
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

   

平成 16 年第 2回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年１月 27 日(火) 18:00～19:00 

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 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 金子 一義 地域再生担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)今後の進め方について 

(2)地域再生構想について 

3．閉会 

（説明資料） 

○平成 16 年の経済財政諮問会議における課題(竹中議員提出資料) 

○地域再生構想について(金子臨時議員提出資料) 

（配付資料） 

○平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

（本文) 

○議事の紹介
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平成 16 年第 2回 議事録 

（竹中議員） それでは、ただいまから、今年２回目の「経済財政諮問会議」を開催

いたします。 

本間先生は、今、羽田からこちらに向かっておられます。 

本日は、今後の諮問会議の進め方について、それと金子大臣をお招きしまして、

地域再生についての御審議をお願いいたします。 

審議の前に、一言お願いと御確認でございますけれども、この諮問会議におけ

る審議の概要等につきましては、運営規則というのがありまして、そこの第６条

の規定に基づきまして、会議の終了後、私の方から記者発表をいたしております。 

各議員の個別の御発言内容については、どなたがどのようにおっしゃったかと

いうようなことについては、３日後の議事要旨の公表までは明らかにしないとい

うことにしております。 

したがいまして、諮問会議での御審議における各議員の御発言内容につきまし

ても、３日後の議事要旨の公表までの間は、自らの御発言を除き、自分はこうい

う主張をしたというのは、必要に応じてある程度結構なんでございますけれども、

どなたがどういうふうにおっしゃったかということは、対外的に明らかにするこ

とのないよう、御出席の方々には御協力のほどよろしくお願いを申し上げる次第

でございます。 

○今後の進め方について

（竹中議員） それでは、今後の諮問会議の進め方についてでありますけれども、ま

ず、私の方から前回の御議論を踏まえまして、本年の諮問会議における議題の提

案をさせていただきたいと思います。 

この紙は、あらかじめ各大臣のところに事務的にお回しをして、一応の御了承

をいただいたものでございます。 

もう時間の関係もありますので、ざっとお目通しいただければ結構だと思いま

すが、重要な点は、経済の面で「この国のかたち」を問いつつ、断固たる決意で

構造改革に取り組むというのが、今年の重要なテーマではないかと思います。 

これまで規制改革、金融改革、歳出改革、税制改革を進めてきて、それが芽を

出しつつある。これは今後とも非常にはっきりと、しっかりと続けていかなけれ

ばいけない問題だと思います。 

今回、ここに書いておりますのは、そういう４つの改革を通して、４つのかた

ちをつくっていこうではないかという趣旨であります。 

「この国のかたち」の１つは、括弧で囲っておりますが、新たな成長・雇用機

会を創出する、そういうかたちをつくっていこうと。 

２番目は、分権社会を実現するんだと、現場の知恵が生かされるようにする。 

３番目が、国民の夢と安心・安全を実現・確保できるようにする。 

４番目として、将来的な国民負担を極力抑制するようなかたちに持っていくと。

国民から見て結果が見えやすいようなかたちに、構造改革を更に加速、評価して

いこうというようなことを書いております。 
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平成 16 年第 2回 議事録 

それぞれの具体的な政策課題については、経済の活性化、地域の自立発展、財

政改革、行政改革、社会保障制度改革等々で、先般、皆さんにお出しいただいた

ことを総じて反映したつもりであります。 

３のスケジュールにつきましては、目指すべき経済面での「この国のかたち」

について、２月ないし３月に集中的に検討する。総論的な部分をしっかりと行っ

ていくと。 

それを実現するための方策として、重点政策の検討を４月ないし５月に行って

「骨太方針2004」を６月初旬を目途にとりまとめる。 

今年は、参議院選挙等々もございますが、６月の上旬にサミットがあるという

ことも視野に入れてとりまとめていくのかなというふうに思っております。 

郵政民営化については、春を目途に中間報告をとりまとめ、秋に成案を得る。 

民需主導の経済成長のための「改革工程表」、これは先般、総理から指示をい

ただいたものでありますけれども、３月ごろを目途にとりまとめてはいかがかと、

このように考えております。御意見がございましたら、どうぞお願いいたします。 

（麻生議員） ３月というところで、ちょっとお答えしておきますが、例の郵貯等々

もこの中に入ってくるんだと思うんですが「この国のかたち」の中に、もしそれ

が入るとするんだと、これは法案も通さなければいけないし、参議院もあります

ので、どの程度まで出されるのか知りませんけれども、ちょっとその点も考えて

おいていただかなければいけないところでありまして、法案を通さなければいけ

ないということで、参議院で２つの手を考えて、出す内容が余り具体的になると、

事が進まぬということになりますので、昨日も組合と話しましたけれども、結構、

生田さんが頑張っておられるせいもあるんだと思うんですが、これで３回やりま

したけれども、そこそこ動き始めておりますので、多分一番昀後は、公務員の身

分の問題が出てきて、そこが昀大の問題になると思っておりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。ほかに、いかがでしょうか。 

（奥田議員） 御質問なんですけれども、２番の「おもな政策課題」の中で、（４）

番ですが、社会保障制度改革というのがあるんですけれども、この中で「社会保

障の総合的な負担と給付のあり方」という、この総合的という言葉が引っかかる

んですけれども、よく総合的と言ったり、あるいは抜本的と言ったり、何か言葉

はその都度いろいろ躍っているんだけれども、これはどちらかにまとめるように

した方がいいと思うんですけれどもね。 

（竹中議員） これは恐らく、これまでずっと総合的な負担ということを諮問会議と

しては言ってきたと思います。 

（奥田議員） 民間では抜本的といっている。 

（竹中議員） 抜本的な改革という使い方なんだと思いますが、負担はトータルで、

潜在的国民負担率等々を認識しながらということを。 

（奥田議員） 総合的な社会保障全体のあり方と、総合的が正しいわけですね。 

（竹中議員） 恐らく、それは民間議員の方々が、そういう言い方をされてこられた
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んだと思います。 

（麻生議員） 抜本的だとちょっと話が無理じゃないですかと申し上げて、そもそも

論になったんだと。 

（吉川議員） 総合的はそのままで良い。総合的というのは、年金、医療、介護一体

として社会保障制度を含めて総合的に考えるということだ。 

（小泉議長） 年金だけではないと。 

（牛尾議員）  およそセーフティ・ネット全部一本で見るぐらいのことを考えないと、

将来困るんですね。生活保護から失業保険まで総合的に負担するものは、全部一

本で見てどのぐらいということを考えなければ。 

（麻生議員） この間、１月15日に小平さんのところで説明してもらった、数字がい

っぱい書いてあった資料がありますでしょう。これでいくと2008年の名目成長率

2.9 ということになっているでしょう。仮に３％前後いくとすれば、これが本当

だと、全然信用していないわけではないけれども、仮に当たったとした場合、こ

れは正直言って企業の負担が18.35になんかなりませんよ。 

同時に、金利もこんな低いかねと、これだけ経済成長をして、金利が２．何％

に納まるかなという感じはしないでもないから、やはり総合的に見ないと、とい

う話になるんだと私は非常に好意的に解釈しているんですけれども。 

（竹中議員） 今の負担の点だけ申し上げてください。 

（小平政策統括官） これは、2004年度から2008年度までの見込みということで試算

をしておりますので、年金につきましては、昨年末決まりましたものを来年度予

算から入れ込んで計算をいたしておりますので、そこについては一応そうした制

度を前提にして試算を５年分について行ったということでございます。 

（竹中議員） それと名目金利と、名目成長率の関係については、名目成長率の方が

高いという予測は可能な姿だと思います。そうでなければ国債は残高が発散して

しまう可能性があることになるということだと思います。 

（奥田議員） ときどき地方を回るんですけれども、そのときによく出るんですけれ

ども、三位一体とみんな言うけれども、三位一体ではなくて四位一体だと。四位

一体の四て何だと言ったら、人材だと言うんです。幾らお金をもらっても、やは

り地方には人がいないと。だから人が増えなければ、結果的にはまた中央へお知

恵拝借ということになってしまうわけですね。やはり財源ももらいたいし、人も

もらいたいと。それから四位一体じゃないかという話がときどき地方で出るんで

す。 

（竹中議員） 	ちょうど地方の話が出たところで、もし差し支えなければ、テーマに

ついては、また逐次御相談をさせていただきながら詰めていくということにさせ

ていただいて、金子大臣にもおいでいただきましたので、地域のことを少しお話

させていただきたいと思います。また戻ってお話をしていただくのは結構だと思

います。 

○地域再生構想について
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（竹中議員） 地域経済の状況でありますけれども、日本経済が民需主導の形で着実

に回復する中、地域経済にも明るい兆しが表われてきております。 

内閣府が行っております、景気ウォッチャー調査など各種のデータによります

と、まだバラツキはありますが、全地域で現状判断が改善してきているという動

きはあります。 

今後重要なのは、こうした動きを地域全体に浸透させていく上で、地域再生推

進のためのプログラムが大変重要であるということだと思います。 

金子大臣がまさに御担当でございますので、本日おいでいただいております。 

まず、金子大臣から、これまでに地方公共団体や民間事業者等から提案された

地域再生構想を始めとした取り組み状況について御説明をいただきまして、地域

再生に向けた課題についての御審議をお願いしたいと思います。 

できましたら、特区とか、もし必要でありましたら言及していただければと思

っております。 

よろしくお願いします。 

（金子臨時議員） 昨年末に地域再生本部を立ち上げさせていただきました。年末押

し迫りました12月19日に基本方針を決定いたしました。地方自治体に投げかけま

した。提案募集を呼びかけました。 

１月15日、正月休み、年末休みを含めてわずか１か月でありましたが、地方自

治体、あるいは民間事業者から、その構想についての提案が寄せられてまいりま

した。 

ここにありますとおり、全体で392 の提案主体、案件としては673 の構想が出

てまいりました。 

提案主体、地方公共団体が299 、民間企業、個人が93と、民間企業からも出て

きたのが、今回の１つの特色かなと思っております。 

観光、農林、産業、産学連携等、次のページを見ていただきますと、３ページ

目に提案のあった地域再生の分野別でありますが、自然、伝統、観光、イベント、

農林水産、産業振興が非常に多く、それぞれ提案全体の15％強に含まれておりま

す。 

ちょっと添付しております資料を説明しますと長くなりますので、添付してお

ります資料の１ページに、例えばでございますけれども、横長の部分であります。 

北海道札幌市、「交流と創造の空間・活動づくり構想」とございます。これは、

札幌駅前の既存のビルと、歩道を地下で結びたいというものなんですけれども、

地下で結びますと、接続する建物自身が建築基準法上、すべて建て直しを求めら

れるというのが、今の規制になっておりまして、部分的に接続できるということ

を緩和してほしいと。 

同じくＰＦＩでありますが、今、札幌が市営でやっております交通機関を民間

に委託したいと、まさにアウトソーシングでありますけれども、この民間委託し

た場合、市営でやっているものを民間に委託しますと、突然、固定資産税等々が

かかってくるといったようなことが生じてまいります。 
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そういう意味で、民間に委託して、ＰＦＩでやらせても、地方自治体がやった

のと同じイコール・フッティングを図ってほしいというケースでございます。 

２ページ目の釜石。風力発電を積極的に進めたいということで、農地の使用条

件、これを都道府県の認可にしてほしいと。 

３ページ目でありますが、栃木県の「経済新生構想」というのがあります。こ

れは足利銀行の関係で、やはり地域経済をより強めたいというようなことで、い

ろいろちょっと細かい対策が入り込んでおりますけれども、中小企業から雇用の

関係から産業育成まで入り込んで提案してきております。 

４ページ目、三浦市でありますけれども、「三崎のマグロ」ブランドというの

を確立したいということで、三崎漁港の整備計画、これを県から市に権限を移譲

してくれといったようなもの、多々そういうものがあります。 

昀後の事例で、５ページ目でありますが、京都府から出てまいりましたのが、

観光立国、携帯電話をもっと多面的に使いたいと。 

どこかでお話申し上げたかもしれませんが、外人観光客も含めて京都駅に降り

たらば、携帯電話でどこへ行きたい、どこどこの説明が英語でも読めると、為替

は今幾らで、どこに行けば円に替えられるといったようなものも含めて、携帯サ

ービスをやっていきたいと、そのための調査費を付けてほしいといったようなた

ぐいのものであります。 

６ページ目は、総理にも行っていただきましたけれども、松山市「『坂の上の

雲』フィールドミュージアム」の更に具体的な内容を伴ったものであります。 

とりあえず、これだけ寄せられました。 

今後のスケジュールでございますが、既に規制緩和、あるいは権限移譲につい

て、担当課長レベルで折衝が始まっております。実現可能な支援措置を２月下旬

に開催予定の本部におきまして、プログラムとして決定させていただくと。 

それから、決定後、今度は地方自治体から具体的な案件として提案をしてもら

って、６月に認定、スタートしていくということを考えております。 

なお、今国会で、規制緩和、あるいは権限移譲に伴います法律につきまして、

個別法でいくのか、一括法でいくのか、これから詰めていきますけれども、法律

の提案をさせていただく予定でございます。 

アウトソーシングについては、高浜市のようなのは出てまいりませんでしたが、

先ほど申し上げたような、案件に伴ってアウトソーシングがそこに含まれている。

先ほどのＰＦＩ、札幌の例ですとか、それから前橋からは、公立の保育所、これ

は民営化した場合に、補助金の返還を不要とするという、これもアウトソーシン

グに伴う補助金返還を不要とする１つの規制緩和でありますが、こういうところ

に含まれてまいりました。以上が地域再生あります。 

同時に、ちょっと資料がないようでありますが、構造改革特区でありますが、

第４次の提案募集を11月に行いました。 

223 の提案主体から338 件の特区構想が出てまいりました。これは、前にも御

報告申し上げましたように、各地区で青年会議所と共催で、もみじキャラバンな
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んて銘打ちまして、かなり民間事業者にも説明してまいりました。今度は民間事

業者からの提案が約３割増加しました。民間からも案件が提案されてまいりまし

た。 

特区で今度提案をされたものの中で、今まで提案されて実現されなかった株式

会社、ＮＰＯ法人が設置する学校への私学助成の適用といったようなものも出て

まいりました。かなり大きなテーマになってまいります。 

それから要件の拡大として、ＮＰＯ法人立学校の不登校児以外への拡大ですと

か、新規案件では、土地開発公社が先行取得をした用地、これは賃貸しを容認し

ていくといったようなものですとか、出てまいりました。 

これは、２月中を目途に推進本部で決定をしてまいりたいと思いますし、また

その間、関係省庁との調整はかなり難航するものも含まれておりますので、私自

身、閣僚との折衝を必要に応じてやらせていただきたいと思っております。 

私の方からはとりあえず以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、地域再生は非常に重要な

テーマでありますので、どうぞ御議論いただきたいと思います。中川大臣どうぞ。 

（中川議員） 金子大臣、大変意識を持ってやられて御苦労様でございますが、要す

るに地域、三千幾つの自治体なのか、全国14万集落なのかよくわかりませんけれ

ども、その単位で何かをやっていこうというときに、やはり同じものをやったの

ではだめで、昔の一村一品みたいに、あるいは竹下内閣のときの１億円みたいに、

結局よくわからないから、一村一品で大分がこうやったから、第二の大分みたい

なことをやってしまうところは悲惨なことになるので、とにかく何か変わったこ

と、新しいこと、そしてそれが外に影響というか、刺激を与えることが大事だろ

うと思うんです。 

私が前にこの会議で金子大臣に、失敗例も挙げてくださいということを申し上

げた記憶がありますけれども、良いものでも結構失敗している例でも、例えば、

私のところで失敗したけれども、岐阜県の高山では実はうまくいくかもしれない

ぞ、みたいなこともあるわけですから、そこら辺をできるだけ、失敗例も含めて、

あるいは途中で挫折したものも含めて、ひょっとしたらおれのところならうまく

いくかもしれないとか。 

また、２番煎じ、３番煎じが良い場合と悪い場合とあると思いますから、是非

その辺も地元の意欲をそがないように導いていただきたい。 

それから、やはり決定的なのはテレビとかマスコミ、場合によってはギネスブ

ックに載ってしまうとか、私のところで唯一ギネスブックに載っているのは、400 

メートルベンチというのがギネスブックに載っているんですけれども、広い公園

にただベンチが400 メートルあるだけで、これでギネスブックに載ってしまうわ

けです。行くと結構、一瞬感動するんですけれども、緑の公園に芝生があって、

単なるベンチがばっと一本あるだけなんですけれども、でも子どもたちなんか、

きゃあきゃあやっていますけれども。 

それから、やはりテレビ、さっき三崎のマグロの話をされておられたけれども、
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たまたまテレビで、マグロ丼というのをやっておりましたね。三崎でとれるマグ

ロで、トンカツ丼の代わりにマグロ丼。それで、マグロ何とか協会が、マグロの

分量とか、尾身というんですか、あのしっぽのところを使わなければいけないと

か、一応ルールをつくって、やはり町の業界ぐるみでやっていると、それがＮＨ

Ｋの朝のニュースでやっていましたよ。 

（小泉議長） クジラ丼じゃないの。 

（中川議員） いやいや、マグロの尾びれの手前のところですよ、だから尾の身みた

いなところだと思うんですが、ＮＨＫの朝のニュースでやっていると、何となく

食べたくなってしまうわけで、あるいは総理のところの横須賀のカレーとか、そ

れはやはりマスコミ、特に昀近は、正月なんかスポーツと芸能と、あとは食い物

ばかりでしょう、やはり食い物に興味があるわけですけれども、私なんかも三崎

のマグロ丼なんていうのは食べてみたいなと思いますけれども、やはりＮＨＫが

バンとやると、あるいは、みのもんたさんとかがやると、ものすごい影響がある

わけですね。 

もう１つは、私のところなんか観光、観光と言っているんですけれども、世界

的に言うと、これはもうアメリカにお詳しい方は御承知のとおり、カレンブラウ

ンという旅行の専門の女性の方がいて「ベット・アンド・ブレックファースト」

という旅行民宿本が世界中何百冊とありますね。アメリカだけでも10冊ぐらいあ

るんではないでしょうか。私、調べたんですけれども日本はないですね。北海道

とか、九州とか、沖縄とかというのは、カレンブラウンの本にないですね。それ

だけ日本は農村民宿というか、地方のその地域の歴史に基づいたリゾートではな

い観光資源が、やはりインフラが悪いからなんでしょうけれども、世界的に認知

されていないということですから、要は発信が大事だということだろうと思いま

すし、発信させるという１つのテクニックもあるんだろうと思いますから、良い

案ができただけで埋もれてしまうのでは意味がない、３年もすればやっている方

も疲れてしまいますから、是非立ち上げ、発信まで含めて何かうまくやってあげ

ないと、宝の持ち腐れになってしまうのかなと。 

もう１点、これは私のところですごいなと実は思っているんですけれども、今

年総理の御熱意もあって、農産物を世界に輸出しようということですが、私のと

ころは長イモが東南アジア、それからアメリカに行っているんですが、去年で約

90億のうち１割の10億ぐらいが海外に行っていますが、これも抑えているんだそ

うです。もう中国、台湾、東南アジアから。10億以下にしないと、国内が暴騰し

てしまうので、海外は抑えているんだそうです。しかも反収が120万だそうです。

２万円の米が８俵で16万、１反で120万だそうです。それを５ヘクタールつくって

いる農家が私のところいっぱいあるんです。５ヘクタールということは、長イモ

だけで6,000万です。手間もかかるんです。でも、6,000万儲かってしまうので、

みんな頑張ってしまうんです。しかも、家族３人でやっているんですけれども、

みんな有限会社にして、社長と社員と専務みたいにして、それで給料払いでやっ

ていますから税金も安くなりますし、聞いてびっくりしましたし、だけどこの前
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その組合長に、長イモはこれ以上売れているんだから第２の長イモを考えた方が

いいですよと言って、今、考えているのが、ヨーグルト、フレッシュミルク、こ

れは冷蔵、冷凍方法でもってどうでもなる時代ですから、やはり輸送方法を考え

れば、農産物はいかにこうやって入ってくるのをカバーするかという時代から、

総理もおっしゃっているように、もう冷蔵、冷凍、輸送技術が進んでいる以上は

どんどん前に出ていく時代になってきたわけですから、その辺も含めて逆転の発

想というもので、北海道は寒いんだとか、遠いんだとか、だったらそれはそれで

いいものをつくってやろうじゃないかと、反収120万で6,000万、しかも連作商売

できますから、長イモをつくったら次は小麦、それからビート、そしてまた長イ

モとぐるぐるやっていますから、50ヘクタールで大体１億円以上稼いでいるわけ

です。それでちゃんと税金を納めていると。 

私のところの6,000戸の農家だけで北海道の農家の所得税の半分納めているわ

けですから、こういう元気なところも大いに宣伝していただくと同時に、元気じ

ゃないところにも元気づけるように、それから発信力というものをセットで是非

やっていただきたいと思います。 

（金子臨時議員） 今の長イモのものをＰＲ用に何かくださいよ。是非そういうのは

どんどん。 

（中川議員） 大した長イモじゃないです。普通のです。 

（金子臨時議員） 何でもいいですけれども、中川経済産業大臣御推奨の長イモでＰ

Ｒしてきますから、関経連の会にお邪魔して、いろんな事例をしゃべりましたら、

後で反応があるんです。そんな事例があったのかと。総理が行かれるのは勿論で

すけれども、我々も行っていろいろな事例をお話しすると後で反応が返ってきて。

（中川議員）  ただ、反収120万というと農家はみんなびっくりしますけれども、これ

は専業じゃないとできません。兼業とかサラリーマン農家ではできません。プロ

じゃないとできないです。 

（金子臨時議員） それから、さっきの建設業の転業というのは、昨日国会で古屋さ

んからも提案があったんですけれども、できるところを調べてみると、力がある

からできるんですね。何か実力があるから、北海道、東北はかなり進んでいます

ね。それ以外のところは、力のないところはどうしたらいいかなとなっているん

です。なもんですから、それを更にどういう方向を出してやるか、そういう意味

では、中川大臣、成功例を出して、県レベルで。 

（中川議員） だから、啓蒙も必要でしょうと。 

（金子臨時議員） やります。まず、成功例から出していった方がいいと思います。 

（中川議員） 両方だな。 

（竹中議員） できれば、ほかに発言がありますので、それで金子大臣に昀後に述べ

ていただきますので。それでは、牛尾議員、どうぞ。 

（牛尾議員）  １週間ぐらい前に沖縄が観光客500万人達成というパーティーを、稲嶺

知事が来てやったんです。これは沖縄万博をやったときに、やっと180万になって、

そこから何とか250万ぐらいにしたいというときに、そのころから私はずっと沖縄
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に関わっていますが、目標500万人にしようということを言ったわけです。そうし

たらみんなから笑われたんですが、とうとう去年やったんです。 

それはなぜ成功したかというと、やはりあの沖縄の人にもっとニコニコしなさ

いというところから始まって、いろんなハワイなんかのいろんな例で、競争相手

はハワイなんだというぐらいのつもりでやるべきだということを言って、やはり

稲嶺さんになってから本格的に観光政策をやりましたから、結局昀後400万ぐらい

に乗って、５年間ぐらい経って、昀後のジャンプは、ＳＡＲＳというのがありま

したけれども、ぽんと500万人になったと。 

それで、泡盛もものすごく売れたんです。10年前はあんな臭いもの飲めるかと

言っていたのが、古酒泡盛になるとかなりうまくて、今、泡盛が大産業になって

きたわけです。それはもう本当に高級な焼酎ですよ。 

それから、いろんな沖縄の音楽が出てきたし、首里城も効いたんです。サミッ

トも効いたんです。昀後のとどめは『ちゅらさん』というＮＨＫの番組で、正月

にも再放送したんです。だから、沖縄はぐんぐん。 

それで、人口は、本土に返ったらもう進駐軍もだめになってしまうしというこ

とで、当時は進駐軍、進駐軍と言っていたから、90万人の人口が80万人になるだ

ろうと言っていたら、今、135万もいるんですから。特にあの石垣島なんかは、も

う年金生活者が昀後に住むんです。本土の人が30万増えているんです。だから、

観光というのは絶えずやってないとだめなんです。ちょっとでも手を抜いたらだ

めなんで、今、中川大臣おっしゃったように、こういうことはずっとやってない

とだめなんです。本当に軌道に乗る、沖縄は20年やってここまで来たんですから、

堺屋太一さんも非常に熱心で、観光のプロですからね。音楽もハリウッドでつく

れば、ハワイのカメハメハ大王というのも小説だし、全部そうやってつくってい

くわけです。沖縄もそういう話をつくらないとだめだとか、沖縄の空港も相当大

きくなってきたし、やはり観光地になってきたわけです。今ぐんぐん増えている。

そういう意味では、観光戦略というのは絶対に地域再生の大きな決め球になって、

しかも品物も売れるようになるわけです。この間行ったら、今はデューティーフ

リーショップもあるわけです。これは山中さんが協力したんですけれども、本当

にデューティーフリーショップがあるんです。一国二制度というのがあるんです。

知らぬ間に沖縄の空港にあるんです。これもいっぱい入っているんです。 

観光に関しては、去年の１月にこの会議でも大いに発言して、観光立国懇談会

ができて、去年の５月ごろから閣僚会議も２回開催したんですが、その後しぼん

でしまっているんです。しぼんでないかもしれないけれども、何かわっと来て、

いろんな問題が多過ぎて観光はどうも元どおり国土交通省の観光部に戻ってしま

ったという感じで、私は観光というのは今は非常に地域活性にプラスであります

から、特に大都市で成功した所得と年金の消費地区というのが観光地になるんで

す。 

総理の方からは、海外からの客を1,000万人にしようという提案がありますけれ

ども、海外の人が来るということは国内の人も行くということですよ。大都会の
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人が田舎に行く、地方の人が東京に来る、そういう交流があることによってます

ますトレンディーなファッションというものが交流されるわけですから、一番初

めの話ではこの懇談会が考え方を決めて、実践プログラムは別途委員会をつくっ

て、民間を中心に推進するようなことを政府でやろうというお話があったような

記憶があるんですが、私は再度、観光に関しては地域活性化と連動して、これを

見てもプロジェクトの中の16％が観光と書いてありますし、農村関係も半分ぐら

い観光になっていますから、やはり20％から25％ぐらいは観光関連になっている

ので、これは是非官房が中心になって、相当観光だ観光だと言わないとだめなん

です。 

ちょうど去年の６月の末に、比叡山が阿弥陀寺の横で薪歌舞伎というのをやり

まして、雁治郎と吉右衛門が芝居して私も行ったんですが、1,000人で８日間で

8,000人、２万円で３日間ぐらいで即売です。すばらしいです。阿弥陀寺のところ

で、座りにくい椅子に２万円は高いと思うけれども、１時間半ぐらい露店で、ま

たその１週間不思議と雨が降らなかったんです。いっぱい来るんです。ほとんど

外の人です。そういうイベントをくっつければもっとすごいんです。だから、そ

ういう意味ではイベントプログラムを、京都の金閣寺でバイオリンをしたり、法

然院で合唱したりするというのは、全部ディスカバリージャパンでＪＲがやって

いる場合が多いんですが、結集してみんなが持っていけば、観光はまだまだある

と。 

それは、国土交通省の観光部も一生懸命やってらっしゃると思うけれども、観

光は絡むところが多いですから、常に集中的に金や太鼓を四六時中たたいてない

とだめなんで、特に地方対策が非常に大事ですから、是非これを機会にもう一回

気を取り直して、ナショナリズムプロジェクトにしていただきたいと思います。 

（竹中議員） 本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 先日、金子大臣と谷垣財務大臣に関西にお越しいただいて、今、国が

どういうことを、小泉内閣がどういうことを考えて政策を実施しているかという

お話しをしていただいたんですけれども、会場の方は本当に目を生き生きさせて

聞いていた。こういうパブリシティーをどう高めていくかということが、このテ

ーマで非常に重要なんだろうと思います。 

私、実は先週岡崎市にまいりまして、特区の問題とか地域再生のことを御存じ

ですかと聞いたら、余り知らないんです。定着してないんです。金子大臣がご紹

介されたように、今回、自治体から299件、民間からも93件ということで大変成果

が上がっていると思うんですが、自治体の総数から考えると提案されている自治

体は１割ぐらいで、裾野はもっと広いはずでございますので、さばききれないぐ

らい活気を呈するぐらいのことが起こらないということは若干おかしいわけです。

是非今後ともこのパブリシティーの問題については、行政を通じて行う部分だけ

でなく、一般的なチャンネルを通じて行う部分についても、是非工夫をしていた

だきたいと思います。 

もう１つ、これがまだまだ認知度が低いというのは、国に提案をして、国がさ
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ばくという姿勢でやっている点が非常に影響しているような気がいたします。前

回金子大臣にお越しいただいた時に、実は国がさばくということではなくて、地

方の人々がそこに主体的に参加して、ともに一緒にこの国をどういう具合に活性

化していくかというスタンスが非常に重要ではないかということを申し上げまし

た。やはりそこがございませんと、今の段階では官が提案する事例が非常に多く、

民間が独自で提案する事例というのは非常に少ないというのが実態だろうと思い

ます。ここもやはり一段の工夫が必要になってくるんじゃないかという気がいた

します。 

３番目のポイントは、特区と地域再生の仕分けがわかりづらいということが実

際起こっているんだろうと思います。これは、例えば今回の提案の中でも、特区

で出てきた部分が、今回何か新しいのが出てきたからまた応募しようかと、こう

いうような玉がありまして、そういう玉は若干石に近い部分がございまして、提

案が玉石混交になっております。 

いい事例としては、例えば静岡県が「政令県」という形で、一定の規模、ある

いは内容を持っているときには、それを政令都市のような形で国の権限を移譲す

べきだというお考えが出ております。これは非常にいい事例だと思います。他に

は例えば栃木県で、足利銀行の問題もあって、非常に地元が危機感を持ったとい

うことだと思いますけれども、地域活性化のために市町村が連合で規制改革に向

けての提案、勿論財政上の提案もありますけれども、そういうような御提案があ

るとか、いろいろ玉はあるわけです。是非ここら辺を成果という形で数値化して、

各都道府県がこういう提案をして、それがどのような成功例に結び付いたかとい

う件数とか、成功例をアピールするとか、過剰供給になってはいけませんけれど

も、いろんな形で工夫をしてはどうかという気がいたします。 

４点目は、村おこし、町おこし的な形で、それぞれの分野でいいアイデアを出

すことは必要だと思いますが、もう１つのポイントは官官規制、あるいは国と地

方のありようの中で、やりたいんだけれどもやれない部分があるといった、こう

いう法制的、制度的な改革を要するものでございます。ここをどういう形で手を

付けていくかということが、私は地域再生にとって非常に重要なポイントだろう

と思います。 

先ほど、金子大臣が高浜の事例をおっしゃいましたけれども、そういうような

アウトソーシングしていく場合でも、やはり一括法というような形でやる必要が

あろうかと思います。細々それぞれの規制、補助金に合わせて、全部それを仕分

けて、それぞれの法律を洗いざらい直していくということはほとんど不可能なこ

とでして、これは地域再生や特区の流れの中で、一括法でこういう部分を扱って

いくことが非常に重要だろうと思います。その点で地方公務員法の改正もやはり

議論をいたしませんと、全部サービスというものががんじがらめで、アウトソー

シングできないような状況となってしまいます。組合との関係もございますし、

いろんな事例がございます。そういう意味で、やはり制度の改革というものを意

識的にやっていくということをセットにしてお願いをいたしたいと考えておりま
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す。 

そのほかにも、いろいろ今後考えなければいけない点がございますけれども、

先ほどからお話出ておりますように、地域再生、特区の部分について、やはり閣

僚の方々に地方に出向いてアピールしていただいて、地域の再生に政府が本腰を

入れているということを、６月までに集中的に実施をしていただいて、この問題

を国全体の重要な課題に位置づけるというスタンスを是非確立していただきたい

と思います。 

（竹中議員） 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 具体的なことですが、せっかく各地域からいろんなアイデアが出たわ

けですから、予算措置が必要なものの場合16年度予算で前倒しできるようなもの

はできるだけ工夫していただいて、例えば調整費とかを用いるなどして、16年度

から応援すべきものは応援した方がいいのではないか。 

（竹中議員） 麻生大臣、どうぞ。 

（麻生議員） 少なくともさっきの総理の言われるように観光をやるんだったら、国

土交通省は観光部じゃまずいね。あれは観光局にしないと具合が悪いと思うし、

役所で局長と部長じゃ全くイメージが違う。おまけに、この観光に関する役所で

言えば、文部科学省の持っているユースホステルだって、宿泊施設というのは国

土交通省以外のところだって持っていますよ。簡保の宿だってあるでしょう。厚

生労働省だってあるし。これを窓口をどこか一本化してやるとかできないか。 

（竹中議員） 官房副長官が担当大臣で総合的にやっているんです。 

（麻生議員） 観光局にするとか何かしないと、これは部長が言ったってほかの役所

ではだめだと私は思います。 

（竹中議員） 奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員） 私は、外から日本に来てもらうという話になると、どうしてもイタリ

アなんかをもうちょっと、観光部がやるのかどこがやるのか知らぬけれども、そ

んなに立派なものがあるわけでもないのに、あれだけの人間がイタリアに行って

観光するということが一体なぜ起こってくるのかというのは、だれかが一遍研究

することは大事だと思います。何でもイタリアで、イタリアに行けば楽しいとい

うのは変ですけれども。 

（福田議員） 観光推進体制、これはもう一回考え直して早急に結論を出します。 

（竹中議員） どうぞ。 

（麻生議員） この中で１つだけ、提案された地域再生構想一覧の中で、５ページ目

に福島県矢祭町というのが出てくるんです。有名なところです。その中で上から

２つ目に「合併しない町村の自立推進計画の認定」というのがあるんです。いい

ですよ、しないで全部やってもらってもちっとも構わないんですが、具合が悪く

なったからと言って後で何とかしてくれと持ち込まないでくださいと。小さな町

なんですけれども、合併しないというのは、今の市町村合併に反対すると、突っ

張るなら突っ張ってもいいですけれども、いずれ長野県なんかも、今度納税が全

部オンラインでできることになりますから、あそこだけ公的個人認証サービスが
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提供されませんから、それで６月から一斉に電子申告が始まっても長野県だけは

オンラインで手続きができないということになったときに、住民から何だという

ことになるまで待っておけばいいじゃないかと私は思っているんですけれども、

この矢祭町の話も、格好いいつもりでやっておられるのかもしれませんけれども、

それによって不利益を被ったからといって、後で何とかしろと総務省に言ってこ

ないでくださいと。そこだけはっきりしておいてください。 

（小泉議長） さっき牛尾さんが、比叡山に歌舞伎で8,000人も来たというけれども、

四国のこんぴら歌舞伎なんて、４月、今からだって切符取れないでしょう。それ

で、安宅関が石川県小松市にあるのは余り知られていないんです。安宅関は勧進

帳でしょう。あれ宣伝すればもっと来るのにどうして宣伝しないのか不思議なん

です。少し自分で考えてみろって。 

（竹中議員） それでは、手短にお願いします。 

（本間議員） 地域活性化に伴う１つ重要なポイントとして、地域の雇用をどういう

具合に確保していくかということがある。現場の村長さん、町長さんのお話しを

伺うと、村長さん、町長さんは、周辺のハローワークから、どういうところに仕

事があるか自分で情報収集をして、そして町や村の知人とか、そういう方から頼

まれた人をあっせんするというようなことまでやっているというお話を受けたん

です。縦割型の行政の関係が、地域まで下りてきて、連携がほとんどできていな

いと。 

例えば、大阪の岸和田の悲惨な児童虐待の例が報道されていますけれども、厚

生労働省と文部科学省との関係がうまくいっていないのではないか。雇用におい

ても厚生労働省と文部科学省との関係、あるいは地方公共団体との連携というも

のが非常に重要であるにもかかわらず、なかなかそれが現場のところではうまく

機能していないのではないかと思います。ここを是非、地域レベルの雇用創造プ

ログラムのようなものを、霞が関で横断的にやるということと同時に、現場でも

どういうように地域の雇用を生み出していくかというようなプログラムを、是非

ここを地域活性化、あるいは特区との関係の中で位置づけていくということをお

願いをいたしたいと思います。 

（金子臨時議員） 今のは主に市町村間ですか、県を越えての話ですか。 

（本間議員） 同じ県の中でもそういう問題が起こると思います。ハローワークは市

それぞれにあるわけではございませんから。 

（竹中議員） 金子大臣、まとめてお願いします。 

（金子臨時議員） いろいろな御意見ありがとうございました。大変良いアドバイス

をいただきましたので、もとよりこれからもいろいろなアイデアをいただきなが

らやらせていただきたいと思います。 

それから、一番辛いのが、３月15日までに法案を出さないといけないので、こ

れが一括法でいけるかどうか。もう１つは、今、課長級のものがスタートしてい

るものですから、制度改正まで一定的に持ち込めるのかどうか。それから交渉の

状況、ちょっとこれを見てからと思っております。 
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吉川先生からの良い案件については前倒しについては、御報告がてら各閣僚に

政策懇というのがありますから、そういうものの中で本当に認定できる良い案件

であるならばそれを応援できる状況だけは各閣僚にもお願いを申し上げているん

ですが、現実的にどういう案件が出てくるか、あくまでも予算先にありきじゃな

いものですから、少し遅ればせになるかもしれません。しかし、本当に必要なも

の、後につながるものについては、また各閣僚にも御相談をしたいと思っており

ます。対応は今、検討させていただきます。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。今日、非常にたくさんの論点を出して

いただきまして、ありがとうございます。ちょっと整理をさせていただいて、御

担当の方でそれぞれ持ち帰ってお願いをしたいと思うんですが、まず第１点は、

特区、地域再生、それぞれについて更に認知度を高めようと、ＰＲ、たくさん出

ているけれども、まだ自治体の１割しか出してないと、それについては是非また

金子大臣の方で御検討をお願いしたいと思います。 

特区と地域再生の仕分けがよくわからないと、そういう意味では我々もなかな

かわからないところがあるんだと思います。その点にも是非御配慮をいただいて、

６月ごろまでに集中的に、特区が動き出したら各大臣も出張のついでにそこを見

に行って、そうするとカメラ１台ぐらい付いてくるでしょうからＰＲすると、そ

ういう工夫も必要だと。つまりこのＰＲ、認知度を高めるということが第１のポ

イントであったかと思います。 

第２の点は、地域再生に当たってソフトを強化しようということではないかと

思います。中川大臣の方からその失敗例も出したらいいじゃないかと、テレビ、

ギネス等々、話題づくりが重要ではないかと、発信型にしようではないかと、そ

ういうことが大変重要なポイントだと思います。 

それと継続的な問題意識を持っていくことが必要なんだと、人づくりというこ

ともその中に入ってくるんだと思いますが、このソフトの強化をどうするかとい

うのは、実はなかなか難しくて、政府はなかなか民間のコンサルタントみたいな

ことができるわけではないんですが、しかしそこは何か地域が動き出しやすいよ

うに、コンサルティング的なセミナーを開くのか、コンファレンスを開くのか、

また奥田議員はイタリアに旅行に行って、イタリアの事情を調べたらどうかと、

そういう情報の提供とか、何かそういう仕組みをまたお考えいただくのかなと、

その地域再生のソフトの強化をどうするかということを、是非また御検討いただ

きたいと思います。 

３番目は、観光が極めて重要であると。再度これを重視して、新たな体制づく

りも考えると。これについては、官房長官の方で引き続き何らかの御検討をいた

だくということでお願いできるのかと思っております。 

それと、早く成果を出す工夫をしてくれという民間議員の御指摘なんだと思い

ます。できれば、16年度予算の調整費でできるものとか、一括法もその一環かも

しれません。これについては、今、金子大臣からお話がありましたように、様子

を見て是非可能な範囲でやっていくということだと思います。 
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昀後に５番目に、地域レベルの雇用創造プログラム、縦割にならないように地

域レベルで雇用創造のプログラムが必要ではないかという本間議員の御提案があ

りましたが、これについては、金子大臣、特にコメントございますか。 

（金子臨時議員） ちょっと考えさせてください。確かにその問題があるのかもしれ

ませんね。 

（竹中議員） そうですね。是非お考えいただければと思います。 

（金子臨時議員） 必ず１か所にそういうセンターを置いていますね。それが市町村

にこうやって流していますね。だけども隣同士が動かないという。だから、今、

ある仕組みを何か動かしてやればできるような感じが直感的にはしないでもない

んですが、これもちょっと考えます。 

（竹中議員） 難しい厄介な問題かもしれませんが、ひとつよろしく御検討の方お願

い申し上げます。総理、どうぞ。 

（小泉議長） 今日の議論を踏まえて、金子地域再生担当大臣、よろしくお願いいた

します。 

（竹中議員） それでは、これからまた推進プログラムのとりまとめ等々いろいろあ

ると思いますので、ひとつよろしくお願いを申し上げます。 

次回は、２月の中旬になろうかと思いますが、忙しい国会審議の合間を縫って

やることになると思うんですが、ひとつテーマに沿ってよろしくお願い申し上げ

ます。 

ありがとうございました。 

（以 上） 
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