
平成 15 年第 22 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 22  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 10 月 17 日(金) 11:00～11:46 

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 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 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 

泉 信也 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)行政サービスの民間開放の拡大の検討について 

(2)集中審議について 

3．閉会 

（説明資料） 

○行政サービスの民間開放の拡大の検討について 

○集中審議について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから、今年22回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。 

（プレス退場） 

本日は地域再生の一環として、内閣府から「行政サービスの民間開放の拡大の
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検討」について御説明をするとともに、11月下旬に予定をしております各大臣を

お呼びしての集中審議の内容等について御検討をいただきたいと思います。本日

は中川大臣はＡＰＥＣのため欠席でございますので、泉副大臣においでをいただ

いております。 

○行政サービスの民間開放の拡大の検討について

（竹中議員） それでは「行政サービスの民間開放の拡大の検討」について御審議を

いただきます。今後の「集中審議」の中でも取り上げさせていただく予定でおり

ます。前回の諮問会議で、私から内閣府の事務局に対して、こうした民間開放を

阻害する制度的問題点を整理するように宿題を出しておりましたので、現在まで

の検討状況について報告をさせます。中城政策統括官お願いします。 

（中城政策統括官） お手元に「行政サービスの民間開放の拡大の検討について」と

いう２枚紙をお配りしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

まず、１番目に検討の趣旨でございますが、先進諸国では新しい行政手法のも

とで官民の役割の見直しというものが進められているわけですが、我が国におい

ても官民の境界領域というものを再整理して、行政サービスの民間開放を推進す

る必要があるということでございます。それによって３つの効果、行財政の効率

化、住民サービスの質的向上、雇用拡大・経済活性化といったものが期待される

ということで検討を進めるということでございます。 

２番目に検討の視点でございますけれども、以下の３つの点でございます。ま

ず、１番が官から民への流れを加速させ、民営化や官民競争の推進等を通じて、

行政サービスの民間開放の「範囲」と「規模」を拡大し、行財政改革につなげる

ということでございます。 

第２番目は国から地方へということで、三位一体の改革を着実に実現し、地方

公共団体の財政自由度を拡大ということ。そしてまた、国が画一的に地方に関与

する法制度等を見直し、現場の知恵、地域の特性を反映し得る柔軟・弾力的な執

行体制を実現する。 

３番目が民需の拡大でございまして、地域の資源（人・もの・かね）の有効活

用に向けて、地域の特性に応じた潜在的な需要を民の力・創意工夫で顕在化させ、

事業機会や雇用の創出につなげるというものでございます。 

こうした上記の検討の視点に沿って、人材、公共施設の利活用、資金の分野を

中心に、行政サービスの民間開放を阻害する要因を洗い出しまして、その結果を

踏まえまして、必要に応じて法律、政省令等の法令の改正、通達をはじめとする

現場実態に応じた問題点の改善などの対応を関係各省に要請することとしており

ます。 

１枚めくっていただきまして、具体的な進め方、これは事務的な進め方でござ

いますけれども、まず、○の 初でございますけれども、行政サービスの民間移

譲（アウトソーシング）を阻害する要因の把握及び除去方法の検討ということで

ございまして、第１点目は規制改革会議や構造改革特区の提案などにあります行
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政サービスのアウトソーシングに関するものの抽出・整理。それから２番目は、

関係各省の把握しているアウトソーシング事例や、地方公共団体からの要望等に

ついての情報収集・整理。それから、３番目は直接、地方公共団体にメール等の

活用をしまして、取組実態や要望に関する調査を、これは総務省の御協力を得て

実施するということでございます。それから、国民一般に対して直接ウェブサイ

ト等を活用して意見や要望を集めるということ。また、先進事例を有する地方公

共団体に対するヒアリングを実施する。こういったことによって情報を収集した

いと思っております。 

今後の進め方でございますが、10月中を目途に、これらの調査結果を中間的に

取りまとめ、この取りまとめに基づきまして、関係各省に検討を依頼いたしまし

て、11月下旬の集中審議の場で関係大臣を交え、具体的な対応方針を議論すると

いうことでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） 今の御説明に対しまして御意見がありましたらどうぞ。 

（吉川議員） 前回、この件につきましては、この会議で議論し、麻生総務大臣から

もお話がありました。要は、公共の施設等を地方に自由に使ってもらうというこ

とですが、変わりつつあるとはいってもまだ十分ではない。現状においては法あ

るいは運営上様々な障害がある。公民館等公共の施設についても、あるいは補助

金が出ているようなその他のものについても、地方に自由に使ってもらうことが

大切だと思います。 

補助金が出ている施設のようなものは、当然、補助金が出るときには目的がは

っきりしていて、それはそれなりに合理的なことだと思いますが、要は時代環境

が変わるということだと思います。時代環境が変われば、当初の目的が何であれ、

いずれにせよ現在ある施設を現状において 大限に利用するということが一番大

切なことだと思います。そのために何が必要かというと、そのことを一番よく知

っているのは、それぞれの地方、現場の人たちということだ。先ほど中城政策統

括官から内閣府の方で、それぞれの地方から事情を聞かれるということですが、

大変結構なことだと思います。そうした地方の声、現場の声というのを国ができ

るだけ活かすような形で、この件を進めていただけたらと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 本間議員、麻生大臣の順番でございます。 

（本間議員） 今、吉川議員の指摘は、我々民間議員の共通の認識であります。今回、

「小泉改革宣言」という形で自民党の政権公約の中にも「窓口業務や一般事務な

どについて、外部委託を進めるとともに、たとえば、電子政府化の進展に応じて、

定員配置のシフトを行うなど、メリハリのある職員構成を実現する」ということ

も書かれております。今後、団塊の世代の退職によって、かなり職員等の異動が

起こってこようかと思いますので、ぜひ、広い意味でのアウトソーシング、これ

は一般業務あたりまでを含んだものですが、これを検討する必要性があるのでは

ないかという感想を持っております。 
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以上です。 

（竹中議員） 麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） 今、吉川先生のお話を含めて、全国知事会からも既に同じような申し

出が来ておるところでもありますので、よく地方の実態を見てもらいたいという

話は、この中にもそういうことをやると一応書いてありますので、今の中城さん

の話にも地方団体からの要望等にと書いてありますので、これでよろしいんだと

思いますし、総務省としては、この点は積極的に協力をしていくことにしており

ますので、この点はよろしいんだと思うんですが、ぜひ、御理解いただきたいと

思って、この前申し上げましたのは、既に総務省としては、平成14年からこの種

のことに関して、総務省所管の法令では使っていいですということで話しておる

ということが既にいっぱいある。この間、例をプールで引きましたけれども、公

立の学校でプールは民間に管理させていいですということを言っても、学校教育

法の方でそうやっていない。だから、民間ではできないということになっている

のが実態でもありますので、そういった意味では、ほかにも下水道やら、何やら

いろいろあると思いますので、そこらのところは、ぜひ実態をよく調査していた

だかないと、総務省にしてみれば、うちのことばっかり言うけど、うちが話した

分、それから先、止めておる実態を洗っていただかないと、総務省としてはなか

なか納得しにくいところでもありますので、ぜひ、幅広い調査をされるときには、

その点ももう既に取り組んでおりますのでということを踏まえていただければと

思っております。 

もう一点、例えば、過疎地のバスなどというものは民営化したら間違いなく全

部だめになります。そうすると、山間に住んでいる高齢者のところは交通網がめ

ちゃくちゃなことになりますので、その点は、いわゆる民間に委託して赤字の分

は補てんする等、そういった意味で「民営化等」と書いてありますので、その「等」

のところは、民営化と言ったじゃないかと言われると山の方は大変なことになり

ますので、そこの点は十分な配慮が要ると思いますので、例を挙げれば、そうい

うところも含めて御検討をしていただければと存じます。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（本間議員） もう一点よろしゅうございますか。予算編成の段階でも、縦割りの問

題をどう克服するかというのは非常に大きな問題でございます。漫画のような事

例としてよく出てくるのは、文科省と厚生労働省による同じような趣旨の建物を

どうするのか。入り口の看板を別々にするのかとか。予算編成におけるオーバー

ラップする機能の調整については、事前のマトリックス予算とか、あるいは政策

群の予算の中で、これは今後きちんと見ていく必要があるのではないかと思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 言い尽くされていると思いますが、整理する意味で言いますと、今、

麻生大臣がおっしゃった、総務省が進んでいても教育委員会が認めないとか、官

の方で話が進んでいても民では採算がとれないとか、いろんな諸問題が山ほどあ
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ると思うんですが、原則はそういうものは都道府県、あるいは市町村が決めると

いう権限の移譲が必要で、中央がそういう細かい対応をするんじゃなくて、そう

いうものは地方が決めるんだという流れを、何らかの形で中央からきちっと通達

する必要がある。迷ったときには地方が決めるんだと。幸い小泉政権の「中央か

ら地方へ」、「官から民へ」、そして「三位一体」というものの流れをつくった

おかげで、都道府県知事や市町村からもそれぞれ全体とか、ある部分からいろい

ろな提言があって、その提言で中身が広がってきたわけです。国民のパーセプシ

ョンは前よりもベースが広くなって、しかも基本的には情報環境が改革型の方に

軸は進んでいるわけです。だから、この１か月は画期的な変化で、１か月前に我々

が経済財政諮問会議で、３年で４兆円の国庫補助負担金の廃止という話をしたが、

11兆円とか、９兆円とかいろんな話が出るもんですから、そのときほどは輝きを

失ってしまっている。それで都道府県の知事の方々等は、もう要らないと言って

みたり、財源をこうしろということを具体的に皆が言い始めたというのは非常に

結構な傾向ですけれども、我々もそういう意味では、この活性化の問題、官から

民の問題も、新たな情報環境の中で、さらに進めるべきものは進めた方がいいと

いうことを、考える必要があると思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 牛尾委員の意見をさらに詰めますと、多分ここになると思うんです。

どんどん権限を移譲していった場合は、１つは県は要らないじゃないかという点

が１つ。もう一点は経営能力のある首長さんと能力のない首長さんの差がついた

ときに、能力のないところは県民が痛い目に遇う。そういう人を知事に選んだ県

民が悪いと突き放せるか、これは日本でできますかという点。正直なところ僕は

はなはだ疑問だと思います。ちょっと待てという話で、そこまで定着していない

と思う。 

そのときにどうするかという方法として、今までは現行の制度の中でやれてい

たけれども、その程度のものではとてもおさまりませんから、もっと差がつきま

すよ。そのときには、その地方自治体は経営破綻したんだから、そうした団体に

ついてどうするのか大胆な発想で検討しないと経済財政諮問会議の値打ちはない

のではないですか。 

（牛尾議員） まず、総務省が案を出さないとだめですよ。 

（麻生議員） 総務省が言ったからとか、財務省が言ったからやれというんです。よ

く谷垣さんと話をします。 

（竹中議員） 今のお話で、基本的にはまさに麻生大臣おっしゃったことは、三位一

体の中で交付税改革、具体的には財源保障と財源調整をどのようにやっていくか

という大問題、だからこそ、交付税改革の議論が大変重要だというところになっ

ていくんだと思います。それと一つの究極例として、自治体の破産法制のような

ものをどうするかというようなことも含めて、システム全体をしっかりとつくら

ないといけない。これは諮問会議の役割であるという御指摘は、まさにその通り

であろうかと存じます。 
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（谷垣議員） 先程、本間先生が予算編成に当たって、縦割りを乗り越えるべきとの

話がありましたが、もう既にいろいろ御議論をいただいて、工程表の中でも総合

施設などは問題にしていただいているところもございますけれども、そういうと

ころは、また議論を詰めなければなりませんし、特に意を用いてやるように督励

をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） もしよろしければ、この問題に関しては時間的制約がありますが、事

務方の提案にもありますように11月下旬の集中審議の場で対応できるような、そ

れまでの準備ということをぜひお願いいたします。それと麻生大臣がおっしゃい

ましたけど、阻害要因があるとしたら、その真の阻害要因は何かということを、

表面的なものではなくてしっかりと見極めろということ。それと民間でできるこ

とと、できないことの峻別というのははっきりとしなければいけない。逆に言う

と、民間でできることは徹底的に民間でやっていただくという意味では、ここに

書いてある、市場化テストのようなものを含む競争原理の導入ということも念頭

に置いて議論を進めていくということが必要なのではないかと思います。これに

つきましては、この方向でぜひ検討を進めさせていただきます。 

○集中審議について

（竹中議員） それでは、後でまたまとめて御議論をいただくとしまして、集中審議

についてもう一枚の紙をご覧いただきたいと思います。政府が取り組むべき課題

とその構造を明確にするために、11月下旬の経済財政諮問会議で関係閣僚の参加

を得まして集中審議を開催したいと思っております。大臣イニシアチブというよ

うな言い方をいたしますけれども、今回の集中審議においては、具体的な重点事

項を明らかにした上で議論をぜひ行いたい。その際には、構造改革評価報告書、

これは内閣府で作成して、今、香西先生を中心にやっていただいておりますが、

それの問題提起等も活用していきたいと思います。その政策対応については、「16

年度予算編成の基本方針」でありますとか、「改革と展望－２００３年度改定」

に反映させることにしたいというふうに思っております。 

御承知のように自民党の改革宣言の中でも、構造改革については非常に幅広い

問題提起がなされておりまして、まさに政府、与党一体となって連携しながら構

造改革を進めていくということで、予算編成にこの審議を役立てることはもとよ

り重要ではありますが、予算編成だけにとらわれることなく、幅広く根本的な問

題をぜひ解決する場にしたいと思っております。そういう趣旨から、その改革に

関する大きな項目をここに書かせていただいております。 

各大臣にどのような順番で、どのような手順で何人おいでいただくかというこ

とは、ちょっとこちらの方で考えさせていただいて、また、各大臣にも御相談を

させていただきたいと思っております。同時に過去２回の大臣イニシアチブ、集

中審議で問題が出されながら、必ずしもその後はっきりと決着のしていない問題

もございます。そうした問題も少しピックアップしていただいて、この際、一気

に集中的に審議をして構造改革を加速する場にしたいと考えております。どうぞ、
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その進め方につきまして御意見がありましたらお聞かせいただきたいと思います。

（本間議員） 今、大臣がおっしゃったとおり進めなければならないと思います。先

ほど牛尾議員が指摘された通り、我々これまで与党との関係について意識しなが

ら改革を一歩一歩進めてきたわけですけれども、このところ、改革の方向で野党

があたかも小泉構造改革にとってかわるようなイメージが増幅しつつある。我々

が改革の先導者としての機関車的な役割を、今後如何にスピードアップしながら

力強く進めるかということを、総選挙後に明確に示していく必要性があるのだろ

うと思います。その意味で懸案になっております議論、例えば、三位一体の改革

でありますけれども、これまで幾分事務方で「検討の場」等を通じて議論をして

おりますが、今現在、私は、三位一体にならずに補助金の問題だけに限定されて

くる危険性はないかと危惧しております。もちろん、三位一体を進めていくため

に、その起点として補助金の精査、これは義務教育費国庫負担制度の問題を中心

にしながら、３年間で４兆円程度の規模をまとめ上げていくことは、しっかりや

らなければならないと思います。事務方においても、この問題について「検討の

場」を中心に進めていきたいとは思っていると思う。しかし、補助金を文部科学

省の義務教育の問題だけに限定をしておきますと、それが中途半端なものに終っ

たときに、税源移譲の規模、質というものがほとんど国民にアピールできないも

のになる危険性も存在している。これをもともと「三位」ということでございま

すので、順序論ではなく、３つをそれぞれどう進めていくかという明確なプロセ

ス、工程表管理も含めてやっていく必要性があるんだろうと思います。 

交付税の問題につきましては、これはアンケート調査によれば、地方の側には

幾分及び腰のところもございますし、民主党の案におきましても、この点につい

ては触れていないわけであります。補助金削減と税源移譲という変化の中で、財

政調整機能という観点でどのように交付金の新しい姿、あるいは理念を構築する

かということは、国家百年の大計でございます。あまねく公平という観点からな

のか、あるいは麻生大臣がおっしゃったとおり、やる気のある都道府県等に対し

て、どのようなインセンティブを与えるのかも含めて、ここはやはりきちんとし

た本格的な取組を行っていく必要性があるんだろうと思います。 

来年度予算の問題だけではなく、３年間で４兆円程度の国庫補助負担金の廃

止・縮減等を行うということを明示しておるわけでありますから、この方向性を

伴わずに来年度予算で改革を行っても、部分的なものになってしまい、失敗した

という指摘が出てくる危険性がございます。単年度だけでなく、３年間のプログ

ラム、それからその後、それにとどまらずにさらに地方分権化に向けて進むんだ

という継続性の原則というものを明確に示していく必要性があるんだろうと思い

ます。ぜひ、事務方の「検討の場」において、精力的にやろうと思っております

ので、ぜひ、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。以上です。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 年金の件でございますが、集中審議の表の一番 後に書いてございま

すが、先般総理から、「政府としての年金改革案を年内にまとめるので諮問会議
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でもしっかり議論してもらいたい」、という御発言があったと思います。 

現在の状況ですが、去る９月の初めに坂口大臣私案と日本経団連案が公表され

まして、それから、今度の選挙に関して民主党と公明党から新たな改革案が公表

されておりまして、自民党としては政権公約で改革の具体案は示していない。そ

ういうことになっておるわけです。選挙終了後に厚生労働省案が改めて出されま

して、ここで諮問会議で議論される一方で、党の方では自民党の年金制度調査会、

それから与党年金制度改革協議会、ここで検討される。そういうことになるわけ

ですが、我々としては審議の順位の問題ですが、年金制度改革につきましては、

遅くとも集中審議の初回に厚生労働省からも出ていただき議論出来る様にしてい

ただきたい、そういうふうにお願いしたいと思います。そういうことでございま

す。 

（竹中議員） 御指摘を踏まえて調整したいと思います。牛尾議員、麻生大臣、吉川

議員。 

（牛尾議員） 野党、それから地方の都道府県、市町村、そして国民、マスコミ等の

世論等を十分考慮して、自民党の公約が出された。これは従来の経済財政諮問会

議と党との接触の関連からいくと、今度の自民党の公約はかなり思い切った公約

が出ています。これは総理がしばしば繰り返されますけれども、これで選挙の結

果勝てば、党の公約は常識的には小泉内閣の公約になるだろう。その中で、今、

奥田さんから話がありましたように、年金とか、郵貯とか、そういう問題は期限

を明確に明示をしているだけで、あまり中身が伴っていない。その場合のこの期

限というのは非常に重みがあることであって、今、中身を出していれば、若干期

限が半年や１年ずれてもいいけど、期限だけを明示しているものは、絶対に期限

を守ることが国民への公約だと思うんです。そういう点からすると、今、そうい

うものは優先的にやる必要がある。 

それからもう一つは、経済財政諮問会議から見ても数か所はとても踏み込めな

かったことが、自民党公約としてかなり踏み込まれているわけでして大変評価し

ているんです。しかし、踏み込んだだけに全員の認識との間にいっぱい谷間があ

って、公約文書としてはよく読めば完結していない。ぜひ、選挙の後に、党の方

でこれを完結するような作業を引き続きやってほしいし、経済財政諮問会議もこ

こでは進めなかったことが、党の公約で進んだんですから、それをもとにして工

程表的なプランを、今、本間さんから説明があったように、16年度予算、改革と

展望、そしてそれ以降のプロセスにつないで、経済財政諮問会議もそういうまと

まったものを埋めていく、穴を埋める作業をする必要があるなというふうに考え

ております。そういう意味では、今回、選挙をめぐる政策進行の環境は、従来に

なく優れたものになっているということを評価したいと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 今、それぞれのお話があった中で、交付税の話は例の骨太の方針２０

０３の中にもきちんと書いてありますので、あの線に沿ってきちんと実行してい

くんだと思っておりますが、吉川先生から言われた義務教育等々の話が多分出て
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くるんだと思いますが、 初に、これだけはぱっぱとやっておかなければいけな

いのじゃないかと思いますのは、私が入る前の経済財政諮問会議だと思うんです

が、地方公共団体の事務として同化、定着、定型化している分が約1,000 億円、

そのまま残っていると思うんですが、あれはさっさとやっていただきたい。あの

点につきまして、あれで約1,000 億円は出てくるはずと、あのとき試算が出てい

たと思いますので、職員給与を含めましてそういうものがいっぱいあるんです。

これは既に完全に定着しておりますので、これはさっさと渡せば1,000 億円は確

実に出てくるもんだと思います。積み残しになっていると思いますので、これは

やっていただきたいなと思っています。 

それから、義務教育の国庫負担の中でどこかの新聞で出ていたんですが、いわ

ゆる教職員の数の話で、教職員の数を児童生徒数に比例させるという案が、たし

かどこかの新聞で出ていたと思うんですが、あれは教育現場が全然わかっていな

い人の話で、田舎に行けば行くほど学校が遠いんです。和歌山県の山の中の学校

から和歌山に通うんでは大変なんです。田舎に行けば行くほど子どもは少ないけ

ど、20人しかいなくても先生は１人要るわけです。都会の方は都会の方で40人も

50人もいるけど、こっちも１人要るという話になりますので、児童の数に合わせ

るというのは、かなり乱暴な話だと思います。基本的には標準法というものが文

部省で決めてある。あの標準法というのを根本的に洗えと。あそこをさせない限

りはなかなか難しいと思いますので、文部省に言われるべきはそれだと思います。

児童数でやるのは、それこそ現実として通勤させるバス、通学させるバスをまた

出せとか、えらい話になっていくと思いますので、ちょっと違うと思いました。 

（竹中議員） 今の麻生大臣の御指摘は、集中審議のときに、特に重点的に担当大臣

にお答えしていただけるように、私の方からお願いをしておきたいと思います。

吉川議員。 

（吉川議員） 先ほど本間議員の方から国から地方についての三位一体改革のお話が

あった。要するに、三位一体の改革というのは、あくまでも三位一体でやらなけ

ればいけないというお話として承って、そのとおりだと思います。義務教育の問

題が、この点で非常に大きな問題になっているわけですが、今の麻生大臣のお話

とも関係するんですが、私は教育委員会の改革というのがなければ、三位一体の

改革は魂が入らないと思います。三位一体の改革により国から地方へ権限が移譲

されるが、義務教育を例にとれば、義務教育制度をより良いものにしようという

のがその目的だと思います。教育委員会の改革ということとあわせて、国庫補助

負担金の問題、あるいは税源移譲の問題、そういうのは自ずから出てくる話だと

思いますので、三位一体の改革、とりわけ義務教育の問題については、教育委員

会の問題が外せない、このように考えます。 

（麻生議員） 賛成です。つまらない話ですけど、学校の教科書の話のときにも、

終的にはあそこでつぶされたんですから。 

（谷垣議員） 国庫補助負担金の問題で、学校の義務教育の問題が非常に焦点になっ

ておりますけれども、増大する社会保障の分野をどうチェック＆コントロールし
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ていくかという面も、ぜひ目を向けて御議論いただきたいと思います。 

（麻生議員） 例えば、私の選挙区は生活保護所帯が高水準のところです。知事が替

わったら、どれだけ減ったか、そういうもんです。今、財務大臣が言われるとお

り、生活保護の中でも何となく手つかずのところがありますけれども、内容を洗

えばいいと思います。 

（牛尾議員） 地域別にすごい差があるんですね。 

（本間議員） 大阪市がトップで30‰を超えておりまして、富山県は２‰以下という

非常に大きな差がございます。 

（牛尾議員） 今の共通した認識は、教育委員会の例をとっても、知事や市長の例を

とっても、優秀な教育委員会、良い知事を頭に入れると全然問題がないわけだが、

そうではない場合があるので、現実問題としては、現場でのマネジメントの評価

ということをきちっとすべき。評価が悪くなったときに、どういう対処をするか

という方法を決めないで、基本的には皆いい人ばかりだというふうな、教育委員

会とか優秀な首長ばかりだという前提に立たないで、評価制度を決めて評価から

外れた場合の措置をきちっと具体的にするということが、国から地方への一番大

きなポイントになってくるだろうと思うんです。日本は公然と評価すると必ず問

題が起こるんです。ちょっと言い過ぎると、それは言い過ぎじゃないかというこ

とでいろんな事件が 近でも起こっておりますけれども、その評価の問題と、そ

れを補正するやり方を今度相当突っ込んで議論をしないと、官から民へ、国から

地方へという問題の 大のネックはそこにあるんですね。だから、レベルの低い

機構や首長をどうするかという問題を少し頭に入れて、具体的に議論する必要は

あると思います。 

（竹中議員） わかりました。本間議員いかがでしょうか。 

（本間議員） 先ほど谷垣大臣の方からお話が出ました社会保障制度について。年金

の問題を、毎週１回実務者レベル、それから、次官級の「検討の場」で今議論を

整理しつつあるわけであります。これまでのところで坂口大臣試案が世の中に示

された一つのモデルになっているわけですが、今後は「検討の場」の中で御議論

をいただくための素材として、我々はやはり幾つかのシナリオを組んで、給付水

準保険料、国庫負担の問題、こういうものについて、少したたき台をつくらせて

いただいて、その中から、この場で先ほど奥田議員のお話の中にございました厚

生労働省がまとめていく案に対して、諮問会議の場でどのようなガイドラインの

設定をするかという段取りを、総理が議長でありますこの場で、やはりやった方

がいいと考えております。そのようなことを念頭に置きながら、今、事務方で詰

めておるということで御了解をいただきたいと思います。 

（麻生議員） 本間先生、そのときには、ここを触らないとどうにもならないと思う

んですが、納めた額の何倍までもらえるのが世の中で通るかです。今、何倍にな

っていますか。多いところで６倍から７倍ぐらい？人によって大分違うんですけ

れども、納めた年金が100 万だったら600 万ぐらいもらえたら、それはという話

ですけれども、人口が８対１ぐらいの比率だという話で、今は２対１になろうか
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というときですから、それはちょっと冗談じゃありませんといって、もらう比率

を何倍までにするかという、こっちの話もしていただかないといけないと思うん

です。この観点は厚生労働省は絶対言わないところですけれども、これから考え

られると世間が納得するのは、「３倍もないのか」、「倍か」と「なら貯金して

いるよりいいな」という話になりますので、そこが１点。 

もう一点は、私はぜひ申し上げたいんですが、年金を払う人が急に少なくなっ

た話をみんなしますでしょう。あれはどうしてああなったかと言えば、誰がお金

を徴収するようになったかなんです。もともとは地方でやっていたんです。それ

が社会保険庁が自分たちの官庁機構を残すために、自分たちでやりますといって

事務を取り上げて、それから減ったんでしょう。みんな言わないけど、これを言

わなければ話にならない。経済財政諮問会議というのは、そういうところを言わ

ないといけないのであって、国がやっていた部分じゃなくて、地方から国が取り

上げたわけです。取り上げたら徴収率ががたと下がった。知っていますよ、現場

の人たちは。それは何となくお互いに品がいいからおっしゃらないだけで、あれ

は地方から国が取り上げた結果、徴収率はがたと減って、近ごろ若いやつが払わ

ないという話を、いかにも世の中が悪いような話にすりかえられているけど、現

実は違うんです。 

（牛尾議員） 今、地方に戻せば徴収率は上がるんでしょう。 

（麻生議員） 上がると思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 麻生大臣のお話ですけれども、先ほど給付水準と保険料と国庫負担の

在り方と申し上げましたけれども、本質的な問題は大臣から御指摘のとおり、世

代間の不公平の問題、これをどういう具合に考えるか。シミュレーションを含め

て、そういう材料を集めていきたいという具合に思っております。それから、不

徴収の問題は、まさに御指摘のとおり、市役所の方々は地域に住んでおりますか

ら、格好が悪いとか、払わないことに伴う心理的なマイナス面も含めて、割とフ

レンドリーな関係の中で徴収できるようになりますけれども、機械的にやります

と、これが非常にうまくいかない。そこら辺のところも、やはり重要な要素だと

いうふうに思っております。 

（泉経済産業副大臣） 経済産業省の立場から申し上げると偏りがあるかもしれませ

んが、シナリオをお考えいただく際に、ここの場で中川大臣が経済や産業への影

響が20％になったらどうなるかということを発言させていただいておりますので、

そういうことも十分検討していただきたいとお願いしておきます。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。個々の中身の話につきましては、今日、

こういう議論があったということを担当大臣の方にお伝えして、ぜひしっかりと

集中審議に反映させるようにしたいと思っております。枠組みについて、今日出

たことは主に４点だと思います。自民党の公約も踏まえて、政府、与党一体で政

策を遂行するチャンスであるという観点から集中審議を行えということが第１点。

第２点としては、三位一体の問題はとりわけ重要で、これが三位一体でなけれ
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ばいけない。今、個々のお話をいただきましたけれども、とりわけ義務教育に関

連する問題、教育委員会の問題等々、は重要な問題なんだという御指摘があった

と思います。 

第３点目は、加えて社会保障が極めて重要であるという谷垣大臣の御指摘、そ

れと奥田議員がおっしゃいましたように、年金の問題は時間の制約も考えて早く

取り組めと、これもそのようにぜひ努力をしたいと思います。 

４番目は、重点審議項目について、いろいろ御指摘をいただきましたけれども、

今日、若干挙がっていない問題としては、モデル事業等いわゆるニューパブリッ

クマネジメントというようなことをしっかりやらなきゃいけないということだと

思いますし、加えて先ほど申し上げましたように、過去にここで一度議論されて

おきながら、たなざらしと言いますか、まだ決着のついていない問題、これは私

の方で洗い出させていただいて、私の方でお任せをいただいて、各大臣にお願い

するという段取りにさせていただければと思います。総理、お願いします。 

（小泉議長） 今、よく整理していただいたとおりなんですが、「基本方針２００３」

の早期実現に向けて、今後関係大臣によく指導いただきまして、制度・政策の改

革に取り組んでいただきたい。昨年に引き続きまして「集中審議」を実施するこ

ととしたいと思います。審議する論点については、先ほど竹中大臣の整理に従っ

て行ってまいりたいと思います。また、地域の主体性を生かす、自主性を生かす

ということは当然でありますので、地域が自ら考え、行動する、国がそれを支援

するという形を基本にしていきたいと思います。 

そこで地域再生に本格的に取組、地域雇用を創出することが必要であると思い

ますので、できるだけ早く内閣として、きちんとした体制を整備して取り組んで

いきたいと思います。これには担当大臣を置いてやらなきゃいけないと思ってい

ます。各省の連携がありますからね。それに年金と社会保障制度改革、三位一体

改革、これらの重要課題については、成果を上げていかなきゃなりませんので、

特に、これから「集中審議」で取り上げていきたいと思います。 

国庫補助負担金改革については、今、具体的な地方の学級編成なんかがありま

したけれども、これだって習熟度別の指導なんていうのは、私は当たり前だと思

うんだけれども、これも今まで反対があったんですよ、差別になるというわけで。

これはようやく進んできたから、地方に任せればいいことはあると思うんです。

地方の首長によって違う、これは首長の成熟度に関係するのであって、習熟度よ

りも見識と成熟度によるもんですから、ある程度差がついてしょうがない。いい

ところを見習えばいいんですから、これは市会議員、県会議員、地域の人の判断

によると思うんです。いいところがあったら、いいとみんなが言って、こういう

レベルに上げていけばいいと思うんであります。 

今後、「改革工程」で示されました平成16年度の課題を具体化する検討を各省

庁間で進めてもらいたいと思います。 

選挙が終れば、すぐ予算編成が待っております。勝利すればの話でありますけ

れども、勝利を目指して頑張りますので、この議論が生かされるように今後よろ
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しくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 総理、どうもありがとうございました。 後に席上配布資料として、

「郵政民営化連絡協議会の設置」という紙を置いております。郵政の議論は、諮

問会議で行うというのが前提でありますので、特別な組織はつくらない。しかし

ながら、事務方を務める内閣府と総務省の事務連絡をよくしておく必要があると

いう観点から、内閣府事務次官の河出事務次官に取りまとめ役になっていただき

まして、内閣府２名、総務省２名、それと民間有識者４名、この中には会計の専

門家も含むということで参加をお願いして、このような形で資料の整理等々、ま

さに連絡協議の場を設置したいと思っております。ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

以上でございます。本日は大変ありがとうございました。 

（以 上） 
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