縮減等を行うことを決定しておりま

す。ぜひこれは諮問会議で御下命いただきました「検討の場」においては、情報

の取扱い等の問題について極めて慎重にあるべきだという具合に思っております

けれども、少なくともきちんと論点を整理し、それぞれのシナリオを組み立て、

諮問会議の場においていつでも審議できる状況を早くつくっておく必要性があろ

うかと思います。ぜひこの政治日程の制約の中で、我々諮問会議の民間議員及び

府省の次官で調整をさせていただきたいということが第１点であります。 

それから第２点は、これまでの小泉構造改革の骨組みについて、少し私の方か

らお話をさせていただきたいと思います。もう大臣のペーパーに尽きているわけ

でありますけれども、総理が「民にできるものは民で」と、そして「地方にでき

るものは地方で」と、こういうお話の中で構造改革を進めてきたわけです。この

やり方、手法につきましては、「骨太の方針」等において整理をして、粛々と精

力的に進めてきたわけであります。まず、「民にできるものは民で」という問題

は、まさに我が国の経済の中で官と民、政府と市場というものをどのように組み

合わせてマクロ的なパフォーマンスというものを高めていくかということが非常

に重要な論点であります。 

この問題について、歳出・歳入両面における改革というものを、この２年間余

り進めてまいりました。公共事業の問題でありますとか、特殊法人の問題であり

ますとか、生産性の面では、かなり大きな問題のある点にメスを入れて、需要誘

発型の予算をどのようにつくり上げていくということでやってまいりました。税

においても、設備投資を前向きにする活力重視型の税制、あるいは証券税制とい

う形で積み上げてきたわけでございます。しかし、まだまだ進めなければならな

いテーマがあるわけでありまして、今年はモデル事業と、政策群という形でイノ

ベーションを入れた。モデル事業については弾力的な執行を可能にする大括り予

算でありますとか、複数年度にわたる弾力的な執行によって総費用を一定にしな

がらサービス水準を向上させるという流れをつくってまいりました。この点につ
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いても、この諮問会議において、今後極めて重要な論点になろうかと思いますの

で、よろしく御指導をいただきたいと思います。 

民間経済に影響を及ぼす手法としてはあと４つ残されておるわけであります。

１つは規制改革の問題であります。官が民間のビジネスに対して規制によって、

社会性あるいは公益性という点で活動をこれまで制限してきた部分があります。

しかし、世の中の変化というものが大きく、社会的規制そのものが一体何なんだ

ということも問われる時期になってきております。この社会的、あるいは経済的

な規制というものは、総合規制改革会議等で検討が進められてきたわけでありま

すし、諮問会議も協力をしてきたわけであります。過去の規制の影響というもの

は、規制された産業分野では生産性の伸びが極めて悪くなっていくと、こういう

トレンドが観察できる。 

例えば、自動車工業でありますと、常にオープンな形で世界と接し、グローバ

ルな戦いをして、厳しい環境に置かれれば置かれるほど民間経済の中で付加価値

を生み出し、経済をリードしてきたわけです。しかし、これを保護するという形

で温存させた場合には、なかなか生産性の向上は期待できません。総合規制改革

会議と協力しながら、諮問会議がリードする必要性があるんだろうと思います。

これは今、奥田・牛尾両議員からお話がございましたＦＴＡの問題、ＷＴＯの問

題も、農業問題とどのようにセットにしながら議論をするか、政策手段の多様化、

イノベーションということも含めて今後我々が集中的に議論をしなければならな

いテーマだと思います。 

第２番目の手段は、アウトソーシングであります。アウトソーシングは、実は

政策群の中にも入っておりますし、モデル事業の中におきましても、Ｅーガバメ

ント的な発想の中で民間の活力を取り込んでおります。中長期的に見れば、公務

員の数を減らしながらサービスの達成のスピードを早める、こういう形で今後ス

リム化をしながら行政サービスの充実化をしていく必要性があるんだろうと思い

ます。しかし、どちらかといいますと、国のレベルにおけるアウトソーシングは

極めて遅れているというのが実態であります。民間をうまく活用するのは、改革

派的な地方公共団体において進んでおりまして、埼玉県の志木市でありますとか、

愛知県の高浜市でありますとか、雇用を生み出すという観点で、単に行政費用の

付けかえということではなくて、新規雇用の創出という観点で積極的にこれを活

用している事例がございます。地方に対してメリットをさらに強化をするような

施策をすると同時に、国のレベルにおいても、アウトソーシングの手法というも

のをより積極的に活用していく必要性があるだろうという具合に考えます。次回

の諮問会議において、少し具体的な例を含めてお話をさせていただきたいという

具合に思っております。 

第３番目はエージェンシー化の問題であります。これは今まで政府の中にあり

ました現業部門、これをマネジメントの効率性という組織的な問題と同時に、政

策立案機能と執行機能を分離と利益相反を遮断するという問題、こういう観点で

各国において検討されてきたわけであります。この点については、来年度は国立
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大学が法人化されます。それ以外にも技術官僚と言われる部分の現業の問題を今

後議論の俎上にのせていく必要があろうかと思います。先ほど総理のお話の中に

も、そのような部分に関係する言及がございましたので、その辺のところも整理

をしていく必要性があろうかと思います。 

４番目はエージェンシー化の後にくる、民営化の問題であります。これは総理

も、あるいは竹中大臣からお話が出ましたとおり、道路公団の問題、あるいは郵

政公社の問題をどのように仕上げていくかということが非常に重要なテーマであ

ります。民営化がサービスを悪化させ、ユニバーサル・サービスに対して障害に

なるというような非常に狭い議論があるわけでありますけれども、この官製市場

が、ＧＤＰに占めるシェアについて試算をしてみますと、日本の場合には極めて

高いというのが実態でありまして、37％程度に達します。しかも収益性が非常に

低く、効率性も非常に低いという特徴を持っております。 

以前この10年間の資金の流れの変化を、私はこの会議に報告させていただきま

した。資金の供給サイドという観点でも、郵貯、簡保、そして社会保障基金とい

うものが家計部門の貯蓄の中で大きなシェアを占めると同時に、官の中に非常に

潤沢に金を注ぎ込む装置になっている。これが資金の収益性という観点で極めて

国民経済に対してはマイナスの要素を伴っておりまして、この構造改革の本丸で

あるという意識を我々が十分認識をして、積極的にアピールするということが非

常に重要なポイントであると思います。 

そういう意味で民営化の問題について、ぜひ諮問会議におきましても、精力的

にこれを議論し、仕上げて成果を得ていくということが求められてこようかと思

います。引き続き構造改革について、集中的な御議論をいただきたいと思います。

以上です。 

（竹中議員） 中川大臣どうぞ。 

（中川議員） 中川と申します。よろしくお願いします。今４人の議員の皆様方、あ

るいは日銀総裁からお話がありましたＦＴＡ、ＷＴＯに関してでございますが、

多分、皆様方、私に対してあるイメージをお持ちではないかと思いますが、結論

から申し上げますと、私はＦＴＡを進めていかないと日本は取り残されてしまう、

自ら鎖国の道に進んでいかざるを得ないというふうに思っております。それは、

私自身は去年メキシコに行ったときに、メキシコというのは日本の産業界の独壇

場だと、マキラドーラだと思っていたところが、自動車産業をはじめ、関税ギャ

ップによってほとんど競争力がなくなっているという状況、これに大変ショック

を受けまして、その後、麻生政調会長時代に党全体のＦＴＡの議論をする場をつ

くっていただいたわけであります。したがって、私はＦＴＡを積極的にやってい

かなければ貿易立国としての将来がない、生きていく術がない、それがないと世

界中から食糧を買うこともできないということになっていくんだろうと思ってお

ります。 

他方、ＦＴＡというのは私なりの認識では、実は厳密な定義というのがない。

ＧＡＴＴ24条には、二国間でほとんどすべての分野について、10年以内にすべて
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の関税を撤廃するという条項がありますけれども、これも実は極めて漠然とした

ものでありまして、ほとんどすべてというのは90％というふうに言われておりま

すけれども、これもＥＵの一つのルールに過ぎないわけで、必ずしもきちんとし

たものではない。例えば、メキシコとＥＵの間では、農業が中心でございますけ

れども、かなり残された部分があるということであります。したがって、ＦＴＡ

は日本の国家戦略の中でどういう位置付けなのかということを、国民あるいは国

会議員も含めてもっともっと知ってもらう努力を政府にも、あるいはマスコミに

も大きな責任があるんだろうと思っております。 

例えば、農業が足を引っ張っている。確かにメキシコとの間ではそういう部分

もありますし、また、私の所管している物資についてもあるわけでありますが、

極めてこれは政治的な問題でありまして、国益と国益とのぶつかり合いと同時に、

ＦＴＡを結ぶことによるプラス面というものをどうやって見つけ出していくかと

いうことでありますから、そういう意味で私はメキシコ、あるいはお隣の韓国、

台湾、香港、あるいは東南アジアといった近隣諸国とより密接な関係を持ってい

く必要があると同時に、世界的にもっともっとＦＴＡをやっていかないと、自ら

鎖国の道を歩まざるを得ないというふうに思うわけであります。 

他方、今後、よく言われますけれども、確かに農業が一つの大きな障害である

ことは、日本に限らず、どこのＦＴＡ交渉でも共通する問題であるわけでありま

すから、その問題は否定をいたしませんけれども、今後、例えば東南アジアとや

る場合には、サービスあるいは人の問題なんかになってくると、これまた大きな

議論にもなってくるわけでありますので、そういう意味で、私としてはＦＴＡと

いうものを総論として国益にかなう、あるいは両国にとってプラスになるという

前提に立ちながら、しかしお互いに二国間の話ですから、ここはひとつお互いに

譲り合いましょうねというものも世界中に幾らでもあるわけでありますので、そ

ういうことも柔軟に考えながら、しかしＦＴＡは進めていかなきゃならない。と

同時に、ＷＴＯも同じようにグローバルなルールということでありますけれども、

今の話がありましたように、今回つぶれたのは、直接的にはシンガポールイシュ

ーの問題でありますけれども、農業でやっても同じような結果になったと思いま

す。これはなぜならば、先進国対途上国の戦いであって、しかも、ビッグスリー

と言われていた日本とアメリカとＥＵでありますけれども、残念ながら今回は日

本の存在感がなくなった中でのアメリカ、ＥＵ対一部の途上国大国との戦いが、

失望感を与えたといわれる原因だろうと思います。 

私自身、個人の話で恐縮ですが、ここ数年消費者団体の皆さん、あるいは経済

界の皆さんとも連携をとりながら、国家的なコンセンサス、国益というものの共

通認識に立ってＷＴＯとＦＴＡを進めていかなければならないと思っております

ので、私自身もこの問題には積極的に取り組んでいきたいと思います。 

それから、もう１点年金の問題でありますが、吉川先生から地域と雇用の問題

がポイントであるという話がありました。そのとおりだと思います。と同時に、

個人消費の動向というものも、この表から直接的には読めませんけれども、いわ
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ゆるＧＤＰの６割を占めているという個人消費の動向というものが非常にポイン

トになるのではないか。今日、麻生大臣から発表がありました８月の消費者物価、

依然として▲0.3 ％、先進国の中では唯一消費者物価が下がっている現状という

のは、いい方向に向かっているのかどうかはわかりませんけれども、依然として、

私の乱暴な言い方で言えばデフレ状態にあると言わざるを得ないわけでございま

して、そういう中で、今度は雇用と地域という問題と、年金の問題をどういうふ

うに考えていくかといったときに、年金改革というのは冒頭総理がおっしゃった

前向きの改革の議論なのか、あるいは後ろ向きだけれども、やらざるを得ない必

然的な問題なのか。私は不勉強で仕分けの中でどっちに入るのかわかりませんけ

れども、いずれにしても、企業は人であり、その人のぎりぎりの原点は意欲から

始まるんだろうと思いますから、そういう意味で年金改革は必要だということは

誰もが認識していると思いますけれども、その年金の過重な負担感みたいなもの

を一挙に急激にやるということに関しては、この経済状況の中で意欲をそぐよう

な急激な年金、あるいは社会負担関係について、若干の配慮というものが必要で

はないかというふうに思っております。以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。今日は残された時間あと15分弱ぐらい

でございまして、ぜひ残された時間で効率的に御議論をいただきたいと思います。

谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 先ほど日銀総裁からドバイのＧ７、ＩＭＦのお話がありましたが、私

も財務官から報告を聞き、直接お出になった福井総裁からもお帰りになってお話

を聞いたわけですが、為替の点について全く同様な認識をしておりまして、フレ

キシビリティというのが非常にキーワードになっているわけですが、為替政策の

基本は前と変わることがなく、ファンダメンタルズを安定的に反映している状況

では、もちろん政府は何もすることはございませんけれども、それを逸脱したイ

レギュラーな動きが出てきたときは、適時適切に断固たる処置をとるということ

は国際的にも承認されているところだというふうに考えております。 

もう１点、本間議員からお話のございました今後のスケジュールですね。私、

今日初めて出ますので、大変緊張して出てきたんですが、大きな方向は、やはり

ここで総理の知恵袋として議論をして方向を出していただいて、それを具体的な

予算なり、法律に落とし、制度に落としていくのは、それぞれの役所でやるとい

う理解でまいりまして、我々で言えば、本年度の予算編成、それから税制をどう

していくかということでございますが、先ほどおっしゃったように非常に時間の

限りがあって、特に選挙という政治日程がありますと、その間の議論をどう調整

していくかというのは、政治的にも非常に難しいと思いますので、できることは

事務方でかなりすり合わせをしていただく必要があると思いますのと、また、論

点が多岐にわたりますので、総花的な議論というよりか論点を絞っていただいて、

インテンシブに議論をしていただきたいなとお願いを申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。総務大臣何かございますでしょうか。 

（麻生議員） こういうことは事務方で話すと、あとペーパーしか残りませんので、
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何となくあれですけれども、１枚目と２枚目にわざわざ分けて書いてある「地方

交付税改革の推進」だけ別になっている意図を知りたいんですけれども。 

（竹中議員） 先ほど申し上げましたように、三位一体の改革を進めなければいけな

いと。 

（麻生議員） 三位一体改革は三位一体でやる。そこだけ確認しておきましょう。わ

ざわざ２枚目に書いてあるから、意図的に感じただけです。 

（竹中議員） 先ほど申し上げたように、必ずしもこれで議論が進んでいないのでと

いうことを申し上げたつもりです。 

（麻生議員） 大体そういう人たちを相手にしてきましたので、意図的にやられてい

る可能性がありますからね。それを重ねて申しておきます。 

（竹中議員） それは私が書いておりますので、そういうことはございません。 

（小泉議長） 塩川・片山大臣でも丁々発止の議論があったんです。 

（麻生議員） そうでしょう。これは一番簡単にいかない話だと思いますので。ぜひ

規制の緩和イコール善という話をどうしても皆さん方されるんだと思いますが、

これは構造改革を進めるために、規制も強化しておかなければいけないところが

ございます。当たり前の話ですが、そこのところを緩和だけすればいいなんて話

は絶対間違っている。私、基本的にそう思っているんです。地方がこういうこと

をやれということを言ったときには、地方に対して命令する権限は総務省にはな

いのですから、だから、そこのところは命令する権限がない上でやれといったっ

て、それはなかなかできませんから、そういうところも考えておいていただかな

ければいけないという点は、ぜひ緩和と一緒に強化も考えておいていただかなけ

ればいけないところだと私は基本的にそう思っています。 

それから、民営化するということは、やっぱり商売するわけですから、商売し

た結果、金を払うのは国民ですから、金を払う方が増えるのはだめですよ。当た

り前でしょう。民営化された結果、商売がさらにしやすくなったからといって、

どんどん値上げされて、サービスが悪くなって、遅配されて何されたって、民営

化だからと言われたら、何もできないというのでは困ってしまいますので、そこ

のところもきちんとした対応ができるようにしておいていただきたい。 

民営化というのは基本的な流れだと思いますが、それは少しも構わないと思っ

ているのですが、問題はその結果です。そこのところが一番気になるところなの

で、私どもは、この間、案が３つぐらい総理の懇談会で出ていましたけれども、

あれ以外にも案はあると、私は基本的にそう思っていますので、郵貯が商売すれ

ばいい。私はそう思っていますので、民営化した上で商売するということができ

ればもっといい話は幾らでもあると思う、私はそう思っています。だから、総理

の話に賛成したので、逆に言えば、巨大になり得ますよ。28万人の人員、２万4,000 

の支店があると思えばいいんですから、大きい商売になります。そういったこと

も考えた上でやればいい。そのときに、官業の民業への圧迫なんて言わんでくだ

さいね。民営化されているのですから、そこのところだけ忘れないでください。

その上で、そういった方への発想は考えてもいい。いろんなやり方はあると私は

 14




平成 15 年第 20 回 議事録 

基本的にそう思いますので、ぜひお願いします。 

後に、こういう現場の話というのはあんまりおわかりいただけないところだ

と思うんですが、例えば、下水道のポンプ、このポンプは、従来で脱水率75％の

ものを５メーターの直径のものでやりますというのを、今技術が進んで３メータ

ーでできますというものは幾ら技術開発しても使ってくれないんですよ。それは

競争が起きるから。みんな５メーターにしておいてもらった方がいいんです。こ

れは技術がわからんとなかなか御理解いただけないところなんですが、３メータ

ーのもの、今これでもできるんです。こちらはコストが安いんです。だけど、そ

れでやると参加している全社は３メーターでつくれるところはできなくなって、

１社とか２社とか、全部が食えるようにするためには５メーターでやっておいた

方がいいという、簡単に言えばそういう話ですよ。どこでもある話です。 

そういったものをずっと洗っていくと、これは間違いなく地方のコストは下が

ります。そのかわり失業は増えますから、そこだけはどうしたってそういうこと

になる。だから、景気のいいときと悪いときとはなかなか難しいということなん

だと、僕は現場にいるとそういう具合に思うわけです。そこのところの移動がう

まくいくようにしなければいけないというところなんじゃないのかなと、私には

そう思えるんです。 

１つの下水道を例に引きましたけれども、ほかにも官の需要が37％の中には幾

つもそういうのはあると思いますので、ぜひそういった現場の話も幾つか頭に入

れておいていただきたい。郵便局の例で、私は前から不思議だと思っているのは、

銀行に行ったら手数料をとられて、郵便局がただとか、それからアメリカでいえ

ば、ビル・ゲイツとしゃべって、御存じのマイクロソフトのもの、ついにおろし

てブラックボックスを開けてもらいますよというふうについに、一昨日新聞に出

ましたので、御存じかと思いますが、リナックスのじゃなきゃやらないと脅した

わけですね。品よく脅したと言っていただきたいんですが、やらないならマイク

ロソフトは使わない、だめという話で、ブラックボックスを開けさせることにし

たのですけれども、あのときにも私ども交渉しながらそう思ったのですけれども、

日本の持てる技術というのは、ちょっとしたものがいろいろございまして、そう

いったもの使えばもっと安くなるというものは幾つもあるのです。 

ビル・ゲイツが一言おもしろいことを言ったのは、日本では電子決済というの

は2005年にほぼでき上がることになるんですが、アメリカではやりたくてもでき

ないわけです。なぜできないかと言えば、アメリカは30万円以下の預金をしてお

られる方々は、30万円以下の預金は銀行は月々2,100 円の預かり賃をとっていま

す。ところが、金利は御存じのように0.001 ですから、月割りにすれば30円以下

です。しかし預かり賃は2,100 円とるという現実になっています。アメリカも同

じようなものです。ところが、日本はそれをとっていないところは郵便局だけな

んですよ。だから、電子決済は日本はできるわけです。というような現実があり

ますので、私どもそういったものを含めてサービスの低下につながらないような

形で民営化をやらなければいけないと思っているという現実も知っておいていた
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だければと思っております。以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。今日、非常に重要な論点をたくさん御

提示いただきました。一つ一つについては取りまとめをあえていたしませんが、

ぜひ皆さんの問題意識を反映させる形で運営していきたいと思います。 

要は、議論の範囲はすごく広いんですが、我々としては結果を出す必要があり

ますので、問題を絞ってスケジュールを明記しながらやっていくということだと

思います。どういうテーマをどういうふうに議論したい、進め方そのものにつき

ましては、私進行係ということでありますので、ぜひいろいろ各省庁、各大臣、

各議員からお申し出をいただきたいと思います。 

スケジュールでありますが、特に、当面は「予算編成の基本方針」をまとめる、

「改革と展望」を来年１月にまとめるというところに収斂させていくということ

が重要だと思います。郵政の民営化につきましては、来年の秋ごろという御指示

を総理からいただいておりますので、来年の春ぐらいで中間報告を取りまとめる

ということを念頭に議論をスタートさせる必要があるのかなと思っております。 

それで次回でありますが、今日いろいろ御提議いただいた中で順次進めていか

なければならないんですが、時間が大変限られておりまして、10月３日に２時間

とりあえずとっていただいております。今日多くの方が御指摘をされた地域と雇

用、この経済の効果を地域と雇用にどのように浸透させるかということが重要だ

と思いますので、これにつきましては、ぜひ民間議員に問題提起のペーパーをつ

くっていただきたいと思いますし、必要に応じて各大臣からコメントをしていた

だきたいと思います。 

それと、郵政の問題につきましては、議論の開始、キックオフを次回やる必要

があるかと思います。これに関しましては、懇談会の田中直毅座長においでいた

だくのがよろしいのではないかというふうに思います。それに対してまたコメン

トのようなことをしていただくということでいかがでしょうか。 

それと、やはりもう一つの大きなテーマであります年金に関しまして、これは

坂口大臣の私案等々を出されておりますので、この議論をさせていただくと、そ

れだけ大きなテーマをやると、すぐ２時間ぐらい経ってしまうものですから、と

りあえず、そのことをやらせていただく。当然、年金の問題は坂口大臣においで

いただかなければいけないと思っております。 

今日はほかにもＦＴＡがあるじゃないか、この問題があるじゃないかといろい

ろ問題はあると思いますので、これはぜひいろいろお申し出をいただいて、進め

方を御相談をさせていただきたいと思っております。 

今日の時点で特に何かほかにございますでしょうか。 

（小泉議長） 非常にいい議論ができたと思います。みんなそれぞれ一番重要な改革

をしなきゃならない分野でありますので、本格的に動き出さなきゃならないとき

に動き出す意欲をもっていいスタートができたと思っています。 

何で金融システムがこれだけおかしくなっちゃったのか。銀行も生保も官僚化

しているんですよ。一番官僚化していないのが郵便・宅配事業です。麻生さんが
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サービスの心配を、民営化したらサービスが悪くなる。料金にしても、夜間配達

にしても、冷凍生鮮食品の販売にしても、時間指定でも、荷物をとりにいくにし

ても、料金も安い、サービスもいい。そこを銀行も生保も見習わなきゃならない

のにもかかわらず、銀行・生保はそれをやっていなかった。これはむしろ民間の

金融機関が官僚化していたから、これだけおかしくなっちゃった。両方の改革に

なるんです。大体28万人も国家公務員、民間でできるサービスを国家公務員じゃ

なきゃ嫌だ、民営化の議論をさせないと言ったところがおかしいんですよ。自民

党も民主党も。そこに初めてメスを入れるということはまさに官業の構造改革の

本丸ですからね。一番抵抗が強いのはわかっています。抵抗の強いのはあえて総

裁選挙に掲げてやってきたんだから。自民党は変わったという改革推進政党にな

る一番いい例なんです。よろしくお願いします。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それではまた次回の御案内をさせて

いただきます。 

それと、今日御議論にありましたように、スケジュールが限られておりますの

で、いつでも議論ができますように、関係大臣、有識者議員におかれましては準

備をお願いします。また、内閣官房での「検討の場」等々での議論はぜひとも続

けていただきたいと思います。諮問会議の様子は私の方から終了後、記者に発表

することになっております。３営業日後に、議事要旨が公開されることになって

おりますので、従来どおりの運びとさせていただきます。よろしいですか。あり

がとうございました。 

（以 上） 
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