
平成 15 年第 25 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 25  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 11 月 26 日(水) 17:40～19:45 

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（金融・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    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 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 


同    亀井 善之 農林水産大臣 


同    金子 一義 内閣府特命担当大臣（規制改革） 


構造改革特区担当・地域再生担当 

       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) 構造改革評価報告書について 

(2) 集中審議③ 

(3) その他 

3．閉会 

（説明資料） 

○構造改革評価報告書－企業・雇用への改革効果の検証と「次の一手」－

○宮内総合規制改革会議議長提出資料 

○構造改革特区について（金子臨時議員提出資料） 
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○規制改革の課題（有識者議員提出資料） 

○「産業発掘戦略－技術革新」４分野に関する戦略 実施状況のフォローアップ」（福

田議員提出資料） 

○地域再生と雇用創出に向けて（有識者議員提出資料） 

○地域再生に向けた取組みについて（金子臨時議員提出資料） 

○地域の活性化と雇用創出等について（坂口臨時議員提出資料） 

○農業の競争力強化等について（亀井臨時議員提出資料） 

○中川議員提出資料 

○地域再生支援プラン（麻生議員提出資料） 

○行政サービスの民間開放等に係る論点について 

○国・地方の公務員の定員合理化の強力な推進について（麻生議員提出資料） 

○平成 16 年度予算の編成等に関する建議（谷垣議員提出資料） 

○特別会計の見直しについて－基本的考え方と具体的方策－（谷垣議員提出資料） 

○「公的債務管理政策に関する研究会」報告書について（谷垣議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それではただいまから、今年25回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

（竹中議員） 本日の議題ですが、今日は集中審議の３回目ということで大きく２つ

あります。１つは、「規制改革・構造改革特区の問題」、２つ目が「地域と雇用」

であります。「規制改革・構造改革特区」につきましては、金子大臣と宮内議長

においでをいただいています。また、「地域と雇用」ついては、金子大臣に加え

まして、坂口大臣、亀井大臣に御出席いただくことになっております。 

長時間の予算委員会の後ということもありますので、できるだけ短く、効率的

にひとつお願いを申し上げます。 

○構造改革評価報告書について

（竹中議員） それでは審議に先立ちまして、実は内閣府で研究所が中心になりまし

て、「構造改革評価報告書」というのを作成、一種のこれは評価でございます。

外部の意見も入れた評価でございます。この評価につきまして、内閣府の経済社

会総合研究所、香西所長から御説明をお願いいたします。 

（香西経済社会総合研究所長） 研究所の香西でございます。ちょっと腰を痛めてい

て、あまり歩き方がよくなくて失礼しました。 

「構造改革評価報告書」について御説明したいと思います。お手元にパンフレ

ットになったものと、薄い紙とがありますが、まず薄い数枚の紙の方から御説明

いたします。 

構造改革評価報告書は、薄い方の１ページ目に趣旨が書いてありますが、３つ
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のことを行いました。１つは、構造改革の効果を評価をする、何をやったかとい

うことのほかに、それで何がどういう動きがあったかということを評価するとい

う点が第１点てございます。第２点として、外部の有識者のタスクフォースをつ

くりまして、その評価と内閣府の第３統括官のところですが、そこによる検討を

組み合わせる形でこの報告書をまとめております。第３に、結論といいますか、

それにもとにいたしまして、改革の「次の一手」についての検討課題も併せて提

議するという構成になっております。 

今回の報告書のテーマは、構造改革全体ではございませんで、そのうちの企業・

雇用を中心にしたものを今回は取り上げました。タクスフォースの委員はその下

に書いてあるメンバーでございます。 

次のページに移りまして、簡単に報告書のポイントを御紹介いたします。大き

な議論の流れといたしましては、企業や雇用における改革効果の検証を通じてわ

かったことは、民間が改革に対して反応するということでありました。そしてそ

れなりの能力を発揮していただいたということだと思います。「次の一手」とし

ましても、一層の構造改革で現在まで進んでいる構造改革の足りないところを補

うべきである、こういう形で全体の流れがまとめられております。 

絵をちょっと見ていただきますために、パンフレットの方の同じ概要が出てい

ますが、目次の後の２ページ目でございます。青いページの次の２ページ目を見

ていただきながら御説明したいと思います。同じものですが、両方併せて、この

文章を見ながら、そちらを見ていただきたいと思います。 

まず第１に、このタスクフォースの間の議論で非常に評価が高かったのは法律

あるいは税制等が改革されて、企業の事業再編が非常にスムーズに行われるよう

になったということでございます。例えば、合併等もその結果としてこの1997年

に比べますと2.5 倍というふうになっておりますし、最低資本金の制度を利用し

たものは既に９か月で6,000 件を超えるといったような動きが出ております。あ

るいは株式交換や会社分割についても、この制度が導入されて非常に活発に行わ

れたということであります。そして、そういう事業再編を行ったものについては、

企業の収益も改善しているということがその下のグラフに出ているわけでありま

して、効果があったのではないかというふうに考えております。 

もう一方、雇用の関係につきましても、規制の緩和によりまして、民間職業紹

介事業が活発になりました。これによって民間の職業紹介事業所が急増しており

ます。それからまた、派遣労働者に対する規制緩和によって派遣労働者の活用が

進みました。現在でも日本の職業紹介の大半は公共職業紹介所が行っているわけ

で民間職業紹介、数は少ない、またシェアは少ないんですけれども、成果として

はかなり上がっておりまして、短い期間で再就職の世話をするといったようなこ

とが、３ページの上のグラフで表れております。また、転職によってかえって高

い賃金を得た者も少なくないというようなことがうかがわれます。 

３ページの下のグラフによりますと、これまで中の線が動いておりますが、利

益率というのは大体売上が増えて利益が増えるということでありましたけれども、
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2002年におきましては、売上が減っている中でも利益率が上昇に転じております。

つまりコスト削減というのがかなり進んだということでありまして、2003年にな

ると売上も多少増加に転じてきたと、こういう状況がうかがわれます。 

しかし、それにもかかわらず課題も残されております。その１つは、日本の収

益率は改善しましたけれども、国際比較をするとまだ少ないといいますか、低い

ということでありまして、これはパンフレットの方の４ページ目を見ていただき

ますと、競争が最も激烈なＩＴ産業について海外との比較が出ております。分社

化された個別の企業では高い利益率を上げているところもありますけれども、連

結決算をして会社ベースで見ると、日本の企業の収益率はまだ低い、こういうこ

とであります。 

さらに、そのことは非製造業であるとか、中小企業であるとか、地域といった

ような問題については、まだ効果が十分行き届いていない。失業率は下がってき

つつありますけれども、就業者の増加はまだはっきり見られない、ビジブルでは

ない、こういった状態であると思います。 

例えば、若年雇用者問題につきましては、若者自立挑戦プランが盛んに行われ

て努力されているところでありますけれども、実は新卒の就職率を見ますと、４

ページに出ておりますが、中卒では４人に１人が希望しても職がなかったといっ

たようなことがあって、まだ厳しい面も残っているというのが現状だと思います。

そういう中で「次の一手」ということで、本文にもう少し詳しく出ているわけ

でございますけれども、中から幾つか拾っておきますと、産業・企業・雇用、そ

ういった観点でいいますと、やはりグローバルな観点で問題を見てもらいたいと

いう意見が非常に強く出ております。例えばＦＴＡを推進する、それと併せて農

業再生を図るといったようなこととか、グローバルな視点での税制や社会保障負

担といったようなことも必要だというようなことがあると思います。 

それから、雇用を増やす、就業を増やすためには開業が増えなければならない

ということが検討結果で出ておりますけれども、それについて大事なのはベンチ

ャーだということは広く知られておりますが、もう少し雇用を増やしていくため

には、生活密着型の開業についても支援が必要ではないかと、こういった意見も

出されました。あるいは、先ほどの若者自立挑戦プランで若者に焦点を当ててい

ることには高い評価を得ているわけですが、失業者にならない無業者というのが

増えているということについての議論もございまして、失業者というのは能力、

意欲があって失業している人ですが、能力、意欲を持たなくなってきている人た

ち、その若い人たちの無業者の増加にも焦点を当てるべきではないか、こういっ

た意見が提出されているところであります。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。特に質問、コメント等ございますでし

ょうか。牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 大変にわかりやすい、一般の国民が読んで興味を持つような報告書と

いうのは非常にすばらしいと思います。普通は非常に抽象的なんですけれども、

香西所長を中心に、非常にわかりやすく、こういう形での政策に対する
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Plan-Do-Check ・Actionというのは国民の賛同を得ると思うので、今後ますます

幅広く、しかもできるだけ早く出していただくことを期待したいと思います。 

（竹中議員） これは次回は何か予定はございますか。 

（香西経済社会総合研究所長） 大体年に２回ずつということで、次は春の骨太の前

を考えているということで、テーマは特にまだ選んでいません。 

（竹中議員） テーマ等について、またご希望、サゼスチョンがありましたら、ぜひ

お寄せいただきたいと思います。所長どうもありがとうございます。ぜひ広くＰ

Ｒを我々もしたいと思っております。 

○集中審議③

（竹中議員） それでは集中審議に移りたいと思いますが、まず「規制改革と構造改

革特区」、規制改革について宮内議長から、構造改革・構造改革特区について幅

広く金子大臣から、それぞれ御発言をいただきます。宮内議長お願いします。 

（宮内総合規制改革会議議長） 宮内でございます。本日は年末の第三次答申に向け

まして、総合規制改革会議が取り上げております「規制改革アクションプラン」

の実施状況につきまして御説明をさせていただきたいと思います。お手元の私の

名前で出させていただいております資料をごらんいただきたいと思います。 

まず、１ページをごらんいただければと思います。御案内のとおり、当会議で

は本年２月以降、医療・福祉・教育・農業などのいわゆる官製市場というものを

中心に、重点検討事項といたしまして12のものを取り上げました。これにつきま

して「規制改革アクションプラン」として集中審議を行い、本年６月には、総理

の御裁断も頂戴いたしました結果、その得られました成果を「骨太の方針2003」

に、７月には残された課題を当会議の答申としてまとめ、公表させていただきま

した。 

「骨太の方針2003」では、今回の取組みを一里塚として、引き続き規制改革に

取組み、その成果を本年末にまとめる総合規制改革会議の答申に盛り込むと、こ

のような閣議決定がされました。これに基づきまして、現在各省庁との折衝、最

終段階のところへ来ておりますが、現時点ではまだ進展が十分でないというか、

遅れているという状況でございます。したがいまして、この「骨太の方針」に沿

った改革の加速をぜひとも関係各省庁にお願いしたいと、このように考えている

次第でございます。 

次に２ページをごらんいただきたいと思います。本年10月にいわゆる官業とい

うものを打破するといいますか、民需を創造すると、こういう観点から実は重要

検討項目に５つのアクションプランを追加いたしました。したがいまして、既存

の12事項と併せまして、この５つ、17の大きな検討事項でございますが、当会議

の有しますあらゆる権限、機能を行使いたしまして、これも集中的な審議を行っ

ているということでございます。来月に迫りました答申取りまとめに向け、一歩

でも、二歩でも成果を得るべく努力してまいる所存でございますが、本日の集中

審議によりまして、規制改革推進への総理の御指導を賜りまして、関係閣僚によ
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る積極的な取組みが進められることを期待しております。 

それでは、個別のことを全部申し上げることは時間的にできませんので、最重

要と考えられます５つの事項に絞ってだけ御説明をさせていただきます。 

３ページをごらんいただきたいと思います。医薬品のコンビニ等における一般

小売りにつきましては、これはまで医薬品の薬効成分を変えまして、医薬部外品

と、これに移行させることにとどまってまいりました。しかし、３ページの（注

２）をごらんいただきますとおり、医薬部外品はおよそ医薬品とは思われないも

のを想定しており、医薬品からの移行に当たっては薬効成分を除くなど、消費者

のニーズに応えられたものとはなっておりません。当会議といたしましては、例

えば薬剤師なしで販売しております特例販売業、あるいは配置販売業が扱う医薬

品については、医薬部外品への移行ではなく、医薬品として販売できるようにす

べきと、このような主張をしてまいりましたが、この件につきましては、６月に

総理の御裁断をいただきまして、初めて医薬品としての販売を可能とすると閣議

決定をいただきました。来月には具体的結論が出されることでございますが、実

は厚生労働省は未だ医薬部外品への移行という考えを否定しておりません。もし

そうなれば、これまでの議論、あるいは総理の御裁断が無に帰するということで、

前進にはならないで、閣議決定から後退するという結果になるのではないかと、

この点につきまして大変懸念しているところでございます。 

次は４ページにございます、いわゆる混合診療の解禁でございます。これにつ

きましては、次のページをごらんいただきたいと思います。５ページでございま

す。 

まず、一番左の図が現行の制度でございます。保険診療と保険外診療、いわゆ

る自由診療を併用するということは、特定療養費制度の中で厚生労働省が病院ご

とにあらかじめ承認をとった医療技術にしか認めていないというのが現行でござ

います。「骨太の方針」では、実は真ん中の図のように特定療養費制度の枠内で

既に承認された技術及び一定の病院に限って個別の承認は不要とされました。し

かしながら、新しい先進的医療技術はこれまでどおりすべて自由診療のままであ

り、患者の身体的・経済的負担を高め、受診機会を狭めるだけでなくて、医療機

関の積極的な取組みや高度医療の発展、普及を阻害すると、このような弊害につ

いては変わらないわけでございます。 

一番右の部のように、特定療養費制度の枠を越えまして、一定の質が確保され

た医療機関については、新しい技術についても、包括的に混合診療を認める制度

を構築すべきだと考えるのが私どもの主張でございます。 

６ページにまいります。幼稚園・保育所の一元化でございます。幼保一元化に

つきましては、６月の「骨太の方針」におきまして、一貫した「総合施設」の設

置を検討することとされました。その後小泉総理から18年度を待たずして実施す

るという御発言がございました。しかしながら、厚生労働省及び文部科学省は実

施は18年度という考えのようでございます。総理のお考えに沿って17年度中に実

施すべきと私どもは考えております。さらにその際には、幼稚園・保育所それぞ
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れの低い方の規制水準に合わせるべきという考えを持っております。 

次のページをごらんいただきたいと思います。アクションプラン追加、先ほど

５つの事項を追加したと申し上げましたが、その中から２つを御説明させていた

だきます。７ページの公共施設・サービスの民間開放の促進でございます。国・

地方自治体などが所有、管理運営する公共施設やサービスの民間開放によりまし

て、効率化や新たなサービス、雇用の創出など大きな効果が期待されます。例え

ば、道路、河川、港湾、下水道などいわゆる公物管理法に規定されるものについ

ては未だ制約が多く、制度が未整備なため民間開放を阻害しております。21日の

当諮問会議におきまして、石原大臣から一部制度運用を拡大するとの表明があっ

たというふうにお聞きしておりますが、ＰＦＩ法、地方自治法の改正、利活用の

ための制度整備、市場化テスト等の仕組みを導入するなど抜本的な民間開放を促

進すべきと、このように考えております。 

最後でございますが、８ページをごらんくださいませ。労災保険、雇用保険事

業はともに過去の黒字ということもありまして、非効率な制度や事業が温存され

てきております。厳しい雇用環境が続く中、真に労働者にとって必要な効果的な

制度へと改革すべきと考えております。具体的には、労災保険を自動車責任賠償

保険のように民営化、各種事業を廃止、あるいは民間に関するなど抜本的な見直

しを図るべきでございます。その他の項目につきましては、９ページ以下に説明

しておりますが、本日は割愛させていただきます。 

最後に、当会議が前身の委員会から規制改革の目指すこととして、挙げてまい

りましたのは利用者、消費者本位の経済社会を築くことでございます。急に薬が

欲しいときになぜ近くのコンビニで買えないのか、海外では受けられる高度医療

がなぜ日本では受けられないのか、子どもや親から見れば同じ幼稚園や保育所が

なぜ担当省庁が違うことで分かれているのか、国民の目から見ましたら不思議で

あるということになろうかと思います。また、厳しい経済環境の中で民間部門で

の改革が進む一方、いわゆる官製市場、あるいは官自身が運営する官業の改革が

大きな課題となっております。消費者、利用者たる国民の立場に立って御判断を

いただき、改革の推進に強力に取り組んでいただきますよう、切にお願い申し上

げます。 

以上をもちまして、私の説明は終わらせていただきます。 

（亀井臨時議員 入室） 

（竹中議員） 宮内議長ありがとうございました。それでは金子大臣からお願いしま

す。 

（金子臨時議員） 今の宮内議長を中心にしていただいて、総合規制改革会議を強力

に推進をしていただきまして、担当大臣として改めて感謝を申し上げます。私と

しても、今後とも全力でバックアップしてまいりたいと思っております。 

それから、ちょっと冒頭で恐縮でありますけれども、来年３月、会議の終了と

いう日程になっておりますが、どう展開していくのか、引き続き民間の有識者の

皆様から構成される有識者会議、これを設置するということを基本としながら、
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より強力な体制を構築することができますように、制度的な位置づけも含めまし

て、政府全体の推進体制のあり方につきまして、今日は先生方からいろいろ御意

見も出ると思いますけれども、与党も含めて御意見を伺いながら、早期に案を決

定してまいりたいと思っております。 

それから、先ほど指摘のありました個別項目で恐縮でありますけれども、医薬

品の小売販売については、今日まだ厚生労働大臣はおいでいただいておりません

が、今のところ、非常に消極的という意見を専門委員会の皆様がなさっておられ

る。一方でドンキホーテのように、対面テレビでやられるという、次元の違う話

でありますけれども、こういうメディアが発達する中で従来の方法でいいのか、

やはり工夫の余地がいろいろあるのだろうと思っております。少し厚生労働大臣

とも議論してまいりたいと思っております。 

それから、構造改革特区のペーパー、横長のがございます。ポイントだけ御紹

介申し上げます。おかげさまでどんどん推進いたしました。１ページ目、217 件

認定を受けました。近々でありますが、小泉総理から認定書を渡していただき、

合計で236 件の認定が出てまいります。 

２ページにありますように、これを特区にとどめないで、なるべく早く全国展

開ができるものはしていきたいということで評価委員会を設置させていただきま

した。来春にも調査をスタートしていただき、今、調査手法を検討していただい

ております。 

３ページ目、今まで規制緩和が非常に難しかった教育、医療、農業の分野でも

具体的な案件が出てまいりました。具体的な案件、主だったものは４ページ以下

に列挙させていただいております。予算委員会等々でも報告をしたものですから、

この会議では少し省略をさせていただきまして、群馬県では国語を除いて英語で

すべて授業をやる、企業の国際会議はすべてこれからは英語で行われると想定し

ているようであります。 

それからその下の、ビジネス人材育成特区等でありますけれども、我が国では

これから放送が多チャンネル化するんですけれども、コンテンツが弱いというの

が言われておりましたけれども、ここの大学に入学するという人の中に340 名ぐ

らいなんですけれども、この学校を卒業して自分でプログラムのソフトをつくっ

ていきたいと、起業を起こしていきたいという学生さんたちがかなり多いようで

あります。 

あと５ページ目、オリープ特区、それからふるさと再生ではどぶろくがきまし

た。東北はかなり積極的であります。津軽では下から吹き上げてくる地吹雪、今

まで寒くてどうしようもなかったんですが、逆にそれを見物させようとツアーを

組みまして、地吹雪を見に来るんだそうです。これとどぶろく飲みながら見ると

いうアイディアというのはなかなかのものであります。 

６ページ目、物流産業活性化、これは経済効果が目に見える形で出てくる、規

模の大きいものとして芽が出たものの一つではないだろうか。これが早く実現で

きるようにこれからも応援をしてまいりたい。物流特区では、この雇用でありま
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すけれども、平成19年に5,600 、24年には１万800 の雇用、これは今度、響灘で

は水深が12メーター、深い港なものですからハブ港湾、北米から釜山に行ってい

たのがここへ来る可能性があるのだそうでありまして、そうしますと、ハブ港湾

化して、ここから中国、韓国の釜山に行くという効果が期待されております。ま

た、四日市は５年間で700 億円の投資が出てくると予定されております。 

７ページは今申し上げましたので飛ばしていただきまして、これは地方自治体

ではなくて、民間からもなるべく知恵を吸収したいということで、この秋に青年

会議所（ＪＣ）ですとか、商工会等々にキャラバンを組んで事務方に行ってもら

いました。いろいろな要望も伺ってまいっております。 

特に特区の場合には、一番最後のページ、横長であります。代表例を色分けさ

せていただきましたけれども、色によって種類が区分されておりますけれども、

いろいろな分野、農業から観光から教育等々出てまいりました。これはもっとど

んどん進められるようにしていきたいということで、あえて付け加えさせていた

だければ、今担当している方が、要望があったときの規制緩和、所管の役所へ持

っていきますと、こんなものはだめだと簡単に言われてしまっている部分がこれ

まではあったようなんですけれども、今の事務局の皆さんが所管の役所と渡り合

って穴をあけてくる。今までは法律があるからということで、施行停止になって

いた部分を掘り起こしてくれている、これが今の現状であります。とりあえず私

の方からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは関連しまして、民間議員から御説明

をお願いします。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） それではお手元にございます「規制改革の課題」となっております民

間議員のペーパーを説明いたします。 

構造改革を掲げております小泉内閣にとりまして、規制改革というのは内需拡

大と雇用創出、この二者をもたらす最も有効な政策手段である。これまで以上の

スピード感をもって大胆な規制改革を積極果敢に進めていかない限り、日本経済

の再生は難しくなる、このように思います。 

総合規制改革会議には、アクションプランを中心に積極的にお取組みいただい

ておりますが、先ほど宮内議長から御報告がありましたとおり大変御苦労をされ

ております。そこで新たな規制改革推進３か年計画の取りまとめに向けまして、

この資料に従いまして４点お願いいたしたいと思います。 

第１番目は、「規制改革推進のためのアクションプラン」における重点12項目

でございますが、「骨太2003」の考え方に沿って着実に推進することであります。

「骨太2003」では、決定事項を一里塚としてさらに改革を進めることとされてお

りますが、その後の検討がなかなか進んでいないという状況でございます。これ

は各大臣のリーダーシップによりまして、本年末の最終答申に向けて改革を加速

させていただきたいと思います。 

２番目はアクションプランの重点項目の一つであります医薬品の一般小売店に

おける販売でございます。本年中に十分な検討を行い、安全上特に問題がない医
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薬品すべてについて一般小売店で販売することができるようにしていただきたい、

このように思います。 

それから３番目でございますが、構造改革特区においては、本年８月に設立さ

れました評価委員会を有効に機能させて実施状況に問題のないものについては、

早期に全国展開をしていただきたいと思います。特に本年４月から実施されてお

ります第１次提案における特例措置について、できるだけ早い時期にできるだけ

多くの項目を全国に広げるべきであると思います。 

最後になりますが、総合規制改革会議の後継組織についてであります。後継組

織のあり方はこれまでも検討がされてまいりましたが、これをどのような形で設

立していくのかは現内閣の規制改革に対する姿勢を問われるものになります。今

後は官業の全般的な改革にも強力に取り組む必要があると考えておりまして、特

に規制改革については、よりスピードアップして改革を実現できるような体制に

すること。また、民間の視点が十分に反映できる体制とすることが重要であると

思います。自民党の政権公約にも来年４月に「規制改革・民営化等推進委員会」

を設置するとされておりますが、独立した事務局で民間委員を中心とした体制で

改革が推進されるということを期待しております。その際には、空白期間が生じ

ないようにすることが必要でありまして、いずれにしても、今後とも総合規制改

革会議と諮問会議とが連携して早急に後継組織に関する具体的な検討に着手をし

ていくべきであると思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） 繰り返し恐縮ですが、時間の関係がありますので、ぜひ手短にポイン

トを絞って議論をしていただきたいと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） 宮内議長のところからの７ページ目の公共施設・サービスの民間開放

の促進、公物管理のところですが、これは前に、私は総務省としては学校等々の

プールの話をいろいろさせていただいた。この点は結構前向きに進んできている

ところですが、このうちで公物管理法として、道路法、河川法、港湾法と書いて

あるのは、宮内議長、これは基本的には特別法ですものね。これは一般法に必ず

まさるという大ルールがありますので、まず、特別法を見直すことを考えないと、

これはよその所管の話ではありますけれども、私の感じではこれは結構難しいと

思うんです。命の保証は誰がしてくれるのかという道路の話になります。それが

１点です。 

それから、アウトソーシングの数値目標の設定ということですが、これは事実、

アウトソーシングをやらせると地方の小さな役場なんかで、早い話がアウトソー

シングするぐらいだったら、みんなで金を出し合って町役場の職員みんなで掃除

した方がやすいんじゃないか。それはアウトソーシングかと言えば、金を払って

みんなでやる方が安いと言われると、それはそっちの方がはるかに安いという例

がありますので、これは一律にやるというのは結構難しいかなと。ぱっと見ただ

けの感じです。意見まで。 

（竹中議員） 先にコメントを出していただいて、まとめて議長と大臣に。特にほか
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によろしいですか。それでは議長、それから大臣の順でお願いします。 

（宮内総合規制改革会議議長） 今、麻生大臣のおっしゃったのはそのとおりでござ

いまして、ＰＦＩ法というのができたわけでございますけれども、道路法、河川

法、港湾法、公物管理法ですね、これの見直しができませんと完全な形でいかな

いと。したがいまして、縦割りの法律に横串をさそうというＰＦＩ法みたいなも

のとはうまくいかない。それから地方公共団体の場合も同じような問題を抱えて

おります。したがいまして、これは大変力仕事の要る法律改正を含めました、こ

れをやらないと民間開放にはならないということで、ＰＦＩ法をもっと大きく活

用するというためには、しかしながら法律改正をお願いするということを考える

必要があるということではなかろうかと思います。問題点はおっしゃるとおりで

ございます。 

それから市場化テストについては、海外で数値目標等アウトソーシングをいろ

いろやっている例がございますので、それを参考にしてかなりのところまででき

るのではないかと。ただ、おっしゃる問題点もよく承知しております。 

（坂口臨時議員 入室） 

（竹中議員） 金子大臣お願いします。 

（金子臨時議員） 結構です。 

（竹中議員） よろしいですか、それではありがとうございます。 

ポイントは３つであろうかと思います。１つは、新３か年計画、年末の取りま

とめに向けまして、これは総理の御指示とか、閣議決定した「骨太の方針」を何

としても実現しなければいけない。その点については諮問会議としても最大の関

心事の一つでありますので、引き続き、各大臣のイニシアティブをお願いすると

同時に、諮問会議としても、しっかりと見ていく必要があるかと思います。この

問題については、必要に応じて年内にもう一度宮内議長においでをいただいて、

取りまとめに向けての議論をするということが必要かと思います。 

第２番目は後継組織の問題でありますが、これに関しましては、金子大臣から

引き続き民間の有識者を含めた会議にするより強力な位置づけ、その体制づくり

について議論したい、それを早期に提案したいというお話でありましたので、大

臣の方でぜひよろしくお願いをいたします。 

第３番目が特区について、これを特区を全国区にするということだと思います

が、評価委員会が４月から調査を開始して、これについては16年８月に第一陣の

話があると、そのようなお話であったかと思いますので、これもぜひ、今の大臣

のイニシアティブでお進めをいただきたいというふうに思います。ここまでの問

題に関しまして、総理。 

（小泉議長） 厚労省も決めたとおりやってくださいよ。今言ったように全部決めた

ように。何かまだ抵抗しているような話だから、医薬品の問題についても、部外

品じゃなくて、書いてあるように進めてください。17年中にできるものはやると。

幼保もそれでやりますから。そのとおり進めますから。 

（金子臨時議員） 厚生労働大臣、さっきおいでにならなかったんですけれども、医
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薬品の小売販売の件……。 

（小泉議長） 副作用の少ないようなものはやる。 

（坂口臨時議員） 薬の問題、今やっていますから。 

（小泉議長） お願いします。 

（坂口臨時議員） 今進めていますから。 

（竹中議員） 宮内議長ありがとうございました。 

（宮内議長退室) 

○その他

（竹中議員） それでは「地域と雇用」の話に移らせていただきます。ここから坂口

大臣と亀井大臣においでをいただいております。 

時間の節約をしたいと思いますので、まず問題意識の方を先に吉川議員からお

話をいただきまして、その後、各大臣のお話をお願いしたいというふうに思いま

す。 

それでは吉川議員、先にお願いします。 

（吉川議員） お手元の「地域再生と雇用創出に向けて」という、民間議員４人の名

前が書いてあるペーパーを私の方から御説明いたします。 

日本経済、現在景気回復に向けたよい動きが出てきているわけであります。我々

としては、こうした動きは、2004年まで続いていくと思っていますが、ただ、課

題として、地方経済、地域再生の問題と雇用の問題、この２つは政府としてもう

一段踏み込んだことを考えるべきだ、このように考えているわけです。 

先ほど香西先生からご報告のあった構造改革に関するレポートでも雇用の問題

が残されているという指摘が出ました。そこで地域再生、地方経済の問題と雇用

創出に向けてどうした考え方で政府として取り組むべきか、我々議員でいろいろ

議論した結果を報告させていただきたい。 

まず第１番目に地域再生に当たっては、次の考え方を基本とするべきである。

基本的な考え方として、３つの原則を挙げております。第１に国主導ではなく、

地域主導で再生する。第２に画一的ではなくて、地域独自の発展を目指す。３番

目が個々の地域の責任を重視する。地域にも自分の足でしっかりと立ってもらう

必要があるということであります。 

地域再生プログラムでは今後３年間程度を念頭において、以下の課題について

具体的な内容と工程を明らかにする。迅速に成果を実現すべきだ。 

１番目が先ほど総務大臣からも議論が出たわけでありますが、行政サービスの

民間開放を大胆に行うことで、いわゆる官々規制の大幅縮減をする。これについ

ては、内閣府の論点整理で提起された問題点を解決する必要がある。また、まさ

に先ほど総務大臣から御指摘あった点でありますが、一括法も含めた法改正の検

討もするべきであるということであります。 

それから２番目、１枚めくっていただいてところに、民間主導、地域主導の雇

用政策への転換とありますが、１は、地域の実情に合わせた就職支援を強化する
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必要がある。そのために地域のワンストップセンターで民間委託の拡充をするべ

きだ、こう言っております。また、現在、就職斡旋における民間事業者への委託

は、長期失業者に限られているわけでありますが、これは１年以上の失業という

ことですが、一般の失業者にも拡大するべきではないか。そのための規制改革も

必要ではないか。 

具体的に言いますと、民間の就職斡旋会社がお手伝いをしたときに、求職者か

ら手数料をとれるかどうか。現在では年間所得が1,200 万円以上の人たちに限ら

れている。年間所得1,200 万円という相当所得水準が高い人に限られているわけ

です。この点をもう少し規制改革する必要があるのではないか。現在の規制の考

え方というのは、1,200 万円を下回るような求職者から手数料をとるというのは

気の毒ではないか、もちろん、こういう考え方に基づく規制であるわけです。こ

うした規制自体は善意に基づくものですが、その善意が逆に働くこともある。つ

まり民間の就職斡旋業者がビジネスとして熱心にならないために、結果、仕事が

見つからないという、いわば労働者本人にとってもかえって悪くなるということ

があり得るわけです。そこら辺をよく考えて規制改革した方がいい場合には規制

改革をした方がいい。善意でなされている規制が逆に働く場合もあるということ

であります。 

それから、雇用政策についても全国一律の対応ではなくて、地域の自発的な雇

用創出事業に対する選別的な支援をする。これとも関係しますが、一般に雇用政

策についてはアウトカム目標を明確にする必要があるのではないか。様々な雇用

政策があるわけでありますが、必ずしも当初の目論見どおりに働かない場合があ

るわけであります。これは時々新聞等でも指摘されるわけでありますが、アウト

カムを明確にする必要があると我々は考えております。 

３番目の論点、これは前回の諮問会議でも議論されたわけでありますが、建設

業の事業転換の推進、また農業の競争力強化等を通じた地域の基幹産業の再生と

いうことが大切なことだと我々は考えております。 

建設業についてでありますが、お手元の資料をめくっていただきますと、最後

に３枚ほど図が出ております。最初の図は、建設業のＧＤＰ、あるいは総労働者

に占める割合、これを先進各国で比較した棒グラフであります。万事そうであり

ますが、国際比較をして、日本が違うといって直ちに日本が間違っているという

わけではありません。しかしながら、やはり多くの先進国の中で日本の姿という

のをいわば鏡として照らし出して、日本の姿というのがどういうことになってい

るのか反省する材料として我々は常に国際比較というのは大切だと考えておりま

す。見ていただくと、棒グラフの方がわかりやすいかと思いますが、日本では労

働者、就業者の中で建設業の占める比率が10.2％ということになっております。

ほかの国の数字は一々挙げませんが、やはり日本の比率はかなり高い数字になっ

ております。 

もう１枚めくっていただいた２番目の図は、これを都道府県別に見たものであ

ります。建設業の就業者の比率が一番低いのは東京都、約６％であります。一番
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高い県は14％を超える水準になっております。もちろん、これは絶対数ではなく

て比率であります。建設業というのは、これは皆様方御明察のとおり、公共投資

とかなり関係があるように見受けられるわけであります。これは我々この会議で

もずっと言ってきたことでありますが、地域経済を再生するために、建設業、と

りわけ公共投資に頼って一時的な需要を生み出して雇用を維持するというような

やり方には限界があり、それでは真の地域経済の再生にはつながらない。この図

はメッセージを自ずから語っていると思いますが、持続的な地域再生ができるよ

うな施策を考える必要がある。そうしたことを地方にもよく考えていただく必要

があるのではないかと思っております。 

本文の最後第４番目の論点でありますが、地方が再生していくときの１つのポ

イントとして観光産業というものが考えられる。観光についてはこの会議でも議

論になり、政府としてもいろいろ考えられていることだと思いますが、一番最後

の図を見ていただきます。国際的な旅行の収支、日本人がどれだけ外国に出てお

金を使うか、逆に外国人が日本に来てどれだけお金を落としていくかという収支

を左右に並べた図でありますが、日本は旅行収入のランキングでは35位、クロア

チアの下になっている。なぜこうした状況なのか、いろんな問題があると思いま

すが、こういうところを工夫しながら、地域経済の再生を考える必要があるので

はないか、こういうことをこの紙で言っております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは各大臣にお願いいたします。金子

大臣お願いします。 

（金子臨時議員） 今議題になりました地域再生への取組みついて、これまた横長資

料、「地域再生に向けた取組みについて」というのがお手元にございます。簡単

に考え方だけ述べさせていただきたいと思います。 

１ページ目でありますが、今、吉川先生からお話がありましたが、まさに３つ

のポイント、青抜きのところ、「地域にできることは地域に」という地域の自立

の精神を尊重し、「地域が自ら考え、行動する。国は、これを支援する。」、キ

ーワードというんでしょうか、ここの部分からスタートしております。 

２ページ目でございますが、横線が書いてあるところだけ読み上げますが、地

域を担う基幹産業の再生・事業転換、新規事業の創出等々内容とする地域再生の

ための計画を策定すると、アイディアを出していただきたい。そして国として規

制改革、それから権限の移譲、地域再生に関する各省の支援策の利便性を向上す

る。地域再生に向けて各省庁、連携集中していただく必要があると思っておりま

す。さらにはアウトソーシング、先ほど来話題になっておりましたけれども、ア

ウトソーシングを促進していく。基本的な進め方はこのような考え方でいきたい。

まだ一部、ふるさと創成１億円ぽんと各町村がもらうようなイメージを多少引き

ずっている部分が全国にはないわけじゃないんだと思いますけれども、そうでは

なくて、特区でいろいろ御提案いただいて、基本的にこういう考え方を支援して

いく。それから、さっき農業の特区ができたと申し上げましたけれども、建設業

者の中で従業員が40人、50人規模の何社かが農業に転換すると。福祉サービス、
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これもホームヘルパーさんを作業員の方々に養成して送り出す。それからアウト

ソーシングを受けられる企業に転換する準備を進めていく、その他例が出ており

ます。リンゴとか柿なんかも結構肉体労働で腰を痛めたりするのが多いそうであ

りまして、そういうところの後継者がいない。果樹なんかもやりたいという考え

もあるようでございます。 

３ページ目以降は、10月24日に再生本部ができました。事務方に各地域に主だ

ったところの意見を聞いてまいってもらいました。そういう中でここにあります

ように、産学連携、港湾、観光、農村地域、３ページ以下にございますけれども、

そういうところでどういう要望が出てきたのか、それがどういうものに地域おこ

しにつながっていくのかというポイントを列挙させていただいたところでありま

す。 

スケジュールでございますけれども、年内に12月の下旬にでも考え方を盛り込

んだ、あるいはツールというんでしょうか、道具を盛り込んだ地域再生に関する

基本指針というものを策定させていただきたい。それから、この基本指針の策定

をしたところで、地方公共団体ですとか、事業者から地域再生のための提案を募

集して、２月下旬をめどにプログラムとして決定していけるようにもっていきた

い。そんなスケジュールを、ちょっと今日初めて御相談でございますけれども、

なるべく早いスピードで進めさせていただきたいと考えております。以上であり

ます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは坂口大臣お願いいたします。 

（坂口臨時議員） それでは私の方の「地域の活性化と雇用創出等について」という

ペーパーでございますが、この１ページ目でございます。 

１ページ目は「地域の視点に立った雇用対策の推進」でございまして、赤い字

で書いてありますのが来年度予算で新しく行うところでございます。この中の一

番中心は何と申しましても、一番真ん中の「地域の公共団体による無料職業紹介

の実施」、これは法律はもう既に通しておりまして、政省令の整備をいたしてお

りますが、来年３月からでございますけれども、これを実施する。 

それから、右側の上にございます「都道府県が自主的な取組みとして、若年者

のためのワンストップサービスセンターを整備する場合に支援」、これは先ほど

吉川先生からもお話のとおり、ワンストップサービスの話でございます。先ほど

の先生の御指摘のように、民間にもやらせるべき、なるほどそうかというふうに

思いますが、ここは都道府県にやらせますので、都道府県が民間にというふうに

言ってくれれば、それでいいというふうに思っておりまして、ここは都道府県に

対しまして、そうした方法もあるということをちょっと言いたいというふうに思

います。 

それから、２枚目でございますが、これは若年者の雇用対策でございまして、

これは今年の初めからでございましたが、経済産業省と文部科学省と合体で進め

させていただいたものでございまして、一番中心は日本版のデュアルシステム、

すなわち企業実習と一体になった教育訓練の実施、こうしたことでございます。
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その他の問題もございますけれども、４項目ほどここに挙げてありますとおりで

ございます。 

それから３枚目でございますが、これは雇用維持支援から雇用移動支援への重

点化でございます。雇用関係の助成金につきましても、余りたくさんあり過ぎた

ものですから大分整理をしてまいりました。初め61本あったわけでございますが、

39本にし、また平成15年度も46本から35本にしてということでございますが、29

本まで減らすということで、平成16年度見直しでは整理をいたしまして、内容に

つきましても、雇用移動を支援するということに重点を置いております。例えば、

雇用調整助成金の問題につきましても、その内容をできるだけ雇用移動を阻害し

ない形につくりかえているところでございます。 

それから４ページ目、ハローワークにおける民間の活用等による就職支援の強

化でございまして、これも先ほど吉川先生の方からお話がございました長期失業

者について、就職支援から就職後の定着までを民間事業者にこれをやらせるとい

うものでございますが、先ほどのお話は、これを長期だけではなくて、一般の失

業者にも拡大をしてはどうかというお話だったというふうに思います。ここは金

のかかる話なものですから、一般の長期でない人たちも、現在既に民間でそれは

できるわけでございますけれども、民間も同じようにお金をつけるかどうかとい

う問題、これは金のかかる話なものですから、長期の人には１人70万円の金をか

けるということでございます。一般の人にも全部これをやるということになると、

それはみな金をかけるかどうかという話になってまいりますので、ここはちょっ

と御相談をしなきゃいけないというふうに思っております。 

先ほどお話がございました規制の問題で、業種を増やすというようなことは確

かに大事だと思うんですが、現在のところ、もらっているのは業種が決まってお

りまして、これは科学技術と芸能人と、この２つだけに今なっておるものですか

ら、ここの業種を拡大するということはやらなきゃならないのではないかという

ふうに思っております。1,200 万円以上というのはちょっと高いものですから、

もう少しここはおろさなきゃいけないというふうに思っております。700 万ぐら

いでもいいんじゃないかというふうに今言っているところですけれども、あるい

は、それでも高いということならば、もう少し下げるということも可能かと思い

ます。 

それから、５ページ目でございますが、これは民間・地方公共団体による労働

力の需給調整の活性化でございまして、これは地方公共団体による職業紹介事業

の実施でございます。ちょっと重複をいたします。 

それから、６ページ目は個人の選択を機能させた公共職業訓練の推進。今まで

はどちらかといいますと、キャリアコンサルティングを行いまして、そしてあな

たはこういうコースがいいですよということを言って、それを与えていた。そこ

を御本人の希望によって選択ができるようにしようということでございますが、

これはプラス面、マイナス面両方あるような気もいたします。個人にコンサルテ

ィングを行って、そしてあなたはここが合っていますよということを決めてそれ
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を紹介するのと、本人に選択をさせるのとではプラス面、マイナス面あるという

ふうに思いますけれども、ここは個人に選択をさせるということにウエートを置

きたいというふうに思っているところでございます。 

来年度特に中心になりまして、やらせていただこうとしているところは以上の

点でございます。 

それから、最後に御指摘のありましたアウトカムのお話もございまして、ここ

は我々も一つの目標を立ててやらないといけないとは思っておりまして、そこは

そうしなければならないというふうに思っておりますが、経済動向によってなか

なかそうならないこともあるものですから、いつもおしかりも受けるということ

でございまして、少し全体として、ある程度トータルといいますか、幾つかの項

目において、その項目ごとのトータルでどれだけというふうにするか、29本なら

29本あります、そうしたものの中の一つ一つにその目標をつけるかということは

あると思います。そこはちょっと検討をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

以上、私の方から。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは亀井大臣お願いします。 

（亀井臨時議員） それでは、お手元に「農業の競争力強化等について」、こういう

横の紙があると思います。その中で特に、私も４月に就任以来スピード感、そし

てさらにわかりやすい改革、こういう努力をしてまいりまして、この間の選挙中

も各地で食の安全、あるいは安心の問題、あるいはまた農村地域での高齢化、あ

るいは耕作放棄の問題、またグローバル化の進展など大きく変化をしておるわけ

でありまして、国民各層から農政への期待が高まってきておると、このように感

じております。 

このような中でスピード感ということで実は当初、来年３月に開催する予定で

ありました「食料・農業・農村政策審議会」を来月９日からスタートさせまして、

新たな基本計画を前倒しで17年の３月までに策定をすることにしたわけでありま

す。これら農政改革におきましても、先ほど金子大臣からお話がありましたが、

地域再生と、こういう面で総理にもお願いをいたしまして、食料・農業・農村政

策推進本部を去る11月21日に開催していただきまして、農政の推進につきまして

の活発な意見もちょうだいしたわけであります。今後政府一丸となって積極的に

農政改革に努めてまいりたいと、このように考えております。 

そこで１ページ目のところにありますとおり、目指すべき将来像と、こういう

面で安心して暮らせる社会、あるいは創意工夫をもって挑戦できる社会へと、そ

ういう面で食料・農業・農村と、これが大きく変わることが必要でありまして、

具体的な方向といたしましては、一番右のところにありますとおり、プロ農業経

営の維持・発展のための支援の集中化・重点化、多様な担い手・農地制度の再構

築、環境や農地・水等の保全のための政策の確立と、こういうことを考えておる

わけでありまして、やる気と能力のあるプロ農業経営の発展のための支援を重点

化・集中化プロ農業と、こういうところで考えております。 
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そして、さらに農業以外の世界から飛び込もうとする人や企業を含む多様な担

い手の参入促進に向けた農地制度の再構築と、このようなことを考えております

し、一方では、プロ経営者だけでなく地域全体で支える、こういう面でやはり環

境や農地や水の保全が重要なことでありますので、その政策も併せて確立してま

いりたいと、このように思っております。何よりもスピード感が必要であります

ので、先行できるものは、16年度からでも速やかに実施をしてまいりたいと、こ

のように考えております。 

次の２ページは農政改革の実施工程、このことでありまして、３ページ、今後

の改革のスケジュール、こういう面で現在コメ政策の改革のスタート、地域の自

主性を重視した施策体系への移行の改革が現にスタートしているところでありま

す。特区における株式会社の農業参入について、これは着実に成果が上がってお

りまして、来年中に全国展開に関して決定をしてまいりたい。先ほど金子大臣か

らも建設業の話がございましたが、地方の建設会社は農業関係者が建設会社に勤

めている、こういう面で農業の特区に入って比較的成績をあげるということが非

常にしやすいところがあるわけでもあります。そのほか農業委員会・普及事業、

農協のあり方、これにつきましてはスリム化や事業の改革など「基本方針2003」

等で示された方向に向かって、次期の通常国会に法案を提出し、平成16年度予算

から交付金の縮減、このようなことをしてまいりたいと考えております。 

次の４ページは米政策の改革でございまして、これは先ほど申しましたとおり、

平成16年度から「官から民へ」、あるいは「国から地方へ」との考え方のもとで、

これまでの一律的に画一的な政策をやめまして、産地自身が消費者ニーズや市場

の動向を見て何を重点的につくるか、誰が産地の将来を担っていくのか、地域水

田農業ビジョンづくり、これを実行しておるところでありまして、これに支援す

る仕組みを展開してまいりたいと、このように考えております。 

次のところは農業特区の関係でございまして、このようなことを今進めておる

ところであります。 

次が、６ページのところでプロ農業経営の支援の集中の考え方。プロ農業経営

の支援の集中を今回の改革の大きなポイントにしております。やはり、国際化が

進展する中で、国内農業を維持するためには、やる気と能力のある担い手が発展

し、生き残っていけるような競争条件の整備、農業関係者の意識改革や政策改革

を通じて図っていくことが必要でありまして、これまで護送船団方式という手法

でありましたが、これからは一定の国境措置を確保しつつ、プロ農業経営に着目

をしたメリハリの効いた政策に大きく転換をしていきたいと、このように考えて

おります。 

そして、７ページのところにありますとおり、この政策改革に当たりましては、

プロ経営の支援の集中だけでなしに、地域全体、農地や水等を守る政策をパッケ

ージで考えていかなければならないことがございます。そういう面で農業の果た

す食料供給や国土保全などの機能は、その地域の環境や農地・水等に支えられて

おるわけでありまして、プロ農業経営だけでこれらを保全できれば望ましいわけ
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でありますが、地域の実情を考えるとすれば、ちょっと到達不可能なところもご

ざいます。このため、地域全体でこれらを支えていくような施策を同時に確立す

ることが必要、このように考えております。また、農林水産関係の公共事業につ

きましては、既に小泉内閣発足以来２年間で17％の歳出を抑制いたしまして、政

策評価、こういうことをいろいろ反映して今日まで進めてきております。 

９ページのところでは、予算配分の面でも農業等の構造改革の加速化の観点か

ら、実施地区を重点化して生活環境整備は生産基盤整備と関連をするものに限定

をしておるようなわけでもございます。そのほか、いろいろの設計、入札に当た

っては民間のノウハウの活用や農家による直営施工と、こんなことも考え、コス

ト縮減を実施しておるところでもございます。16年の予算につきましても、政策

評価の結果を予算内容に適切に反映をさせることとしておりますし、担い手への

施策の重点化を一層進める観点から、補助事業の対象を担い手に限定するなどの

見直し改善を行っております。 

また、農協系統とそれ以外の生産者団体とのイコールフッティングを確保する

ために、新規の補助金について交付先を農協系統に限定しない、このようにいた

しております。また米政策の関係、米の生産調整の予算につきましても、全国一

律の助成体系の抜本的な見直し、「とも補償事業」を廃止いたしまして、地域自

らの発想、そして戦略に則した地域の自主的な取組みを支援するための水田農業

構造改革交付金の創設など大幅な改革をしております。 

以上がお手元にございます競争力強化につきましてでございまして、あと参考

資料として、いろいろな資料等々、数字的なものもお示しをしてございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは中川大臣お願いします。 

（中川議員） お手元にでかい紙で３枚紙があると思いますので、ごらんをいただき

たいと思います。 

地域と雇用ということでありますけれども、この世界経済と地域、それから先

端技術と、極端に言えばいろいろな伝統技術産業と大変幅広なものでございます

から、１枚目の紙「新産業創造戦略」はごらんいただければ御理解いただけるの

ではないかと思っております。つまり、地球環境から地域経済の低迷からすべて

が網羅的に絡まり合っているというのが我々のところでございます。 

そういう中で産業再生の一つといたしまして、２枚目でございますけれども、

左側の方の黄色い囲みのところで「がんばれ！中小企業」ファンド、これが一つ

の目玉として考えておるわけでございます。これはベンチャーあるいは地域の中

小企業は新たな新分野に進出をしていくというときに、地域金融機関がなかなか

支援をしにくいという実態がございますので、中小企業総合事業団が地域の金融

機関とうまく連携をとりながら、若干息の長い支援をする。資金供給あるいはま

た経営支援等、いわゆるミドルリスク、ミドルリターン的な息の長い支援をやっ

ていこうということを、ひとつ地方あるいは地方の中小企業活性化の目玉にした

いというふうに考えております。 
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右側の方は、最近47都道府県に設立が終わりました都道府県と商工会議所等、

あるいはまた中小企業診断士との地域中小企業再生支援協議会というものが47都

道府県にでき上がりましたけれども、これに若干の資金供給機能を持たせまして、

これでもってノウハウ等の、あるいはまた資金面での手助けをしようということ

を地銀と連携しながら考えていきたいというふうに考えてございます。 

３点目はＦＴＡの重要性、これは言うまでもございませんけれども、貿易立国

といたしまして、そもそも日本が今から振り返ると先進的にＦＴＡをやっていか

なければならなかった。逆に乗り遅れという危機感が出てきている。それから右

の方では、他方、影響を受けるセンシティブな分野についての十分な対応。これ

は例えば農業であったり、今後人の問題なんかも出てくるのだろうと思いますけ

れども、こういうものにも配慮をしながら、このＦＴＡというもので今後の我が

国が再生・発展をしていくということだろうと思います。新技術と知的財産権の

保護というバランスにも配慮をしながら、地方経済そしてまた最終的にはモノと

人とがセットで、日本の財産としてこれから改めてモノづくり、人づくりという

ものを関係各省とよく連携をとりながらやっていく必要がある。私どもの方もス

ピード感を持ってやっていきたいというふうに考えております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） それではお手元の資料の１ページを見ていただくと、地方公共団体の

アウトソーシングということが書いてありますが、これが更なる促進をしていき

たいと思っております。電子自治体の業務というのは、2005年に向けて一斉に動

いてくることになるんですが、2005年までにいろんなところで共同でアウトソー

シングを図る、いわゆる各自治体別分野に共同でアウトソーシング等々を推進す

るとともに、同じようなサイズのところに触れて事務事業の総点検を要請するこ

とにして、余りこんなことを3,200 団体に言ったことはないんですが、これを一

斉にやらせるようにいたしております。 

２ページ目、新たな地域の再生支援策として、先ほど宮内議長の話のときにも

申し上げた学校やら何やらの話が出ておりましたが、遊休施設の再生・有効利用

ということを考えるためには、その阻害要因となっておりますもの、いろいろと

あると思いますが、例えば保育園をやめて何とかにすると言ったら、それに出し

た補助金を返すとかいろいろ出てくるんです。法的措置を講ずることとして、地

方債補助金等々、そういった意味ではリニューアル債というものを新たに出す

等々を考えたいと思っております。 

３番目、コミュニティの独居老人への配食サービスとか、いろんな不用品のリ

サイクル等々地域に定着しておりますコミュニティ・サービス事業というものを、

コミュニティ・ファンドにより、これを支援して出資に地方財政措置をこれに充

てたいと思っております。 

５ページ目、域内の消費循環ということを考えているんですけれども、これは

いわゆるポイント制というような、肩たたきしたらどうたらこうたらあっちこっ
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ちでやっているんですが、そういった意味で、これをおもちゃみたいなものでや

っていたんですが、住基カードを使いましたり、携帯電話でやりとりいたします

と、これは結構してほしいことを登録しておいて、それをやれる人がさらにそっ

ちへ登録したりして、同じ地域でしてほしいことと、できることを登録しておく

と、そこの間でいろいろな形でそれがうまく転がっていくようにしようというこ

とであります。 

６ページ目、実務経験がない人でなく、企業の方など実務経験のある人を、地

域が再生マネージャーとして招聘して、名前はまだ未定ですが、そういったシス

テムの構築をきちんとつくるといったことも考えたいということであります。 

７ページ目。地方公共団体のネットワークというものに関しまして、これはＣ

ＡＴＶやら何やら地域には結構あるんですが、これに光ファイバーをずっとやっ

ていくことになるんですが、その構築をやっていきますと、これを使わない部分

というのが、さっきもコンテンツの話が出ていましたが、これは民間に活用を推

進するということで、これをやらせますということが書いてある。 

８ページも基本的に同じでありまして、地域再生に貢献するに当たりまして、

地域にあったその電波のシステムというのがいろいろありますので、いろいろな

実験が考えられますので、電波を開放していくと空いた電波を使ったアクセス等

いろいろなシステムのものができますので、そういったものを今後やっていきた

いと思っております。 

ざっと申し上げましたけど、以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、どうぞ手短にまたポイントを御議論いただきたいと思います。本間

議員。 

（本間議員） 全大臣に関係する問題でありますけれども、行政サービスの民間開放

というのは非常に重大なテーマでございまして、これは竹中担当大臣が３つのね

らいを示しています。１つはもちろん地域再生、雇用という側面、次に住民サー

ビスの質的向上、さらには財政面における節減効率化。この３つが同時に発生す

るという意味で、非常に重要なテーマでございます。各国におきましては、行政

サービスの民間開放というのは、組織的に行われておりまして、ある行政サービ

スが民間で現在行われたときにかかるであろう人員並びにコスト、これとの対比

において、行政の現行の人員コストというものが適正かどうかということをまず

チェックするということから始めるのが普通のやり方であります。先ほど麻生大

臣がされた公務員が掃除をした方が安いというお話でございますけれども、それ

は本来の業務が人員が過大だということで、その余剰を他の業務に転用すれば安

いということです。それはもともとの資源配分が過大であったことを意味するわ

けでありまして、それをどのように是正していくかということが問われるポイン

トだろうと思います。 

これを促進しますときに、恐らくヒト、モノ、カネ３つの面で制約があるんだ

ろうと思います。１つはヒト、これは公務員制度の問題であります。アウトソー
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シングが非常に進んで、財政コストを節減している市町村の例を見てみますと、

組合が友好的であるというのが１つの共通の特徴と言えるかもしれません。した

がいまして、先程のようなマーケットテストをするときにやりやすいかどうかと

いうことが非常に大きな点でございます。ここをクリアするためには、各市町村

等が中長期的な公務員の定数管理を行って、例えば、団塊の世代が定年を迎える

ときに段階的に振りかえていくというようなことをすれば、今の公務員法とのバ

ッティングというのは比較的少なくて済むのではないかという具合に考えており

ます。 

それから、公務員でなければやってはいけないという業務がございます。この

点はそれぞれの分野の中で、改善をしていただいておりまして、随分進んでおる

わけでありますけれども、しかし、まだまだこの点においても改善すべきテーマ

がございます。例えば、厚生労働省関係で申し上げますと、栄養士、調理員の必

置規制がございます。また、例えば、地方税等の徴収も民間委託できるのではな

いか。これは公権力の行使というものをどういう具合に考えるかということもご

ざいますけれども、しかし、そこの部分においても適切な対応というのは、私は

可能ではないかという具合に考えております。 

それから、モノの部分では公物管理の問題。これは大分開放されておりますけ

れども、残された部分がますますこれから大きなテーマになってくると思います。

世田谷区等ではこの公物管理の開放を相当進めて財政的な負担を節減していると

聴いておりますけれども、お金の入れ方、人の使い方、一段と工夫が必要になっ

てこようかと思います。 

それから、最後はカネでございます。これは三位一体の改革とも関係しますけ

れども、補助金をつけるというときに、その使途に極めて厳格な条件をつけると

いうことがかえって財政負担を増大させる、こういうことがございます。例えば、

鉄筋コンクリート造りの学校校舎は47年間転用できないということでございます

けれども、こういうものの維持管理に公務員が張りついているというようなケー

スはかなり起こっておるわけであります。ぜひ補助施設の処分制限をどのように

補助制度の中で位置づけていくか工夫して頂きたい。つくれば不要でもずっと使

い続けるというような事例は、枚挙に暇がないわけでありまして、この点につい

ても、ぜひ工夫をしていく必要性があるのではないかと思います。それが１つの

ポイントであります。 

それからもう一つ、やはり地方重視を小泉構造改革で今後の半年間どのように

きちんとした姿、形であらわしていくかが重要。地方再生本部が設置されを金子

大臣が御担当となりましたので、この精神をどのようにきちんと日本全国の地域

に広げていくか、まだＰＲが不十分ではないかと思います。その点では基本法を

つくるなり、あるいは一括してこの問題に対応する法律を制定した上でそして

粛々と個別法での中での改善をする。こういう組み合わせも考えられると思いま

すので、ぜひこの問題については格段の御努力をお願いをいたしたいと思います。

以上です。 
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（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 初めに農業問題を申し上げたいと思います。これは今日大臣から提出

された農業問題のペーパーは基本的に賛成でありまして、食料産業とそれに対応

するプロ農業経営者というものの強化というのに最重点を置くということは全く

同感であり、また農業も食料産業としては大変に幅の広い付加価値度の高い、将

来発展できる余地が山ほどある。特に最近先進国においては、食料品というもの

は単なるコストだけではなくて、質を問題にするのが非常に多くなってきており

ます。その意味では、食料産業は日本にとっては輸出産業も十分可能だと。特区

で株式会社のことも出ておりますし、相当自由な幅を設けていけば、農業という

ものが積極的なものに変わっていくのではないか。 

他方、これはしばしば言われているので詳しくは言いませんけれども、やはり

日本がこれから21世紀に生存していくためには、ＦＴＡ、ＷＴＯに対応できる体

質を早急構築する必要がある。農林大臣の提案は、これにどうやってスピードを

つけるかということが非常に重要な要点、ここに並べているものの中でもプライ

オリティをつける必要があるだろう。食料政策とか、プロ農業経営の政策とか、

農業というものを食料産業として付加価値の高いものを考えるというものはプラ

イオリティＡであるけれども、従来からあった農村対策や農地対策というものは、

必要ではあるけれども、ややプライオリティは低くていい。そこのところのメリ

ハリをつけることが非常に大事であります。 

もちろん、アジア全体を見ても、中国をはじめとして水不足の国が非常に出て

きて、10年後、20年後には相当な供給不足に陥るというときに、そういう供給力

を強化できる国というのは、水と四季に恵まれた、しかもバイオテクノロジー、

農業技術、生産技術を持った日本が唯一できる国だと私は思っておりますし、治

山治水なんてものは、どんなに慌ててやっても20年、30年単位でないと効果で出

ないわけですから、そういう意味では、20年以内のマーケットを持っている産業

というものは非常に重要な分野であろうと思うんです。そこでプロ農業経営とい

う言葉を今度使われて、限られた人口なわけですから、そこに集中的にマネジメ

ント能力を入れていき、マーケティング能力を入れていけば、従来の農業政策と

いうものを大きく体質的に向上させる政策だというので、地域再生には非常に希

望が持てるものだということが第１であります。 

第２は、この四、五年に韓国並びにＡＳＥＡＮ諸国とのＦＴＡを推進ようと思

えば、四、五年単位のスピーディな構造改革というものをどうやって実現するか

スピードが非常に重要な問題になるだろうと言えます。 

それから、雇用対策に関しては、坂口大臣が今日言われました雇用維持対策か

ら移動支援への併用といいますか、両方とも大事なんですけれども、後の方に大

きくこれから重点を置いて雇用促進していくという発想が非常に大事だというふ

うに思いますので、ぜひ坂口大臣にその辺のところをお願いしたいと思います。 

それから、麻生大臣の地域再生のプロという意味では、これは僕がこういうこ

とを言うと失礼だけれども、地域再生に成功していないところは半分ぐらいは経
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営が未熟なんだと私は思います。経営の問題なんです。アメリカでは地域再生に

ちゃんとレーティングがあって、レーティングの低いところには地域再生のプロ

がいて、シティマネージャー制度というのがあるんですが、これはぜひ金子担当

大臣に、アメリカでは地域経営というものはシティマネジメントというのがあっ

て、アメリカの小さなまちは全部議院内閣制ですから、議員が互選して市長を選

ぶんです。そういうところでは、マネジメントは外側に持ってくる、シティマネ

ージャーを持ってくるわけです。そういうものがだんだん基礎ができてくると地

域再生の必要なときにはプロがどんどん、３万のまちで成功した人は次は10万で

倍の給料で迎えられるし、どんどん大きなところも持ってくるという、シティマ

ネジメントというものはプロフェッショナル化しているわけです。 

折しも来年から国立大学が独立法人になって、またいろんなところでプロフェ

ッショナル・スクールができたときに、単なるロースクールのみならず、パブリ

ック・アドミニストレーション・プロフェッショナル・スクールというのが今度

できるんです。これは明らかにシティマネジメントを頭に入れた発想だと思うの

で、これは非常にいいタイミングだと。特に企業の経営者で今はＩＴ化とかハイ

テクノロジー、国際化で、54、55歳を過ぎた優秀な経営者でも、一部の人は新し

い戦略からはリタイヤせざるを得ない。そういう人はちょっと勉強すればシティ

マネジメントの相当なプロとして使えるという、地方再生計画の中でプロフェッ

ショナルな地域経営のマネジメントの人材をどうつくるかという麻生大臣の発想

は、ここにはどこからとってくるかということは書いていないんですが、これは

ぜひ総務省で調べられて、金子大臣とも御一緒になられて、ここのところをすれ

ば、マネジメントの問題が半分を占めていると私は思うのです。地方債の起債で

も、マネジメントの高いところではすぐに償還できるというアメリカの実情もあ

りますので、アメリカのシティマネジメントプログラムについて、ぜひ再生本部

で学習をして、これを実行に向けてぜひお願いをしたい。 

最後に中川大臣にお願いしたいのは、今、おっしゃったことは全部賛成なんで

すけれども、やはり、かなりの企業が先行きに明るい兆しを持って一歩前に進ん

できたわけです。このときの政府の援助というのは、非常に効率が高いわけです。

競争産業というものをもっと幅広くとらえてサービスまで入れて、去年決まった

「死の谷」を応援するというプログラムも、今年補正予算がないと、ああいうも

のはみんな補正でついていたんです。それは恐らくなくなるんでしょうが、そう

いうものがぜひ本予算に入って、「死の谷」克服を一気に駆け抜けるようなこと

を今すれば非常に経済効果が早い。というのは、経営が前向きに、希望が出てく

ると、そういうちょっとしたインセンティブが非常に大きな効果を持つタイミン

グに来ているので、ぜひ経産省にその辺の予算を大量に本予算につけてもらって、

実行する非常にいいタンミングに来ていると私は思います。 

（竹中議員） それでは吉川議員に手短にコメントをいただいて、各大臣に総括をお

願いします。 

（吉川議員） 私もＦＴＡについて一言発言したい。というのは、ＦＴＡというのは
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日本経済、あるいは日本という国の将来にとって、非常に大切だと考えるからで

す。ＦＴＡは私は世界の大勢であってとめることはできないと思います。歴史を

振り返ると、残念ながら日本政府あるいは日本の対応というのは、こういう大き

な国際的な変化にうまく対応できなかった。失敗を繰り返している。1960年代の

資本の自由化、70年代初頭に固定相場から変動相場に変わるというような、そう

した大きな国際的変化が生じたときに日本はどういうわけか、そこで舵取りがう

まくいかない。しかし、天下の大勢は変わらないわけで、日本はそれに乗り遅れ

るということを繰り返してきた。ＦＴＡは天下の大勢ですから、これは幾ら抵抗

してもよいことは一つもない。私はこの内閣には歴史の流れを先取りした舵取り

をしていただきたいと思います。 

最後に農業ですが、私も日本の農業がいつまでも元気でいてほしいと思ってい

る国民の一人ですが、ＦＴＡは与えられた条件として、その条件下で日本の農業

の政策を考えるというのがあるべき姿ではないかと考えます。以上です。 

（竹中議員） 金子大臣よろしいですか。 

（金子臨時議員） 各大臣また民間委員の先生方から、地域再生のかなりエッセンス

のお話をお伺いさせていただきました。各省庁引き続き御協力をいただきながら

進めてまいりたいと思っております。 

（麻生議員） 先ほど言われた人員の話ですけど、国家公務員は54万人、総定員法で

決まっていますけど、34万人に削減します。頭は34万ということで、現実的にも

う既に34万人に近くなりつつありますので、34万にします。地方公務員、同じく

18年までに地方財政計画上で約４万人純減するという方向で事を進めます。ただ

し、ＣＩＱ、警察官、いずれも不足して、これでそのとおりやったら、地方から

間違いなくむちゃくちゃにたたかれますので、その点は増やさなければいかぬ。

そこのところのメリハリだけはきっちりつけます。それに対応する人員の内容は、

いわゆるバックオフィスを2005年までに電子化ということでやりますので、そこ

で人員が余ってくることになりますので、ニューヨークのおまわりさんがやった

手口と基本的には同じ方法でやっていきたいと考えております。私の方からは以

上です。 

（竹中議員） これは後で御議論いただけるんですよね、今の問題は。亀井大臣どう

ぞ。 

（亀井臨時議員） 御指摘のように農業の問題はそのつもりで対応したいと。スピー

ド感ということを強く、私は８月以降指示をして進めております。しかし、なか

なか参加、説得とかいろいろ難しい問題もありますけれども、できるだけのこと

をしていかなければ大変なことになると思いますし、規模的には、先ほど御指摘

の全産業931 兆円という中で100 兆円ぐらい農業・食品産業はあるわけですから、

そのつもりで対応してまいりたいと思っております。 

（谷垣議員） 亀井大臣のおっしゃった集中化というのは全く賛成なんですが、大臣

のお話の中にもあったわけですが、今までの農家に対する一律の助成とかああい

うのはぜひ見直していただいて、それからプロ農家の支援も納税者に納得できる

 25




平成 15 年第 25 回 議事録 

ようなものにぜひ仕上げていただきたいと思います。 

それからこの際、１兆円でもいろいろ御苦労をおかけしておりますが、よろし

くお願いいたします。また農業委員会普及事業も、ひとつまたよろしく御陳情申

し上げます。 

（亀井臨時議員） まだやらなければならない仕事があるし、そういう問題もありま

すし。 

（竹中議員） １兆の話をすると全大臣が……。 

（谷垣議員） 今日はこれ以上申しません。 

（竹中議員） 坂口大臣。 

（坂口臨時議員） 一言だけですが、最後の吉川先生からお話のありました、建設業

のお話ですが、これは私も田舎の出身ですが、大体一次産業から建設業に移って

きた人が多いわけで、それを全部一次産業にまた移せるかというと、そうもなか

なかいかないだろう。この皆さん方に公共事業が少なくなり、そこは仕事がなく

なる。この皆さん方の行き場というのはなくなってきているんですね。第一次産

業の活性化をどうするかということ、山の手入れといいましても、なかなか木が

売れるような状況にならないものですから、ここはなかなか方法を見つけにくい

ところで、どうするか我々もちょっと知恵を絞らなければいけないと思っている

んですけれども、一番難しいなと思っています。 

（金子臨時議員） 大臣ね、緊急地域雇用歳出特別交付金事業というのがありますね、

失業保険の６か月の。あれは山に入っちゃって間伐やって、６か月経つと事業が

終っちゃうんですね。また失業に戻っちゃうんですね。これなんかを生かしまし

て、やはり、せっかく入れてくるんですから、山に入って間伐をやったら、山林

何とか士、何か資格をつくりまして、どこで仕事ができるかとか、その同じ金を

何か事業化できる、例えば道具を買う。何でもいいです、枝を刈るような機械を

使って、そしてその人たちが民間の業として起こせるような使い方に工夫できな

いのだろうかというのを、かつてから議論しているんですけど、決め手はなかな

かないんだと思いますけど、そんなに多くない予算の中でも使い勝手の工夫とい

うのはあるんじゃないかと思っております。 

（亀井臨時議員） これは林野庁の予算で緑の雇用ということで進めて、私も和歌山

県の森林組合等々に参りましても、大阪から若い人が山奥に定住するというよう

なことも進んできておりまして、高知県あるいは和歌山県等々、知事さんからも

ぜひこれを継続してくれと、こういう話はありまして、何とか継続するような努

力をしたいと思います。これは補正が昨年から始めたことですけれども、そうい

う面で若い者が山奥に定着してくれる。和歌山県では住宅まで用意をしてやって

いただいております。 

（竹中議員） 中川大臣何かございますか。 

（中川議員） いいえ。 

（奥田議員） 一言だけ。２つ申し上げます。中川大臣からお話のありました新産業

創造戦略というのは、100 ％私どもはサポートしたいと思います。特に、そのと
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きに大事なのは、先に福田官房長官から御報告がありました産業発掘戦略という

のがあったと思いますが、あれとか、あるいは金子大臣から地域再生に向けた取

組とか、あるいは規制改革が宮内議長からあったんですけど、こういうものをう

まく連関させながらやっていかないといかんだろうと。 

昨日、中国に行って帰ってきたんですけど、中国も聞いてみると同じことを考

えているんですね。だから、別に日本だけがこういうことをやっているんじゃな

くて、中国も含めて全世界が先端科学技術とか、そういうことで21世紀はやって

いくんだということですから、よほど腰を据えてかからないと、我々だけが先行

しているというような錯覚を持つというのは非常にいかんと思います。 

それからもう一つは、雇用のことですけれども、片方で５％を超える失業率が

あって、いわゆる３Ｋ職場というのがあるんですが、３Ｋ職場にはほとんど日本

人が行かない。ほとんど日系ブラジル人とか、そういう人たちが３Ｋ職場で仕事

をしている。こういうのは一種の矛盾みたいな話なんですけれども、これからの

外国人の労働者を長期的に考えるとどれだけ日本に入れるか。そういうようなこ

とも含めて考えないと、人はどんどん減ってくるわ、あるいは３Ｋ職場は全部日

本人はやらないということになってくると、今、現在、ヨーロッパなんかで困っ

ている移民問題というのと同じ問題に逢着するわけですから、ぜひそこら当たり

も掘り下げていただきたい。そのように思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

ものすごく議論の幅が広いのですが、確認とお願いと引き続き検討していただ

くことがあるので、ちょっと簡単に整理させていただきますと、まず地域再生の

全体の進め方としては、金子大臣の方で12月下旬に基本指針、それで提案募集を

経て、２月下旬の再生プログラムという明解なスケジュールをお示しいただいて

おりますので、ぜひ、それに沿ってよろしくお願いをいたします。 

中心項目の１つであります行政のアウトソーシングに関しましては、民間議員

から一括法も視野に入れてというお話がありました。これは、次にこうしたこと

の提案を受けて御検討をいただくということだと思います。 

市場化テストの問題、それから公務員制度改革の抜本的な問題、これはなかな

か簡単に答えは出ませんが、引き続き問題意識として持ってぜひ検討していきた

いと思います。 

麻生大臣から実はｅ－ガバメントが始まるということで時期を一致している、

これは大変重要な指摘でありまして、その意味では、共同のアウトソーシングと

か、そういうことが可能になりますので、恐らく、この基本指針とか、再生プロ

グラムをつくる段階でｅ－ガバメントとの関係を非常に明解に位置付けていくか

というのが重要なのかなと。これもぜひ金子大臣を中心にお願いをしたいと思い

ます。 

雇用の問題は、民間議員の方から今の雇用政策について、これは大変複雑であ

って、目標重視、アウトカム重視にもっとならないかという御提案がありました。

坂口大臣の方からも、それは工夫をしてみる、検討をしてみようということであ

 27




平成 15 年第 25 回 議事録 

ったかと思いますので、ぜひそこら辺はよろしくお願いをいたします。 

ハローワークの民間委託等々が中心でありますけれども、例のワンストップセ

ンターについては、県の方にそういう指導をしてみようという坂口大臣からのお

話があったと思います。今、長期失業者のみですけれども、これをどうするかに

ついては、金目の問題もあるので引き続き検討していただく。 

それと業種、職種については少し拡大をしていくという方向を大臣の方で示さ

れました。上限所得を1,200 万を700 万かなというお話もありましたので、そう

した点を視野に入れて、ぜひ積極的に御検討をいただきたいと思います。 

例の緑の雇用等々引き続きその使い方の工夫、継続の努力をしていくというこ

とだったと思います。 

中心的な事業でありますところの建設についても御指摘がありましたが、今日

は石原大臣はお見えではありませんが、昨日、ちょっと石原大臣と御相談をしま

して、やはり実態調査を少ししっかりしないと何万社とかいっても、実態はどう

いうことになっているのかよくわからない。これは国土交通省だけでやるのもし

んどいなという話でありましたので、内閣府と共同で何かできることを考えまし

ょうということで石原大臣とお話をしております。その方向でぜひやりたいと思

います。 

農業、これは中心産業でありますけれども、改革の前倒し、スピードとプライ

オリティをつけてやっていただくということを亀井大臣にお願いをしているとこ

ろでございます。17年３月に新基本計画をつくって、特区は16年度中に全国展開

をするという大変前向きなお話がありましたので、そこをぜひしっかりお願い申

し上げたいと思っております。 

そして、プロ農業経営については財務大臣からもお話がありましたように、メ

リハリをつけて、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

新たな地域を担う新産業については観光等とありますが、新産業創造戦略につ

いては、中川大臣の方で、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

それとその他、今日新たに出てきた問題だと思いますが、地域再生を支えるた

めのファンドが重要であるということで、これは中川大臣の方から「がんばれ！

中小企業」ファンド、「地域中小企業再生ファンド」の話がありましたが、麻生

大臣の方からもコミュニティファンドの話がありまして、ファンドは確かに重要

であります。これは民間金融機関との連携は私の方で努力いたしますので、これ

も地域再生の中で金子大臣を中心に、ぜひ取りまとめをいただきたいと思います。

恐らく、ＩＴを使った地域通貨の話なんかも、それに絡んでくるのではないかと

思います。 

最後に人の問題、経営者の問題ということで、再生マネージャーの話がありま

した。牛尾議員からシティマネージャー制度の紹介もありましたので、こうした

点をどのように具体化していくかということを引き続き、ぜひ検討するというこ

となのかなと思います。 

ちょっと漏れたところもあると思いますが、そういう方向でぜひ引き続きやっ
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ていきたいと思います。 

（小泉議長） さっき予算委員会で金子大臣が特区と地域再生の両方うまく組み合わ

せていこうと、稚内の例を出したでしょう。サハリンとの。ほかにはああいうの

はないのかね。 

（金子臨時議員） 今のところ出てきているのは、あれだけと思いますが……。 

（小泉議長） 特区と地域再生、都市再生の両方をうまく組み合わせていこうと。あ

あいうのはいいね。 

（金子臨時議員） あれは非常にいいですね。 

（小泉議長） あれはもっと地域でやる気を出してもらって。それと棚田が荒れてい

るというんだけれども、本当に棚田はもう誰もやらない、荒れているところはあ

るんですか。 

（亀井臨時議員） いろんなことをやっていますが、どういう場所かはわかりません

けど、それなりに活用してみんなやっているところもありますし……。 

（小泉議長） 中山間地域とかが荒れていると言うんだけれども、棚田なんていうの

はきれいだからね。あれを本当に誰も放っておいてやる人いないんだったら、地

域の観光資源になるよね。棚田と農業と株式会社と地域おこしに使えると思うん

だがな。 

（金子臨時議員） 千葉県では、具体的に特区にしちゃいましたね。特区にしてやり

たい人を募集したら結構手が挙がっているんです。 

（中川議員） これは農林水産大臣の御担当ですけど、棚田百選なんていうのを毎年

やっています。さっき言おうと思ってやめたんですけど、棚田で一生懸命つくっ

ているお米というのはおいしいんです、実は段々畑で。だけど、プロ農業と棚田

農業との関係が私にはよくわからないから、さっき黙っていたんですけど。 

（小泉議長） 地域おこしと両方生かせるんじゃないかね。地域の市長でも村長でも

町長でも、そういうところをうまくまちおこしに……。 

（亀井臨時議員） しかし、米の生産というのは量の問題もありますし、採算の問題、

それは中山間地域ということで、直接支払措置をしたりして地域もいろいろやっ

ておりますけれども……。 

（中川議員） プロ農業の定義というのは難しいですよ。 

（吉川議員） 総理がおっしゃったのは、米そのものだけではなくて、観光とか、景

色とか、そういうものを全部込みで再生するという意味でおっしゃったのではな

いですか。 

（中川議員） ヨーロッパの掴み金みたいな形でやるのも方法だと思いますけどね。 

（小泉議長） この間、岐阜に行ったときかな。兼業農家が自分たちは嫌だと言って、

みんな集めて、今まで農業経験ない若い人が入ってきて、ずっとうまくいろんな

……。 

（亀井臨時議員） ですから、そういう関係を集落形態というような形で土地改良等々

含めて、大規模な形にやるというような……。 

（麻生議員） 亀井先生、農業をやって金儲けをしようという人が農林省に聞くのは
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基本的に間違っているんですよ、金儲けをする才能がない人が役人になるんだか

ら。それに聞きに行く人はもっと愚かなんですよ、僕に言わせれば。それからま

ず発想を変えてもらわないと話にならんのです。僕は基本的にそう思うんです。

だから、農業で儲けている人のちょっとしたアイディアは全部農林省の知恵じゃ

ない知恵ですもの。 

（亀井臨時議員） それぞれの農業経営者はいろいろな制度を使って、農業生産法人

で７人ぐらいでサクランボですとか、水田ですとか、施設園芸だとか、そういう

農業生産法人はそれなりのことをやって所得も得ております。そういう人たちを

育てる農業をやらなきゃならんと思いますし、土地改良等々、農地制度の問題を

含めて、やはり担い手、農業後継者がその集落で、兼業農家とも一体になって、

その体制をつくっていくようなことをしなければいかんと思います。 

（小泉議長） ミスマッチなんだろうけど、これからどんどん高齢者が増えて、退職

者も増えるでしょう。そうすると、若い人が少ないんだから、雇用は足りなくな

るはずだよね。それをどうして失業者が高いのか、やる気がないのか、能力がな

いのか、両方あるかもしれないけれども、黙っていたって人は足りなくなるんだ

から。これをどうして解消するかということをもっと工夫したらどうなんだろう。

（坂口臨時議員） 今の若い人たちの職業が本当にないかといえば、いわゆる若い人

の有効求人倍率は1.0 あるわけです。だから、何でもいいと言えば必ずあるんで

す。 

（小泉議長） 求人がないのか。 

（坂口臨時議員） 求人側はあるんです。 

（小泉議長） 求人側はあるんだけど、求職がないということは、そこに行かないん

だろう。 

（坂口臨時議員） 行かないんです。 

（奥田議員） 今言われた３Ｋのところなんか行かないんです。 

（牛尾議員） リスクのある職場にも来ない。セールスマンなんかは求職の方が少な

い。セールスマンは割と応募が少なくて、安全なところにみんな来る。安全でき

れいなところ。 

（奥田議員） 安全で格好のいいところですね、行くのは。 

（牛尾議員） ｅ－ガバメントなんかは相当人が出てくるんです。そういうのはうま

く吸収すれば、相当雇用確保になる。 

（麻生議員） 総理。わかりやすい例。例えば、九州工業大学情報工学部という日本

で最初の情報工学をやったところがあるわけです。そこの学生がチップ１枚開発

したんです。２つ異なった画面が１枚のチップで出るというのを開発したんです。

今、皆さん方携帯で使っているのはこれです。これをたった１人の学生が考えた

んです。アイディアはいいけど、その会社をやるためには、総務はいない、経理

はいない、営業はいない。何にもいないのを全部教えてやった人はヤオハンの社

長ですよ。今、全部整理して、彼は隠居しているわけです。そこに紹介してやっ

た。これが全部やって、あっという間にしてあんなでかいものにしたんです。ヤ
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オハンのおやじが全部知っていたから、そういうのは第一線でやれるかというと、

そうじゃないわけです。だけど、そういう人のミスマッチをうまいことをやれさ

えすれば、幾らでもまだまだ捨てたもんじゃないと思って、幾らでもあるんじゃ

ないかなという感じがしたもんですから、あのアイディアを申し上げたんです。 

（竹中議員） いろいろあると思いますが、あと５分か10分だけやらなくちゃいけな

いことがあるもので、金子大臣、坂口大臣、亀井大臣、どうもありがとうござい

ました。 

（金子臨時議員、坂口臨時議員、亀井臨時議員 退室） 

（竹中議員） それでは、今日の最後のテーマでありますけれども、予算関連で少し

御議論をいただけなければいけないことがございます。麻生大臣お願いいたしま

す。 

（麻生議員） 国・地方の公務員の定員合理化の強力な推進についてということで、

その総定員法の最高限度を引き下げるという話を先ほど申し上げましたが、２ペ

ージ目をめくっていただきますと、棒グラフの資料があると思いますが、その中

を見ていただくと、日本という国は1,000 人当たりのいわゆる公務員というもの

は、フランスは96.3人が公務員なんですが、日本は36人、約３分の１しかいない

というのが実態で、平成13年から16年にかけまして、これだけ変わってきていま

すよというので、実は結構日本というのは、これは2.2 と書いてあるけど、これ

は国防という軍人も入れての数字になっております。したがって、アメリカやら

何やらと比べても、日本の公務員というのは意外と少ないんですよということだ

け、頭に入れておいていただいて、地方の職員も1,000 人当たりで見ると結構少

ないという事態になっておりますけれども、いずれにしても、更なる減量、いわ

ゆる人員削減等々をやってまいりますので、そういったのを支えるものとして、

バックオフィス等々のところの人員を削減をしていきたいと思っております。 

その最後の１枚目のところに書いてありますが、地方公務員の総数314 万人と

いうのは、平成７年から８年連続して減少しておりまして、今、約14万人が純減

になっているという事実も頭に入れておいていただければと思っております。 

地方公務員総数の中で行政別に見ますと、教育、警察、消防というのが約半分

ということになっておりますので、住民の身近な行政サービスに当たるものがほ

ぼ半分ということになっているという事実を知っておいていただければと思って

おります。 

最後のページになりましたけど、今後地方自治体も、地方自治の本旨に基づき

まして、指定都市、市町村いろいろずっと計画策定や定員の状況の公表というの

は、その下の数字で書いてありますけれども進めていく。 

今後ともきちっとした形で総定員数に基づき、ＣＩＱ等々増やすところは増や

す。制服の警官等々治安対策をやることはやる。しかし、総定員枠というものを

こういった形でやっていきたいというのを、取組の姿勢を書いております。以上

です。 

（竹中議員） ありがとうございました。谷垣大臣お願いします。 
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（谷垣議員） 今日の財政審で貝塚会長から来年度予算編成等に関する建議というの

を御提出をいただきました。この建議は資料として配付いたしておりますが、内

容についてごく簡単に申し上げますと、平成16年度予算については、一層の改革

を断行する予算として、子や孫の世代に負担を先送りにしないで、活力ある社会

を構築することが現在の世代の責務であると述べております。 

総論では、2010年代初頭におけるプライマリーバランスの黒字化を目指すとい

った財政健全化に向けて、16年度予算においては、一般会計歳出及び一般歳出に

ついて実質的に平成15年度の水準以下に抑制するとともに、国債発行額について

も極力抑制すべきである。それから、予算の量を厳しく抑制する中で、例年にも

増して思い切ったメリハリづけを進めるべきであるなどとしております。 

それから、各論では国と地方の項目では、地方の自立のための改革に向けた自

助努力と自己責任による行財政運営を実現する必要がある。それから、社会保障

では年金について負担水準に合わせて給付水準を設定するといった、持続可能な

制度の構築が必要である。 

それから、公共事業では投資効果の高い事業への重点化を図るべきである。 

それから、文教・科学技術での義務教育費国庫負担制度について、現行法の見

直しを含め、「基本方針2003」を踏まえて、負担金の交付金化を実現すべきであ

るなどとしております。 

それから、前回御説明いたしました特別会計の見直しについても、この建議に

含まれております。この建議の内容をぜひ平成16年度の予算編成の基本方針に反

映させていただきたいと思いまして御説明をした所以でございます。 

それからもう一つ、「公的債務管理政策に関する研究会・報告書」について、

これも簡単に御説明いたします。国債管理政策につきましては、私就任の際、総

理からしっかり取り組めと御指示をいただきまして、今、検討を進めているとこ

ろですが、こうした中で、昨日国債管理政策を含む公的債務管理について、本間

先生に座長をしていただいているんですが、この報告書を取りまとめていただき

ました。 

この研究会は今年の初めに、この諮問会議で資金の流れの改革が議題に取り上

げられて、その中で公的債務管理について議論が及んだことが出発点となったと

聞いておりますが、この研究会では広く我が国の経済政策の中での公的債務管理

政策の位置付け、それからどういう債務を対象に何を目標として、公的債務管理

を行うべきかといった点から、調査研究を進めていただいて、主に理論的な面か

ら御提言をいただいたわけでございますが、今の議論の経緯、あるいは注目すべ

き点については、本間先生から御紹介いただければありがたいと、こう思ってお

ります。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） それでは時間も押しておりますので、簡単に説明させていただきたい

と思います。 
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今、谷垣大臣の方から御紹介ございましたとおり、昨日、公的債務管理政策に

関する研究会の報告書をまとめました。これは資金の流れを官から民へ移しかえ

て、我が国の経済成長のポテンシャルを高めていくという流れをどうつくるかと

いうことから出発したわけであります。民間設備投資が本格的に回復していきま

すと、恐らくマーケットに対して大きな影響をもたらす可能性がある。そういう

状況の中で、現行の公的債務管理の体制が十分か否かという組織上の問題、リス

クの発生とその管理をどのようにしていくかという問題、さらには、国債管理政

策本来の目的であります所要の財源を調達する際の、利払いの最小化、これをど

のように組み合わせていくかということを中心にしながら、今、御紹介がござい

ましたとおり、理論的に整理をしたのが、このペーパーでございます。 

またさらに、郵貯等の問題がございます。これは資金仲介機能を、これまで我

が国は公的部門が大きく担ってきたわけでありますけれども、この点についても

市場機能がきちんと生かされるように、偶発的なリスク管理も含めて、きちんと

縮減をしていく必要があるということも、この報告書の中でまとめております。 

そして、公的債務に係るリスク分析の高度化をすること、情報公開、説明責任

を果たすために、債務管理リポートというものをきちんと作成、公表すること、

さらには、公的債務管理部門の機構面の拡充、職員の専門性の向上を図ること。

これは審議官ポストの新設、あるいは民間からのリクルートというようなことも

きちんとやっていこうということでございます。そして、さらにマクロ的な観点

から、高い識見を有する民間人の意見を諮問するための委員会、日本版アドバイ

ザリー・コミッティーの設立等も考慮すべきだということを提言いたしておりま

す。 

また、この問題については、日銀と緊密な意思疎通を行うことが重要だという

こともまとめさせていただきます。 

（竹中議員） 今日は御紹介を忘れたんですけれども、新産業発掘戦略の実施状況の

フォローアップというのがございます。これは福田議員からの提出資料というこ

とでありますけれども、これは内閣官房が取りまとめて、昨年12月の諮問会議で

報告している条項があるんですけれども、今般、１年が経過したということを踏

まえて、フォローアップしたものでありますので、今日の議論ともあわせて、ぜ

ひごらんをいただきたいと思います。 

今の議論は予算編成の議論の中に反映させていただく。さらには、公的債務管

理の話は引き続き郵政の議論等々でも反映させていただくということで、ぜひ議

論を深めていきたいと思っております。全体で、よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） 結果的にまた長い時間になってしまいましたが、どうも今日はお疲れ

さまでした。 

（以 上） 
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