
 

平成 15 年第 20 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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) 最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 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 

 
○今後の諮問会議の進め方について 

（小泉議長） 今回は新しい体制での第１回目の諮問会議であり、一言申し上げたい。 

   これまで進めてきた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。年金制度についても、抜本的な改革を実現して

いき、来年には国会へ法案を出す。 

   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、税財源を扱うとしてい

るが、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。また、景気の持ち直しに向けた動きを

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
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う。 

   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る。財政投融資、特殊

法人改革については、今まで出来なかった。郵政３事業に従事する職員 28 万人が

何で国家公務員でなければならないのか、ようやく官業の本丸に入ってきており、

小泉内閣の最大の柱である。根本的な問題だから断固としてやる。この経済財政諮

問会議でやっていくが、郵政民営化の取りまとめに関しては、経済財政諮問会議を

担当する竹中経済大臣にお願いしたい。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。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ければならないと思う。 

（竹中議員） 総理、ありがとうございました。 

   続いて、今の御指示を受ける形で、当面、諮問会議で審議すべき事項について、

「経済諮問会議の今後の課題」という紙に基づき、若干の問題提起をさせていただ

く。これまで議論されたことを並びかえたものであり、初回に当たって、今後の議

論の土台、プラットホームをつくるために取りまとめた。 

   構造改革の成果が着実に表れており、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、この成果を全ての国民に浸透

させ、具体的な制度改革として形にすることを目指す。以下の問題意識に基づいて

集中的に討論し、結果については 11 月の末ごろに、「予算編成の基本方針」を取り

まとめるため、予算の問題を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。そのような場へ反映させていくと

いうことだろう。個別の政策課題についても、速やかに反映させていく。 

   「民間主導の経済成長の強化」について。日本経済の４割を占める官製市場の民

間開放の徹底である。郵政民営化は、象徴的、代表的な問題として位置付けられる。

さらに、国・地方の様々な行政サービスの民間移譲の促進などが官製市場の民間開

放につながると考えられる。 

   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る。公的部門、間

接金融に偏った資金循環の是正については公的債務の管理、国債管理の問題や証券

市場の活性化などが引き続き重要なテーマであろう。新たな産業の創造に関しては、

ものづくりのみならず、文化、環境、などにおける日本の価値創造力の活用、観光

資源の活性化等がある。 

   包括的かつ抜本的な税制改革は、今年度が初年度にあたるが、継続していく。対

外的な経済関係としては、ＦＴＡ・ＷＴＯの推進戦略の強化も重要かと思われる。 

   「地域の真の自立と再生」について。三位一体の改革の実現は、先程の総理のお

話のとおりである。三位一体の改革として、３つ同時にやるなかで、諮問会議でも

地方交付税改革の議論というのが、相対的に遅れていると思われ、その点に配慮し

つつ改革を進めていく。 

   地域経済の再生に向けた取組みとしては、地方行政サービスのアウトソーシング

の促進を議論してきたが、なかなかまだ形になっていない部分だと思う。 

   建設業や農業といった地域を支える事業展開の強化が、地域の再生にとって必要

であり、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で

ある。 

   「雇用創出の強化と中小企業の活性化」も重要なテーマである。経済産業大臣の

御努力等により、若年失業者対策等を行ってきたが、それを抜本的に強化していく。
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中小企業活性化のための一段の取り組みについて常に配慮していかなければなら

ない。 

   「財政改革の強化」については、予算編成プロセスの改革という大きなテーマに

今取り組んでいる。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

果重視の予算として、今年度から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、政策群等の取り組みが始まっており、ぜひともよい形で実現に結びつ

けたい。 

 歳出改革の継続的取り組みとしては、持続可能な社会保障制度の構築として年金

制度、医療制度の一段の改革などが引き続き重要である。この資料は問題点の整理

であるため、後で自由に活発に御議論をいただきたい。 

   次の議題である最近の経済情勢について、先に説明させていただく。15 年度経

済について、本年１月の政府経済見通しでは、実質ＧＤＰ成長率 0.6 ％程度とし

ていた。15 年度も既にほぼ半分が経過しており、この間に統計の改定等も行われ

ている。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、最新の経済指標

等をもとに点検作業を行い、ＧＤＰ等の計数について内閣府としての試算を行った。

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、実質ＧＤＰ成長率は概ね２％強になるというふうに見込まれる。 

（中城政策統括官） 「平成 15 年度経済動向試算（内閣府試算）について」、「参考図

表」の資料に沿って説明させていただく。平成 15 年度の我が国経済は、実質ＧＤ

Ｐ成長率は概ね２％強、名目ＧＤＰ成長率概ね０％強と見込まれる。 

   実質国内総生産は、15 年度政府見通しでは 0.6％程度としていたが、今回試算で

は 2.1％程度と、かなり高めの試算になっている。 

   民間最終消費支出は、消費者態度がイラク情勢の影響等で一時悪化したが、最近

は持ち直している。雇用・所得環境も厳しいが次第に持ち直し、比較的底堅く推移

するために、１月時点での見通しは 0.4％程度としていたが、0.8％程度の伸びに

なると見込まれる。 

   民間住宅投資は、厳しい雇用・所得環境等を反映して近年減少傾向にあるが、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いる。１月時点

の見通しは 2.0％程度の減少としていたが、0.8％程度の減少にとどまるものと見

込んでいる。 

   一番の大きな変更が、民間企業設備である。政府見通しでは 1.8％程度と見込ん

でいたが、8.5％程度と上方改定している。民間設備投資アンケート調査等では、

設備投資、企業収益の 15 年度の増加が見込まれているため上方修正した。 

   政府最終消費支出については、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％程度としている。 

   公的固定資本形成については、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％程度としている。外需は、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いたが、0.2％程度へ微増

するとした。 

   名目国内総生産は▲0.2％程度と見込んでいたが、今回試算では 0.1％程度とし

た。 

   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％程度となっている。 
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    なお、今回の試算について、為替レートは直近１か月の平均である、１ドル 11

7.6 円、原油は 28.3 ドルとしている。直近では円高になっているが、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、

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いない。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。 

（竹中議員） この試算は内閣府が独自に行ったものであり、政府経済見通しの改定で

はない。昨年もこのような形で年央に内閣府の独自試算として、実態をできるだけ

把握するためにという目的で、このような試算を公表させていただいた。 

   それでは、今後の諮問会議の進め方、最近の経済情勢等について自由に議論を賜

りたい。 

（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、御説明があったとおり、日本経済は去年の初めから徐々に上り坂になってき

た。しかし、2002 年はこの表のとおり、輸出の役割、外需の寄与度が、0.8％程度

と実質国内総生産の伸び 1.6％の半分の寄与をしていた。輸出に随分助けられて坂

を上ってきた。しかし今年度は、外需の役割が落ち込む中で、国内の民間需要がそ

れを跳ね返し、2.1 ％成長の見通しというところまできており、2003 年に入って

からはそうした動きがはっきりしてきている。輸出や財政に頼らず国内民間需要が

機関車となり、経済が動き始めたというパターンだと思う。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状

況になってきている。 

   経済全体は段々と良いパターンになってきていると思うが、地域と雇用が課題と

して残されている。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

行き渡らせるかということだろう。 

   我々民間議員はいつも一時的な雇用、需要を生み出しても意味がないと話してい

る。俗に言う予算をばらまいて、一時的に雇用、需要をつくり出すのでなく、持続

的な民間の需要を生み出すということだと思う。 

   イノベーションは、科学技術、発明というイメージもあるが、それだけではない。

やり方を変えるということも立派なイノベーションの一つだ。やり方を変える、知

恵を出すということは、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

トであり、竹中大臣から官需から民需へというお話があったが、そうしたことも含

めて、地域で持続的な雇用を生み出すような知恵を出すことが、大切なことだと思

う。 

（奥田議員） 私はＦＴＡとＷＴＯの件についてお願いしたい。ＷＴＯではあのような

結果になり、今のところ宙に浮いてしまっている感じだと思う。御存じのように、

肉の問題などは非常に難しいところもあるため、経済産業大臣が一番苦しい立場に

置かれていると思うが、ＷＴＯでも駄目なら、ＦＴＡを早く進めた方がいいのでは

ないかと考えている。メキシコを皮切りにタイなどとも、進めていく体制づくりを

やっていきたく、関係省庁とも色々御連絡したいと思っている。 

（牛尾議員） 去年、小泉総理がＡＳＥＡＮでも、日本とＡＳＥＡＮのＦＴＡについて

抱負を述べられ、困難な問題と正面から取り組むとしていたが、残念ながら、現実

はそう進んでいない。今回の改革の中で項目には出ていないが、大事なのは、グロ

ーバリゼーション、世界の流れを日本が受け入れないとやっていけないというのが

一つの問題である。グローバリゼーションとは、海外からの投資、人間の交流、海

外の企業がどんどん来るといった面もあり、かつてのように輸出はグローバルに考
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えて、輸入は個別、固有の文化を考えるのではなく、同じ座標軸で考えるべき。 

   また、ものの考え方、やり方を変えるというのは、システムや制度の標準化、

世界的なものに対する標準化が求められてきており、先進国にはそういう義務が

ある。ましてや欧米と日本は、世界の先進国の基準とされていくことも避けがた

い。行政は常に過去と対比し、これだけよくなったという人が多いが、過去対比

だけでなく、国際対比が大事になってきた。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だ

ということを十分理解する必要がある。 

   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、ＦＴＡの問題をどの

ように考えていくか。日本はアジアと一番交流すべきであり、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いる。 

   また情報化によって経済のサービス化現象が避けがたくなっているが、サービス

化するほど、官から民のサービスへという非常に大きな流れに変わっていく。 

   まだ議論されていないが、サービス経済も古いタイプから新しいタイプのサー

ビス経済に変わらなければならない。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。古いサービスが壊れ、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、地方行政のアウトソーシング

も、アウトソーシングされたものは、新しいサービス経済が受けとめるのであり、

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。従来と

違い進むべき方向は示されたので、２年間程度でどのように形にするか、実現す

るかということである。世論調査でも方向性にはほとんどの人が合意しているが、

阻んでいるものをどのように除くかが大事で、「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、民の力はそれを越えていく。

その阻むものを除いていくことが、経済財政諮問会議の考え方の非常に重要な側

面ではないかと思う。 

（福井議員） ドバイで行われたＧ７、ＩＭＦ関係の一連の国際会議に出席した。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。

今回の会議の最大の特徴として、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、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。 

 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、それぞれの国が最も適合する形で構造改革を加速して、経済の仕組みに柔

軟性を増していき、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、と強調された点が特徴である。

したがって、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。 

     為替の問題も究極的にはその線上に位置付けられる。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」という表現が入ったのも、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ある。したがって、当面の

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し、持続

的な成長と回復を脅かす場合には、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とが確認された。 

 なお、今後中長期的に持続的でバランスのとれた成長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ければならない。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。今後、

 5



 

これを目覚まし時計にして、建て直していかなければいけないと強く確認された。 

（本間議員） 新しい大臣もお入りになったので、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。 

 １つは、「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。 

 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

ざるを得ず、総選挙後から年末までの限られた時間の中で重要な決定をしなくては

ならなくなる。社会保障制度は総理の所信表明の中にもありましたし、三位一体の

改革は内閣として３年間で４兆円程度の国庫補助負担金の廃止、縮減等を行うこと

を決定している。ぜひ「検討の場」で、きちんと論点を整理し、それぞれのシナリ

オを組み立て、諮問会議の場でいつでも審議できるような状況をつくっておく必要

性がある。我々諮問会議の民間議員及び関係府省の次官等で調整をさせていただき

たい。 

     第２点は、これまでの小泉構造改革の骨組みについてです。「民にできるものは

民で」の問題は、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を高めていくかということが非常

に重要な論点である。この問題について、歳出・歳入両面における改革を、この２

年間余り進めて、公共事業、特殊法人など生産性の面でかなり大きな問題がある歳

出にメスを入れて、需要誘発型の予算をどのようにつくり上げていくかということ

でやってきた。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。しかし、まだまだ進めなければならないテ

ーマがある。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るとか、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きた。この諮問会議で、今後極めて重要な論点になろうかと

思うので、よろしく御指導をいただきたいと思う。 

     民間経済に影響を及ぼす手法としてはあと４つ残されている。 

１つは規制改革の問題。官が民間のビジネスに対して社会性あるいは公益性とい

う点で活動をある種制限してきた部分がある。しかし、世の中の変化が大きく、社

会的規制そのものが問われる時期になってきている。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、諮問会議でも協力をし

てきた。過去の規制の影響については、規制された産業分野の生産性の伸びが極め

て悪くなっていくという、トレンドが観察できる。 

     これは先程お話しのあった、ＦＴＡ、ＷＴＯの問題で農業問題とどのようにセッ

トにして議論をするか、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う。 

     第２番目の手段はアウトソーシングである。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のが実態であり、民間をうまく活用するのはいわば改革派的

な地方公共団体が進んでいて、新規雇用の創出という観点で積極的に活用している

事例がある。これは地方に対してのメリットをさらに強化する施策をとると同時に、

国においてもアウトソーシングの手法をより積極的に活用していく必要性がある。

次回の諮問会議で、具体的な例を含めてお話をさせていただきたい。 

     第３番目はエージェンシー化の問題である。エージェンシー化の問題は、政府の

中の現業部門のマネジメントを効率化するという組織的な問題、政策立案機能と執

行機能を分離し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
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されてきた。この点については、来年度は国立大学が法人化される。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ことが必要

になってくると思う。 

    ４番目は民営化の問題である。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が非常に重要なテーマである。この官製市場が、ＧＤＰに占

めるシェアの試算をしてみると、日本の場合には極めて高いというのが実態であっ

て、37％程度に達します。しかも収益性が非常に低い、効率性も非常に低いという

特徴を持っている。 

     その上、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。これがお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いて、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。 

   そういう意味での民営化の問題について、ぜひ諮問会議でも、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くる。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。以上。 

（中川議員） 今４人の議員の皆様方、あるいは日銀総裁からお話があったＦＴＡ、Ｗ

ＴＯに関して、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思っている。他方、ＦＴＡというのは、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 年以内にすべての関税を撤廃するという条項があるが、これも実は極

めて漠然としたものであって、ほとんどすべてというのは 90％というふうに言わ

れている。したがって、ＦＴＡが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知ってもらう努力について、政府にも、

あるいはマスコミにも大きな責任があると思う。 

   ＦＴＡを進める際には、国益と国益がぶつかり合うが同時に、ＦＴＡを結ぶこと

によるプラス面をどうやって見つけ出していくかが重要。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。 

   他方、今後、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ＦＴ

Ａ交渉でも共通する問題であるわけであり、また大きな議論にもなってくる。そう

いう意味で、ＦＴＡ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、柔軟に考えながら、ＦＴＡは進めていかなければならない。

また、農業だけでなく、今後、人やサービスの問題も出てくる。ＷＴＯはシンガポ

ールイシューが原因で決裂したといわれているが、農業でやっても同じような結果

になったと思う。これは、日本を含む先進国対途上国の戦いであったが、残念なが

ら今回はアメリカ、ＥＵ対一部の途上国大国との戦いとなり、失望感を与えたとい

われる原因となった。 

   ここ数年、消費者団体、あるいは経済界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。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う。 

   それから、もう１点年金の問題について。吉川先生から地域と雇用の問題がポイ

ントであると、そのとおりだと思う。同時に、個人消費の動向も、いわゆるＧＤＰ
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の６割を占めている個人消費の動向が非常にポイントになるのではないか。発表が

あった８月の消費者物価は依然として▲0.3 ％、先進国の中では唯一消費者物価が

下がっている現状は、依然としてデフレ状態にあると言わざるを得ない。そういう

中で、今度は年金の問題をどう考えていくかといったときに、年金改革は、前向き

の改革の議論なのか、やらざるを得ない必然的な問題なのか。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だろうと思う。年金改革

は必要だということは誰もが認識しているが、その年金の過重な負担感を一挙にや

ることに関しては、この経済状況の中で意欲をそぐようなことになるので若干の配

慮が必要であると思う。以上。 

（谷垣議員） 先程、日銀総裁からＧ７、ＩＭＦの話があったが為替の点について全く

同様な認識をしている。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、政府は何もすることはないが、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ことは国際的にも承認さ

れているところである。 

   もう１点、本間議員から話のあった今後のスケジュールについて、大きな方向

は、諮問会議は総理の知恵袋として議論をして方向を出していただき、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

ると理解している。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

いくかということだが、非常に時間の限りがあって、その間の議論をどう調整し

ていくかというのは、非常に難しいと思うので、できることは事務方でかなりす

り合わせをする必要がある。また、論点が多岐にわたるので、総花的な議論とい

うより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と思う。 

（麻生議員） 「経済財政諮問会議の今後の課題」という資料の中で、「三位一体改革

の実施」という項目が１枚目、「地方交付税改革の推進」という項目が２枚目に分

けて書いてある意図を教えていただきたい。 

（竹中議員） 補助金の縮減等の三位一体の改革を進めなければいけないという意図だ

が。 

（麻生議員） 三位一体改革は三位一体でやるということだけは確認しておきたい。わ

ざわざ２枚目に「地方交付税改革」という項目が書いてあるから、意図的なもの

を感じた。 

（竹中議員） 必ずしも議論が進んでいないことを申し上げたつもりである。 

（麻生議員） 意図的に書かれている可能性もあるので、確認したい。 

（竹中議員） 私が書いているので、そういう意図はない。 

（小泉議長） 塩川・片山大臣でも丁々発止の議論があった。 

（麻生議員） 規制緩和イコール善という話がよくされるが、構造改革を進めるために、

規制強化が必要な部分もある。地方にこういうことをやれと言ったとき、地方に

対して命令する権限は総務省にはないので難しい面がある。そういう点を考慮し

て、規制緩和と同時に規制を強化すべきところもあると思う。 

   民営化された結果、商売がしやすくなったからといって、値上げや遅配等のサー

ビス悪化などが生じても困るので、そこはきちんと対応すべきである。 

   民営化というのは基本的な流れであるが、問題はその結果である。「郵政三事業

の在り方について考える懇談会」の報告書で、３つの案が出ていたが、それ以外

にも案はあると思う。要は郵貯が民営化し商売できればいい話は幾らでもあると

思う。だから総理の話に賛成した。28 万人の人員、２万 4,000 の支店があると思
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えば、大きな商売になる。そのとき、民営化されているのだから、官業の民業へ

の圧迫と言ってもらっては困る。 

   現場の話をすると、例えば、下水道のポンプで、従来は脱水率 75％のものを直

径５メーターのものでやっていたのを、３メーターでできるといった技術開発を

しても使ってくれない。つまり、競争が起きるから、みんな５メーターにしてお

いてもらった方がよいということになる。 

   そういったものを見直していくと、間違いなく地方のコストは下がる。そのかわ

り失業は増える。だから、景気の状況を踏まえ、そこのところの転換をうまくい

くようにしなければならない。 

   下水道の話を例に引いたが、官の需要 37％の中には、そういったものが他にも

幾つかある。郵便局の例でいうと、銀行では手数料がとられる一方、郵便局では

無料であるとか、最近では、ビル・ゲイツが、日本では電子決済というのは 2005

年にほぼでき上がるが、アメリカではやりたくてもできない、と言っていた。ア

メリカの銀行では、30 万円以下の預金をしている人に対して月 2,100 円の預かり

賃をとっている。金利は 0.001 だから、月割りにすれば 30 円以下となるが、預か

り賃は 2,100 円とるということになってしまう。30 万円以下で預かり賃をとって

いないのは、郵便局だけである。だから、電子決済は日本でできる。 

   そういった現実があるので、サービスの低下につながらないような形で民営化をし

なければならない。 

（竹中議員） 本日、非常に重要な論点を多く提示いただいた。１つ１つについて取り

まとめはしないが、皆さんの問題意識を反映させる形で運営していきたい。 

   議論の範囲は広いが、結果を出す必要があるので、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が重要である。今後の進め方について何か意

見があれば、各省庁、各大臣、各議員から意見をいただきたい。 

   今後のスケジュールについては、当面は「予算編成の基本方針」の策定、来年 1

月の「改革と展望」改定が重要である。郵政の民営化については、来年の秋頃と

いう総理指示をいただいているので、来年の春頃に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。 

   次回の諮問会議は、10 月３日で２時間を予定している。地域と雇用の問題、つ

まり、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であ

り、その点について、民間議員に問題提起のペーパーをつくっていただく。必要

に応じて各大臣からもコメントしていただきたい。 

   郵政の問題については、次回、「郵政三事業の在り方について考える懇談会」の

田中直毅座長にも臨時議員として来ていただき、議論する予定である。 

   年金については、坂口厚生労働大臣の私案等が出ているので、坂口大臣にも臨時

議員として来ていただき、議論する予定である。 

   ＦＴＡ等の他の問題もあると思うので、また意見を出していただき、今後の進め

方を相談させていただきたい。 

（小泉議長） 非常にいい議論だった。それぞれ重要な改革であり、本格的に動き出さ

なければ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う。 

   何で金融システムがおかしくなったのかについては、銀行も生保も官僚化したか

らである。一番官僚化していないのが郵便・宅配事業である。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、荷物を取りに行

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ければ

ならないのに、銀行・生保はそれをやってこなかった。これはむしろ民間の金融
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機関が官僚化していたからである。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だめだ、民営化の議論をさせないと言ったところがおか

しい。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あ

る。一番抵抗が強いのはわかっている。抵抗の強いのはあえて総裁選挙に掲げて

やってきたのだから。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で

ある。 

（竹中議員） それでは、次回の案内をさせていただく。スケジュールが限られている

ので、いつでも議論ができるように、関係大臣、有識者議員においては準備をお

願いする。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。どうもありがとうございました。 
 

（以 上） 

 


