
 

平成 15 年第 25 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
○ 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 
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○ 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） 

 

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

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（金融・経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○構造改革評価報告書について 

（竹中議員） 本日の議題は大きく２つある。「規制改革・構造改革特区」については、

金子臨時議員と宮内総合規制改革会議議長においでいただいている。また、「地域

と雇用」については、金子臨時議員に加えて、坂口臨時議員、亀井臨時議員に御出

席いただく。 

審議に先立ち、内閣府の経済社会総合研究所が中心になり作成した「構造改革評

価報告書」について、香西所長から御説明をお願いする。 

（香西経済社会総合研究所長） 構造改革評価報告書は、３点の特徴がある。第１点目

は構造改革の効果として何をやり、どのような動きがあったかを評価することであ

る。第２点目は、外部有識者のタスクフォースをつくり、そこでの議論と内閣府内

の検証を組み合わせてある点である。第３点目は、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点である。 

今回の報告書のテーマは、構造改革全体ではなく、企業・雇用を中心にしたもの

となっている。タクスフォース委員については記載のとおりである。 

報告書の大きな議論の流れとして、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し、民間の能力を発揮していただいたと

いうことである。「次の一手」についても、現在まで進んでいる構造改革の足りな

いところを一層の構造改革により補うべき、となっている。 

資料に沿って説明したい。第１に、タスクフォースの議論で非常に評価が高かっ

たのは、企業の事業再編等に関して法律や税制等が改正され、事業再編が非常にス

ムーズに行われるようになった。例えば、合併等は 1997 年の 2.5 倍になっており、

最低資本金の制度を利用したものは既に９か月で 6,000 件を超えている。株式交換

や会社分割も非常に活発に行われ、事業再編を行った企業の収益も改善しているこ

とがグラフに表されており、効果があったと考えている。 

雇用関係についても、規制緩和により民間職業紹介事業が活発になり、民間職業

紹介事業所は急増している。また、派遣労働者に対する規制緩和によって派遣労働

者の活用も進んだ。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て、

民間職業紹介所数のシェアは少ないが、成果はかなり上がっており、短い期間で再

就職の世話をすることがグラフに表れている。 

従来、利益率の上昇は、売上が増えて利益が増えるということであったが、2002

年は、売上が減っている中で利益率が上昇に転じている。つまり、コスト削減がか

なり進んだということであり、2003 年は売上も多少増加に転じてきた状況である。 

しかし、課題はまだ残っている。日本の収益率は改善したが、国際比較をすれば

まだ低い。競争が最も激烈なＩＴ産業について海外と比較すると、分社化された個
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別の企業では高い利益率を上げているところもあるが、連結決算を行った会社ベー

スで見ると、日本の企業の収益率はまだ低い。さらに、非製造業、中小企業、地域

といった問題については、まだ効果が十分行き届いていない。失業率は下がりつつ

あるが、就業者の増加はまだはっきり見られない状態である。若年雇用者問題につ

いては、若者自立挑戦プラン等が盛んに行われているが、新卒の就職率を見ると、

中卒では４人に１人は職がないという厳しい面も残っている。 

そうした中で「次の一手」を産業・企業・雇用という点でみると、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い。例えば、ＦＴＡを推進し、

併せて農業再生を図ることや、グローバルな視点での税制や社会保障負担なども必

要だということであると思う。 

さらに、雇用・就業を増やすには開業の増加が必要という検討結果が出ており、

大事なのはベンチャーだということは広く知られているが、生活密着型の開業につ

いても支援が必要ではないかという意見も出た。また、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が、「失業者」にならない「無業

者」が増えていることについての議論もある。「失業者」は能力、意欲があって失

業している人だが、能力、意欲を持たなくなってきている若い「無業者」の増加に

も焦点を当てるべきという意見が提出されている。 

（牛尾議員） 大変分かりやすく、国民が読んで興味を持つような報告書は非常にすば

らしい。こうした形での政策に対する Plan-Do-Check、Action は国民の賛同を得る

と思うので、今後も幅広く、できるだけ早く出していただくことを期待する。 

（竹中議員） 次回の報告の予定はあるのか。 

（香西経済社会総合研究所長） 大体年に２回ずつ、次は春の骨太の方針の前を考えて

いる。テーマはまだ特に選んでいない。 

（竹中議員） テーマ等について希望があれば、お寄せいただきたい。ぜひ広くＰＲし

ていきたいと思う。 

 

○集中審議③ 

（竹中議員） それでは集中審議に移りたい。規制改革について宮内議長からお願いし

ます。 

（宮内総合規制改革会議議長） 本日は、年末の第三次答申に向けて総合規制改革会議

が取り上げている、「規制改革アクションプラン」の実施状況について説明する。 

資料１ページだが、当会議は本年２月以降、医療・福祉・教育・農業などの官製

市場を中心に、重点検討事項として 12 点を取り上げた。これらについて集中審議

を行い、本年６月には総理の御裁断も頂戴し、得られた成果を「骨太の方針 2003」

に盛り込み、残された課題は当会議の答申として７月に公表した。 

「骨太の方針 2003」では、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、という閣議決定がされた。これに基づき、

現在各省庁との折衝も最終段階へ来ているが、現時点では進展が十分でなく、遅れ

ている状況であるため、「骨太の方針」に沿った改革の加速をぜひとも各省庁にお

願いしたい。 

資料２ページ。本年 10 月に、官業を打破し民需を創造するという観点から、重

要検討項目に５つのアクションプランを追加し、17 の大きな検討事項となった。現

在、規制改革会議が有するあらゆる権限、機能を行使し、集中的な審議を行ってお

り、来月に迫った答申取りまとめに向け、成果を得るべく努力していきたい。 

それでは最重要と考えられる５つの事項に絞って説明させていただく。資料３ペ
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ージだが、医薬品のコンビニ等における一般小売りについては、これまで医薬品の

薬効成分を変え、医薬部外品に移行させることにとどまっていた。しかし、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たものとなっていない。規制改

革会議としては、例えば薬剤師なしで販売している特例販売業、あるいは配置販売

業が扱う医薬品については、医薬品として一般小売で販売できるようにすべきと主

張してきており、６月に総理の御裁断をいただいて、初めて医薬品としての販売を

可能とする閣議決定をいただいた。来月には具体的結論が出されるが、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いない。もしそうなれば前進では

なく、閣議決定から後退する結果になるのではないか、と大変懸念している。 

資料４、５ページは、いわゆる混合診療の解禁である。現行の制度では保険診療

と保険外診療、いわゆる自由診療を併用することは、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。「骨太の

方針」では、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たが、新しい先進的医療技術は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、医療機関

の積極的な取組みや高度医療の発展、普及が阻害されている。特定療養費制度の枠

を越え、一定の質が確保された医療機関については、新しい技術や包括的に混合診

療を認める制度を構築すべきだと考えている。 

資料６ページは幼稚園・保育所の一元化である。「骨太の方針」において、一貫

した「総合施設」の設置を検討することとされ、その後総理から、18 年度を待たず

して実施する、という御発言があった。厚生労働省及び文部科学省は 18 年度に実

施という考えのようであるが、総理のお考えに沿って 17 年度中に実施すべきと考

えている。その際には、幼稚園・保育所それぞれの低い方の規制水準に合わせるべ

きと考える。 

資料７ページの追加されたアクションプランの中から２つ説明する。公共施設・

サービスの民間開放の促進は、国・地方自治体が所有、管理運営する公共施設やサ

ービスの民間開放により、効率化や新たなサービス、雇用の創出など大きな効果が

期待される。一方、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いる。

21 日の諮問会議において、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

と聞いているが、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考えている。 

資料８ページだが、労災保険、雇用保険事業は過去が黒字だったこともあり、非

効率な制度や事業が温存されている。厳しい雇用環境が続く中、労働者にとって真

に必要な効果的な制度へと改革すべきである。労災保険を自動車責任賠償保険のよ

うに民営化し、各種事業を廃止するなど抜本的な見直しを図るべきである。 

最後になるが、規制改革会議が、前身の委員会のときから規制改革の目指すこと

として挙げてきたのは、利用者、消費者本位の経済社会を築くことである。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、国民の目から見れば不思議なことであ

ると思う。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、官業の改革

が大きな課題となっている。消費者、利用者たる国民の立場に立って判断し、改革

の推進に強力に取り組んでいただくようお願い申し上げる。 
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（亀井臨時議員 入室） 

 

（金子臨時議員） 宮内議長を中心に総合規制改革会議における取組を強力に推進して

いただき、改めて感謝を申し上げる。今後とも全力でバックアップしてまいりたい。 

来年３月に規制改革会議は終了することとなっているが、引き続き民間の有識者

から構成される有識者会議の設置を基本とし、より強力な体制を構築できるよう、

制度的な位置づけや政府全体の推進体制のあり方について、色々とご意見を伺いな

がら、早期に案を決定してまいりたい。 

医薬品の小売販売については、非常に消極的という意見が専門委員会からあった。

一方で、次元の違う話ではあるが、ドンキホーテのように対面テレビで行う方法も

ある。メディアが発達する中で、工夫する余地が色々あると思うし、厚生労働大臣

とも議論していきたい。 

構造改革特区の資料について、ポイントだけ紹介する。おかげさまでどんどん進

んでおり、近々認定する分と合わせて、合計で 236 件の認定が出てくる。これを特

区にとどめず、なるべく早く全国展開できるものはしていきたいということで、評

価委員会を設置した。来春にも調査をスタートすべく、今調査手法を検討していた

だいている。 

資料３ページ。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きた。群馬県では国語を除き、英語ですべての授業を行う特区

が認められており、これは企業の国際会議が英語で行われることを想定しているよ

うである。 

ビジネス人材育成特区等について。我が国はこれから放送が多チャンネル化され

る中で、コンテンツが弱いと言われているが、この学校を卒業して自分でプログラ

ムソフトを作成する等して、起業する学生が 370 人程度見込まれるようである。 

資料５ページは、オリーブ特区と、ふるさと再生で「どぶろく」特区である。津

軽では下から吹き上げてくる地吹雪を見物してもらうツアーが組まれているが、こ

の地吹雪を、「どぶろく」を飲みながら見るというアイディアはなかなかのもので

ある。 

６ページ目は物流産業活性化であり、経済効果が目に見える形で出てくる。規模

も大きいものであり、早く実現できるように応援したい。物流特区の雇用創出は、

平成 19 年に約 5,600 人、24 年には約１万 800 人が見込まれる。響灘は水深が 12

メーターと深い港であるため、ハブ港湾として、北米からここを経由して中国、韓

国へ行く効果が期待される。また、四日市市は５年間で 700 億円の投資が出てくる

と見込んでいる。 

資料８ページだが、民間からもなるべく知恵を吸収したいとの趣旨で、この秋に

青年会議所等々へ事務方がキャラバンを組んで行き、いろいろな要望を伺った。 

最後のページにあるように、特区については農業、観光、教育など色々な分野か

ら案が出てきており、さらに進めていきたい。今までは要望を所管の役所へ持って

いくと、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あったが、今は

特区事務局が所管の役所と亘り合って穴をあけ、今までは法律があるからという理

由で思考停止になっていた部分を掘り起こしてくれている、というのが現状である。 

（竹中議員） 関連して、民間議員から説明をお願いしたい。奥田議員。 

（奥田議員） お手元にある「規制改革の課題」について説明する。 

構造改革を掲げている小泉内閣にとって、規制改革は内需拡大と雇用創出をもた
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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と思う。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取組んでいただいているが、

先ほど宮内議長から御報告があったとおり、大変御苦労をされている。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て、この資料に従い４点お願いし

たい。 

最初は「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 項目につい

て、「骨太 2003」の考え方に沿って着実に推進すること。「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いるが、その後の検討がなか

なか進んでいない。各大臣のリーダーシップにより、本年末の最終答申に向け改革

を加速していきたい。 

２番目、アクションプランの重点項目の一つである医薬品の一般小売店における

販売。本年中に十分な検討を行い、安全上特に問題がない医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。 

３番目、構造改革特区において、本年７月に設立された評価委員会を有効に機能

させ、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。

特に本年４月から実施されている第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う。 

最後になるが、総合規制改革会議の後継組織について。後継組織のあり方はこれ

までも検討されてきたが、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る。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、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う。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、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ことを期待している。その際には、空白期間が

生じないよう、今後とも総合規制改革会議と諮問会議が連携し、早急に具体的な検

討に着手をしていくべきであると思う。 

（麻生議員） 宮内議長の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

理のところだが、これは前に、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だが、このうちで公

物管理法として、道路法、河川法、港湾法が書いてあるが、これらは基本的には特

別法である。特別法は一般法に必ず勝るという大ルールがあり、まず特別法を見直

すことを考えないと私の感じではこれは結構難しいと思う。それから、アウトソー

シングの数値目標の設定についてだが、地方の小さな役場ではアウトソーシングす

るんだったら、職員みんなで掃除した方が安いという意見がある。一律にやるとい

うのは結構難しい。 

（宮内議長） 今の麻生議員の意見はそのとおりで、ＰＦＩ法ができたが、道路法、河

川法、港湾法、公物管理法、これの見直しができないと完全な形でいかない。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いる。大変力仕事の要る法律改

正を含め、これをやらないと民間開放にはならないので、ＰＦＩ法をもっと大きく

活用するためには、法律改正をお願いすることを考える必要があると思う。問題点

はおっしゃるとおり。 

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あるので、それを参考にしてかなりのところまでできるのでは
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ないかと。ただ、おっしゃる問題点もよく承知している。 

 

（坂口臨時議員 入室） 

 

（竹中議員） ポイントは３つ。１つは新３か年計画。年末の取りまとめに向け、総理

の御指示や、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るので、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。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

でいただき、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う。 

２番目は後継組織の問題。これに関しては、金子臨時議員から、引き続き民間の

有識者を含めた会議として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るので、金子臨時議員の方でぜひよろ

しくお願いをしたい。 

３番目が特区について。特区を全国区にするということ。評価委員会が来年４月

から調査を開始して、来年８月には第一陣の話があるとのお話であったかと思うの

で、これもぜひ、金子臨時議員のイニシアティブでお進めをいただきたい。 

（小泉議長） 厚労省も決めたとおりやって欲しい。全部決めたように。何かまだ抵抗

しているような話だが、医薬品の問題についても、部外品ではなく、書いてあるよ

うに進めてほしい。17 年中にできるものはやると。幼保一元化もそれでやる。その

とおり進める。 

（坂口臨時議員） 薬の問題については、今進めているところである。 

 

（宮内議長 退室) 

 

○その他 

（竹中議員） では「地域と雇用」の話に移る。ここから坂口臨時議員と亀井臨時議員

においでいただいている。時間を節約したいので、まず問題意識の方を先に吉川議

員からお話をいただき、その後、各臨時議員にお願いしたい。 

（吉川議員） お手元の民間議員４人の名前が書いてあるペーパーを私の方から御説明

する。 

日本経済は、現在景気回復に向けてよい動きが出てきている。我々としては、こ

うした動きは 2004 年まで続いていくだろうと思っているが、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

をいろいろ考えるべき。 

先ほど香西所長から説明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た。そこで、地域再生、地方経済の問題と雇用創出に

向けて、政府としてどう取り組むべきか、基本的なの考え方について、我々議員で

色々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。

国主導ではなく、地域主導で再生する。画一的ではなくて、地域独自の発展を目指

す。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。 

２番目、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し、迅速に成果を実現すべき。１つ目は、
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既に先ほど麻生議員も含めて議論が出たわけだが、行政サービスの民間開放を大胆

に行うことで、いわゆる官々規制を大幅に縮減する。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。これはまさに先ほど麻生議員か

ら御指摘あった点であるが、一括法も含めた法改正の検討もすべきである。２つ目

は、民間主導、地域主導の雇用政策への転換であるが、まず、地域の実情に合わせ

た就職支援を強化する必要がある。そのための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。それから現在、就職斡旋における民間事業者への委託と

いうのは、1年以上の長期失業者に限られているわけだが、これを一般の失業者に

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。具体的に言う

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、手数料をとれるのは年間所得が 1,200 万円以上の人たちに限られてい

るということだが、こ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、という考え方に基づく規制であるわけで、その規制

自体は善意のものだ。しかし善意が逆に働くこともある。民間の就職斡旋業者が必

ずしも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もあり得る。その辺りを

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。それから、

雇用政策については全国一律の対応ではなく、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。これとも関係するが、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が、必ずしも

当初の目論見どおりに働かない場合がある。これは時々新聞等でも指摘されるが、

アウトカムを明確にする必要があると我々は考えている。 

３番目の論点、これは前回の諮問会議でも議論したが、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だと考

えている。建設業については、お手元の資料の最後に図がある。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。

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な

いが、日本の姿がどういうことになっているのか反省する材料として、国際比較と

いうのは大切だと考えている。見ていただくと、日本ではすべての労働者の中で建

設業の占める比率が 10.2％ということで、他の国と比べてかなり高い数字になっ

ている。もう１枚めくっていただくと、これを都道府県別に見たものがある。建設

業の就業者の比率が一番低いのは東京都、約６％。一番高い県は 14％を超える水

準になっている。もちろん、これは絶対数ではなくて比率であるが、やはり建設業

というのは、公共投資とかなり関係があるように見受けられる。我々がこの会議で

も言ってきたことであるが、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。持続的な地域再生ができるような施策

を考える必要があり、地方にもそうしたことをよく考えていただく必要があると思

う。それから４番目の論点であるが、地方が再生していくときの一つのポイントと

して観光産業が挙げられる。これはこの会議でも議論になり、政府としてもいろい

ろ考えていると思うが、一番最後の図は、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

という収支を示したものだ。日本は旅行収入のランキングでは 35 位となっている。

なぜこうした状況なのか、いろいろな問題があると思うが、こういう点を工夫しな
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がら、地域経済の再生を考える必要があるのではないかと考えている。 

（竹中議員） 金子臨時議員、お願いします。 

（金子臨時議員） 今議題になった地域再生への取組みついて、資料を基に簡単に考え

方だけを述べる。 

１ページ目、今、吉川議員からお話があったが、まさに「地域にできることは地

域に。」「地域が自ら考え、行動する。国は、これを支援する。」、ここの部分からス

タートしている。 

２ページ目、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ので、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や、権限の移譲、地域再生に関する各省の支援策の利便性を

向上し、地域再生に向けて各省庁に連携・集中していただく必要があると思ってい

る。さらに、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、ふるさと創成のように１億円ぽんと各町村がもらうよう

なイメージを引きずっている部分がないわけではないと思うが、そうではなくて、

特区でいろいろ御提案いただき、基本的にこういう考え方で支援していく。それか

ら、農業の特区ができたと申し上げたが、建設業者の中で従業員が 40 人、50 人規

模の何社かが、農業転換したり、福祉サービス、ホームヘルパーとして作業員の方々

を養成して送り出したり、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

めていく等の例が出ている。 

３ページ目以降について。10 月 24 日に再生本部ができ、事務方が各地域に主だ

ったところの意見を聞いたところであるが、各地域でどういう要望が出てきたのか、

それがどういう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。 

スケジュールについては、12 月下旬に、考え方やルールを盛り込んだ、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。この基本指針の策定を

したところで、地方公共団体や事業者から地域再生のための提案を募集し、来年２

月下旬を目途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。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いる。 

（竹中議員） 坂口臨時議員、お願いします。 

（坂口臨時議員） 資料「地域の活性化と雇用創出等について」の１ページ目は「地域

の視点に立った雇用対策の推進」についてまとめてあり、赤い字で記載しているも

のが来年度予算で新しく実施を検討している支援策である。この中では「地域の公

共団体による無料職業紹介の実施」が中心となる施策で、法律は既に国会で承認さ

れ、現在政省令の整備をしており、来年３月から実施する予定である。「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」については、先ほど吉川議員から、民間にもやらせるべき、との御

指摘を頂いたが、実施主体の都道府県に対し、民間委託する方法もあることを伝え

たいと考えている。 

２枚目は、「若年者の雇用対策」についてまとめてある。中心となる施策は「日

本版デュアルシステムの導入」、すなわち企業実習と一体となった教育訓練の実施

である。 

３枚目は「雇用維持支援から雇用移動支援への重点化」について。雇用関係の助

成金は、平成 15 年度に 46 本から 35 本に、というように、整理してきた。平成 16

年度見直しでは、29 本にまで整理をし、内容についても、雇用移動の支援に重点を

置く。例えば、雇用調整助成金についても、その内容をできるだけ雇用移動を阻害
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しない形に作り変えているところ。 

４ページ目は「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」につ

いて。長期失業者について、就職支援から就職後の定着指導までを民間事業者に包

括的に委託する事業を大都市圏において実施することを検討しているが、先ほど吉

川議員より「長期失業者だけでなく、一般の失業者にも拡大してはどうか。」とい

うご提案を頂いた。しかし、その場合、長期失業者に対して予定している１人あた

り 70 万円の予算を一般失業者にも同じようにつけるかどうかという問題が生じる

ため、少し検討させて頂きたい。 

なお、先ほどお話があった規制改革の件に関して、現在民間の就職斡旋会社が手

数料を取れているのは求職者の業種が科学技術と芸能関係の場合に限られている

ため、これを拡大することが必要ではないかと考えている。また、手数料をとるこ

とのできる年間所得 1,200 万円以上という基準を 700 万円程度か、あるいは必要で

あればもう少し下に引き下げることを検討している。 

５ページ目は「民間・地方公共団体による労働力需給調整の活性化」であり、地

方公共団体による職業紹介事業の実施を予定している。 

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」について。従来は、

キャリア・コンサルティングを踏まえて公共職業安定所が訓練コースを与えるのみ

だったが、本人の希望によって選択ができるようにする。プラス面、マイナス面の

双方が考えられるが、ここは個人に選択させることにウェートを置きたいと考えて

いる。 

最後に、吉川議員より御指摘があったアウトカムの件については、厚生労働省と

しても目標を立てる必要性を認識しており、幾つかの項目をまとめてトータルとし

ての目標を立てるか、個別に目標を立てるかについて検討したいと考えている。 

（竹中議員） 亀井臨時議員、お願いします。 

（亀井臨時議員） 私は４月の就任以来、スピード感をもってさらに分かり易い改革を

目指して努力してきた。食の安全・安心の問題、農村地域での高齢化や耕作放棄の

問題、グローバル化の進展など大きな変化が起こっており、国民各層から農政への

期待が高まってきていると感じる中にあって、スピード感を重視し、来年３月に開

催する予定であった「食料・農業・農村政策審議会」を来月９日からスタートさせ、

新たな基本計画を平成 17 年 3 月までに前倒しで策定することとした。また、農政

改革は地域再生にもつながるという面があり、平成 15 年 11 月 21 日に、総理に「食

料・農業・農村政策推進本部」を開催頂き、農政の推進について活発な意見を頂い

た。今後政府一丸となって積極的に農政改革に努めていきたいと考えている。 

資料「農業の競争力強化等について」の１ページ目。目指すべき将来像である、

安心して暮らせる社会、創意工夫をもって挑戦できる社会、を実現するために、食

料・農業・農村が大きく変わることが必要である。具体的な方向としては、やる気

と能力のあるプロ農業経営の発展のための支援の集中化・重点化を行う。また、農

業以外の世界から飛び込もうとする人や企業など多様な担い手の参入促進の観点

から、担い手・農地制度の再構築を考えている。加えて、プロ経営者だけでなく地

域全体で支えるという観点から、環境や農地・水等の保全のための政策も併せて確

立することを検討している。改革は何よりもスピード感が必要であり、先行できる

ものは 16 年度からでも速やかに実施したいと考えている。 

２ページ目は「農政改革の実施工程」、３ページ目は「今後の改革のスケジュー

ル」である。現在、米政策の改革がスタートし、地域の自主性を重視した施策体系

への移行が現に始まっている。特区における株式会社の農業参入については、着実
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に成果が上がっており、来年中に全国展開に関して決定をしていきたい。また、金

子大臣から建設業についてのお話があったが、地方の建設会社は農業関係者が建設

会社に勤めているという面もあるため、農業特区に参入して成績を挙げ易いという

ところもある。その他、農業委員会、普及事業、農協のあり方については、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、次期通常国会

に法案を提出し、16 年度予算から交付金を縮減したいと考えている。 

４ページ目は「米政策の改革」について。16 年度から「官から民へ」、「国から地

方へ」との考え方のもと、これまでの画一的な政策をやめ、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、

について、地域水田農業ビジョンを策定しているところであり、これを支援する仕

組みを展開していきたいと考えている。 

５ページ目は「農業特区」の関係。このようなことを進めている。 

６ページ目は「プロ農業経営へ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いる。国際化が進展する中で国内農業を

維持するためには、農業関係者の意識改革や政策改革を通じ、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を図っていくことが必要

である。これまでは護送船団方式であったが、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したメリハリの効いた政策に大きく転換していきたいと

考えている。 

そして、７ページ目に記載のとおり、この政策改革にあたっては、プロ経営の支

援の集中だけではなく、地域全体や農地・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。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・水等に支えられている。プロ農業経営だけでこれらを保全できれば望

ましいが、地域の実情を考えれば、不可能な部分もある。このため、地域全体でこ

れらを支えていく施策を同時に確立することが必要と考えている。 

８ページ目からの農林水産関係の公共事業については、既に小泉内閣発足以来２

年間で 17％の歳出を抑制するとともに、政策評価の施策への反映を進めてきている。

９ページ目記載のとおり、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、生活環境整備は生産基盤整備と関連するものに限定をして

いる。その他、設計や入札等にあたっては、民間ノウハウの活用や農家による直営

施工方式の活用なども導入し、コスト縮減を実施している。 

16 年予算においても、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、

「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」

に限定する等の見直し改善を行っている。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ととしている。加えて、米政策の関係、米の生産調整の予算に

ついても、全国一律の助成体系の抜本的な見直しや「とも補償事業」の廃止、地域

自らの発想や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、大幅な改革をしている。 

（竹中議員） それでは、中川議員お願いします。 

（中川議員） 地域と雇用については、世界経済と地域経済、先端技術産業と伝統技術

産業のように大変幅広なものだが、資料１枚目「新産業創造戦略」に示されている

通り、日本は地球環境問題、地域経済の低迷など全てが網羅的に絡まり合っている

状態にある。 

そのような状態の中にあって、２枚目記載の「がんばれ！中小企業」ファンドを
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一つの目玉として考えている。これは、ベンチャーまたは地域の中小企業が新分野

に進出していく際、地域金融機関が支援し難いという実態があるため、中小企業総

合事業団が地域の金融機関と上手く連携をとりながら、息の長い支援をするという

もの。資金供給や経営支援など所謂ミドルリスク、ミドルリターン的な息の長い支

援を行うことを、地方または地方の中小企業活性化の目玉にしたいと考えている。

また、最近 47 都道府県に設立が完了した、都道府県、商工会議所、中小企業診断

士等からなる中小企業再生支援協議会に、若干の資金供給機能を持たせ、地銀と連

携しながらノウハウや資金面での手助けをすることを考えている。 

３枚目はＦＴＡの重要性について。今から振り返ると、日本は貿易立国として先

進的にＦＴＡに取り組まなければならなかったが、逆に乗り遅れているという危機

感が出てきている。他方、ＦＴＡ締結によって影響を受けるセンシティブな分野、

例えば農業や、今後想定される人の問題については、十分な対応が必要だ。こうい

うものにも配慮しつつ、今後、ＦＴＡによって我が国は再生・発展していくと考え

られる。新技術と知的財産権保護のバランスにも配慮しながら、地方経済そしてモ

ノと人がセットで日本の財産と捉え、改めてモノづくり、人づくりを、関係各省と

よく連携を取りながらやっていく必要がある。経済産業省もスピード感を持って取

り組みたいと考えている。 

（竹中議員） それでは、麻生議員お願いします。 

（麻生議員） 資料１ページ目。地方公共団体のアウトソーシングをさらに促進してい

きたいと考えている。そのため、電子自治体に向けた業務は 2005 年に向けて一斉

に動いていくことになる中で、様々な分野において各自治体が共同でアウトソーシ

ング等の実施を図ることを推進するとともに、全国の自治体に事務事業の総点検を

実施することを要請したい。 

２ページ目。新たな地域の再生支援策として、学校等の遊休施設の再生・有効利

用を考える場合、例えば保育園をやめて別の何かに再生・有効利用する場合には、

補助金の返還といった阻害要因が数多く出てくるため、法的措置を講じることや、

リニューアル債を新たに出すことなどを考えたい。 

３ページ目。コミュニティの独居老人への配食サービスや、様々な不用品のリサ

イクルなど地域に定着しているコミュニティ・サービス事業を、コミュニティ・フ

ァンドにより支援すべく、ファンドへの出資に地方財政措置を充てたいと考えてい

る。 

５ページ目。地域内消費循環、地域通貨については、所謂ポイント制などの形で

行われているものを更に促進すべく、住基カードを活用したり携帯電話でやりとり

することができるよう支援していきたい。 

６ページ目。実務経験が無い人ではなく企業の方など実務経験のある人を地域再

生マネージャーとして招聘していただくようなシステムを検討している。 

７ページ目。地方公共団体のネットワークに関しては、ＣＡＴＶなど地域に幾つ

か整備されているが、今後とも光ファイバー網を構築するとともに、民間による活

用を推進する。 

８ページ目も基本的に同じであり、地域に合った電波システムが多くある。その

ための電波を開放していくと、無線アクセス等いろいろなシステムのものができる

ため、地域再生に貢献すべく、そのようなものの実験を今後実施していきたいと考

えている。 

（竹中議員） それでは、御議論頂きたい。 

（本間議員） 行政サービスの民間開放は非常に重大なテーマであり、全大臣に関連す
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る。竹中議員が指摘しているように、地域再生や雇用の側面、住民サービスの質的

向上の側面、さらに財政面における節減効率化の側面、の３つの利点が同時に発生

するという意味で、非常に重要なテーマだ。各国においては、行政サービスの民間

開放は組織的に行われており、ある行政サービスを民間が行う場合に想定される人

員・コストとの対比において、現行の行政の人員・コストが適正か否かをまずチェ

ックすることから始めるのが普通のやり方だ。先ほど麻生議員が公務員が清掃をし

た方が安いと言われたが、余剰人員を他の業務に転用すれば安いのは当然だ。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ため、それをどう是正してい

くかが問われるポイントだと思う。民間開放を促進する際には、ヒト、モノ、カネ

の３つの面での制約がある。ヒトの面では、公務員制度が１つの問題。アウトソー

シングが非常に進み、財政コストを節減している市町村の例を見ると、組合が友好

的という共通の特徴があるのではないかと思う。従って、先ほど申し上げたように

マーケットテストをする際に、やり易いか否かが非常に大きな要素となる。これを

クリアするためには、例えば団塊の世代が定年を迎える際に段階的に民間へ振り替

える等、各市町村等が中長期的な公務員の定数管理を実施すれば、現行の公務員法

とのバッティングは比較的少なくて済むのではないかと思う。また、公務員でなけ

ればできない業務の問題もある。この問題についてはかなり改善が進んでいるが、

未だ改善すべきテーマが残っている。例えば、栄養士、調理員の必置規定の問題が

ある。また、例えば地方税等の徴収業務の民間委託の問題があり、公権力の行使を

どのように考えるかということもあるが、適切な対応は可能ではないかと考えてい

る。 

モノの面では、公物管理の問題。大分開放されているが、残された部分が今後ま

すます大きなテーマになってくると思う。世田谷区等では相当前向きな取り組みを

して、財政的な負担が節減されていると聴いているが、お金の入れ方、人の使い方

など一段と工夫が必要になってくると思う。 

最後は、カネの面。三位一体の改革とも関係するが、補助金の使途に極めて厳格

な条件をつけることが財政負担を増大させることがある。例えば、鉄筋コンクリー

ト造りの学校校舎は 47 年間維持しなければならないが、このような施設の管理の

ために公務員が張りついているケースはかなりある。造れば実際には不要でも使い

続けるという事例は枚挙に暇がないため、補助施設の処分制限をどう補助制度の関

係の中で位置づけていくかにつき、ぜひ工夫をしていく必要性がある。 

また、小泉構造改革の中で今後、半年間で地方重視の姿勢を如何にきちんとした

姿・形で現していくかが重要。地域再生本部が設置され、金子大臣が御担当となっ

たが、この精神をきちんと日本全国の地域に広げていくＰＲが不十分だと思う。基

本法や一括して問題に対応する法律を制定したうえで、粛々と個別法の改善を行う、

といった組み合わせも考えられると思うので、ぜひ格段の御努力をお願いしたい。 

（牛尾議員） まず農業問題について、本日亀井臨時議員から提出された農業問題のペ

ーパーには基本的に賛成であり、食料産業とそれに対応するプロ農業経営者の強化

に最重点を置くことは全く同感である。また、農業も、食料産業としては大変に幅

が広く、付加価値度が高く、将来発展できる余地が山ほどある。日本の食料産業は

輸出産業も十分可能。 

他方、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。亀井臨時議員の提案は、これにどうやって

スピードをつけるのかが重要なポイントであり、ここに並べているものの中でもプ
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ライオリティのメリハリをつける必要がある食料政策、プロ農業経営の強化はプラ

イオリティが高く、農村対策や農地対策は必要だがプライオリティはやや低くても

良いのではないか。アジア全体をみても、食料の供給力を強化できる国は日本だけ

ではないか。プロ農業経営の強化を進めていけば、農業政策を体質改善し、地球再

生にも希望が持てる。 

第２は、この４、５年に韓国並びにＡＳＥＡＮ諸国とのＦＴＡを推進しようとす

れば、４、５年単位のスピーディな構造改革をどう実現するか、スピードが非常に

重要な問題になるであろう。 

また、雇用対策に関しては、雇用維持対策から移動支援に重点を置いて雇用促進

していく発想が非常に大事だと思う。 

次に、麻生議員のおっしゃった地域再生のプロについて。地域再生に成功してい

ないところは、経営が未熟なところも多いと私は思う。アメリカでは、地域再生に

レーティングがあり、地域再生のプロがいて、シティマネージャー制度がある。ア

メリカでは地域経営はシティマネジメントであって、議員が互選して市長を選びマ

ネジメントについては外からシティマネージャーを持ってくる。だんだん基礎がで

きてくると、３万人の町で成功したシティマネージャーは、次は 10 万人の町で倍

の給料で迎えられるし、シティマネジメントはプロフェッショナル化してきている。 

折しも来年から国立大学が独立行政法人になって、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・スクールが今度できる。

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。これからはＩＴ化

やハイテクノロジー、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。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、という麻生議員の発想について

は、金子臨時議員とも御一緒になって、人材をどこから持ってくるかも考えてはい

かがか。地方債の起債でも、マネジメントの高いところはすぐに償還できるという

アメリカの実情もあるので、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、これを実行してほしい。 

最後に、中川議員にお願いしたい。現在、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ている。このような時期の政府の援助は、非常に効率が高

い。競争産業をもっと幅広くとらえてサービスまで入れてはどうか。また、去年の

補正予算で行っている「死の谷」克服を応援するというプログラムも、本予算に入

れて継続し、「死の谷」を一気に駆け抜けるようなことを行えば、非常に経済効果

が早い。経営が前向きになり、希望が出てくると、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ので、経産省にはこのような予算をつけて欲しい。 

（吉川議員） ＦＴＡについて。ＦＴＡは日本経済、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。ＦＴＡは世界の大勢であって、とめることはできな

いと思う。歴史を振り返ると、残念ながら日本政府あるいは日本は、資本の自由化

や変動相場制への移行など大きな国際的な変化にうまく対応できなかった、という
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ことを繰り返している。ＦＴＡは天下の大勢であるから、これは幾ら抵抗してもい

いことは一つもない。私は、この内閣に、歴史の流れを先取りした舵取りをしてい

ただきたいと思う。 

最後に農業について。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

る国民の一人であるが、ＦＴＡは与えられた条件として、その条件下で日本の農業

の政策を考えるのがあるべき姿ではないかと考える。 

（金子臨時議員） 地域再生について色々と重要なお話をお伺いさせていただいた。各

省庁と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う。 

（麻生議員） 公務員の定数について、国家公務員は 54 万人と総定員法で決まってい

るが、34 万人に削減する。現実的にもう既に 34 万人に近くなりつつある。地方公

務員についても、同じく平成 18 年までに地方財政計画上で約４万人純減という方

向で進める。ただし、警察官等については不足しており、その点は増やさなければ

ならない。そこのところのメリハリだけはきっちりつける。それに対応する人員は、

いわゆるバックオフィスの電子化を 2005 年までに進めることでやりたい。 

（亀井臨時議員） 御指摘のように、スピード感ということを強く指示をして進めてい

る。しかし、いろいろ難しい問題もあるが、できるだけのことをしていく。全産業

約９００兆円のうち１００兆円くらいが農業・食品産業であり、そのつもりで対応

していきたい。 

（谷垣議員） 亀井臨時議員の集中化の話については全く賛成である。農家に対する一

律の助成についてはぜひ見直していただきたい。また、プロ農家の支援についても

納税者に納得できるものに仕上げていただきたい。 

   それからこの際、１兆円でもいろいろご苦労をおかけしているが、よろしくお願

いしたい。また農業委員会普及事業の見直しについても、よろしくお願いしたい。 

（坂口臨時議員） 吉川議員からお話のあった建設業について。第一次産業から建設業

に移ってきた人が多いわけで、それを全部第一次産業にまた移せるかというと、そ

うなかなかうまくいかないであろう。公共事業が少なくなり、仕事がなくなってき

ている。山の手入れといっても、なかなか木が売れるような状況にならず、対応方

法が見つけにくく、難しい。 

（金子臨時議員） 緊急地域雇用歳出特別交付金事業というのがある。これは、例えば

６ヵ月間失業者を雇用して山に入れて間伐を行わせるが、６ヵ月が過ぎるとまた失

業に戻ってしまう。この制度を生かして、例えば山林に関する資格をつくって、そ

の人たちが民間で起業できるような使い方を工夫できないのだろうか。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のではないかと思っている。 

（亀井臨時議員） これは林野庁の予算の「緑の雇用」で行っている。現在、和歌山県

の森林組合の方で、大阪から来た若い人が山奥に定住するようなことも進んできて

いて、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い

う話もあるので何とか継続する努力をしたい。 

（奥田議員） ２つ申し上げたい。中川議員からお話のあった新産業創造戦略は、私ど

もは１００％サポートしたいと思う。特に大事なのは、産業発掘戦略、地域再生に
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向けた取組、規制改革、こういうものとうまく連関させながらやっていくこと。 

昨日中国から帰国したところであるが、中国も同じようなことを考えている。中

国も含め、全世界が、先端科学技術で 21 世紀はやっていくのだということである

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ような錯覚を持つ

というのはよくない。 

それからもう１つは、雇用について。現在、３Ｋ職場にはほとんど日本人は行か

ない。外国人労働者を長期的に考える必要がある。例えば、とどれだけ日本に入れ

るか。そういうことも含めて考えないと、人はどんどん減ってくる、あるいは３Ｋ

職場は全部日本人はやらないことになってくると、現在、ヨーロッパで問題となっ

ている移民問題と同じ問題に逢着するので、ぜひそこらあたりも掘り下げていただ

きたい。 

（竹中議員） 議論の幅が広いが、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く。まず、地域再生の全体の進め方とし

ては、金子臨時議員の方で 12 月下旬に基本指針、それから提案募集を経て、来年

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いるの

で、ぜひ、それに沿ってよろしくお願いしたい。 

中心項目の１つである行政のアウトソーシングに関しては、民間議員から一括法

も視野に入れてというお話があった。今後、こうした提案を受けて御検討をいただ

くということだと思う。 

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については、簡単

に答えは出ないと思うが、引き続き問題意識として持ってぜひ検討していきたい。 

麻生議員から、アウトソーシングの取組の推進とｅ－ガバメントが始まる時期と

一致しているという大変重要な指摘がありました。その意味では、共同のアウトソ

ーシング等が可能になるので、地域再生基本指針や、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いかに位置付けていくかというのが重要かと思いま

す。これもぜひ金子臨時議員を中心にお願いをしたい。 

雇用の問題は、民間議員の方から、現在の雇用政策は複雑であり、もっと目標重

視、アウトカム重視にならないか、という提案があった。坂口臨時議員の方からも、

それは工夫、検討をしてみようということであったかと思うので、ぜひよろしくお

願いしたい。 

ハローワークの民間委託等々が中心であるが、ワンストップセンターの民間委託

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臨時議員からのお話が

あったと思う。また、現在長期失業者のみが対象となっている就職あっせんの民間

への委託の拡大については、金目の問題もあるので引き続き検討していただく。 

また業種、職種については、少し拡大をしていくという方向を示して頂いた。上

限所得 1,200 万円を 700 万円にというお話もあったので、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。 

緑の雇用等についても、引き続きその使い方の工夫、継続の努力をしていくとい

うことだったと思う。地域の中心的な事業であるところの建設についても御指摘が
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あったが、実態はどういうことになっているのかよくわからない。これについては

国土交通省と内閣府と共同で何かできることを考えよう、ということで石原大臣と

お話をしており、その方向でぜひやりたい。農業、これも地域の中心産業であるが、

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ことを亀井臨時

議員にお願いをしている。平成 17 年３月に新基本計画をつくって、特区は平成 16

年中に全国展開に関して決定するという大変前向きなお話があったので、そこをぜ

ひしっかりお願い申し上げたい。また、プロ農業経営については、メリハリをつけ

て、ぜひよろしくお願いしたい。 

新たな地域を担う新産業については観光等があるが、新産業創造戦略については、

中川議員の方で、ぜひよろしくお願いを申し上げたい。 

また、今日新たに出てきた問題だと思うが、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、これは中川議員の方から「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、麻生議員の方からもコミュニティファ

ンドの話があった。民間金融機関との連携は私の方で努力するので、これも地域再

生の中で金子臨時議員を中心に、ぜひ取りまとめをいただきたい。恐らく、ＩＴを

使った地域通貨の話も、それに絡んでくるのではないかと思う。 

最後に人の問題、経営者の問題ということで、地域再生マネージャーの話があっ

た。牛尾議員から米国のシティマネージャー制度の紹介もあり、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検討するということかと思う。 

（小泉議長） 先程の予算委員会で、金子臨時議員が特区と地域再生の両方をうまく組

み合わせていくということで、稚内の例を出していた。他にそのような例はないの

か。 

（金子臨時議員） 今のところ出てきているのは、稚内の件のみだと思う。 

（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。この

ような取組は良い。もっと地域でやる気を出してもらって。また、棚田が荒れてい

るというが、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のか。 

（亀井臨時議員） 色々とやっているが・・・。 

（小泉議長） 中山間地域が荒れていると言うが、棚田はきれいであり、地域の観光資

源になる。棚田と農業と株式会社とを組み合わせ、地域おこしに使えると思うが。 

（金子臨時議員）  千葉県では、具体的に特区にした。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。 

（中川議員） 棚田百選というのを毎年やっている。棚田で一生懸命つくっているお米

というのはおいしい。だが、プロ農業と棚田農業との関係が私にはよくわからない。 

（亀井臨時議員） 棚田での米の生産というのは量の問題もある。中山間地域で、直接

措置をしたりして地域もいろいろやっているが……。 

（中川議員） プロ農業の定義というのは難しい。 

（吉川議員）  米そのものだけではなく、観光や、景色等を全部込みで再生してはどう

か、ということではないか。 

（亀井臨時議員） 農業経営者の中にはいろいろな制度を使って、サクランボや施設園
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芸などに取り組み、所得を得ているものもある。そういう人たちを育てる農業をや

らなければならないし、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、体制をつくっていくような

ことをしなければいけないと思う。 

（小泉議長） これからどんどん高齢者が増えて、退職者も増える。そうすると、若い

人が少ないのだから、雇用は足りなくなるはず。それなのになぜ失業率が高いのか、

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。このようなミスマッチをどのようにして解消する

かということを、もっと工夫してはどうか。 

（坂口臨時議員） 今の若者の仕事については、何でもいいと言えば必ずある。 

（小泉議長） 求人側はあるけれども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。 

（奥田議員） 特に３Ｋのところには行かない。 

（牛尾議員） リスクのある職場にも来ない。安全なところにみんな来る。安全できれ

いなところ。 

 

（金子臨時議員、坂口臨時議員、亀井臨時議員 退室） 

 

（竹中議員） 最後に、予算関連で少し議論いただく。麻生議員。 

（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、総定員法の最高

限度額を引き下げるということを先程申し上げたが、1,000 人当たりの公務員はフ

ランスが 96.3 人、日本が 36 人であり、日本はフランスの約３分の１しかいないと

いうのが実態である。資料を見ていただくと、平成 13 年から 16 年にかけ、これだ

け変わってきているということで、これは自衛官も入れての数字になっている。し

たがって、アメリカ等と比べても、日本の公務員というのは意外と少ない。地方の

職員も 1,000 人当たりでみると結構少ない。いずれにしても、更なる減量、人員

削減等に取り組んでいきたいので、そういったことを支えるものとして、バックオ

フィス等の人員削減をしていきたい。また、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いて、今、約 14 万人が純減になっている

という事実がある。 

地方公務員総数の中で行政別にみると、教育、警察、消防というのが約半分とな

っており、住民の身近な行政サービスに当たるものがほぼ半分になっている。今後、

地方自治体も、地方自治の本旨に基づきつつ、指定都市、市町村の計画策定や定員

の状況の公表についても進めていく。 

今後ともきちんと総定員数に基づき、ＣＩＱ等、増やすところは増やす。警察等、

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減量、人員削減といっ

た基本的な形でやっていきたい。 

（谷垣議員） 本日の財政審で「平成 16 年度予算の編成等に関する建議」を提出いた
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だいたので、説明させていただく。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。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。次に、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。

各論では、国と地方の項目については、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。社会保障については、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。公共事業については、投資効果の高い事業への重点化を図るべきであ

る。文教・科学技術での義務教育費国庫負担制度については、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。また、

前回説明した「特別会計の見直し」についても、この建議に含まれている。以上の

ような本建議の内容を、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。 

それからもう一つ、「公的債務管理政策に関する研究会」報告書について説明さ

せていただく。国債管理政策については、就任の際、総理からしっかり取り組むよ

う指示をいただき、今、検討を進めている。こうした中、昨日、国債管理政策を含

む公的債務管理について、本間議員が座長である研究会で、報告書を取りまとめて

いただいた。 

この研究会は、今年初めに諮問会議で資金の流れの改革が議題に取り上げられ、

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いる

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き、主に理論的な面から提言をいただいた。

議論の経緯、あるいは注目すべき点については、本間議員から紹介いただければあ

りがたい。 

（本間議員） 昨日、公的債務管理政策に関する研究会の報告書をとりまとめた。これ

は、資金の流れを官から民へ移しかえ、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。民間設備投資が本格的に

回復してくると、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、現在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

の目的である所要の財源を調達する際の利払いの最小化、これらをどのように組み

合わせていくかを中心にしながら、理論的に整理をしたのが、このペーパーである。 

さらに、郵貯等の問題がある。資金の仲介機能を、これまで我が国は公的部門が

大きく担ってきたが、この点についても市場機能がきちんと生かされるよう、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
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報告書で指摘している。 

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。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く。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している。ま

た、日銀と緊密な意思疎通を行うことが重要であることも指摘している。 

（竹中議員） 本日の資料に、福田議員提出の「産業発掘戦略の実施状況のフォローア

ップ」がある。これは、内閣官房が取りまとめ、昨年 12 月の諮問会議で報告して

いるものについて、今般、１年が経過したということを踏まえ、フォローアップし

たものであるので、本日の議論ともあわせ、ぜひごらん頂きたい。 

本日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、公的債務管理

の話は引き続き郵政の議論等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。 

 

（以上） 

 


