
 

平成 16 年第２回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

 

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

（概要） 
○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われるとともに、

審議の内容等の公表に係る経済財政諮問会議運営規則第６条の規定の確認がなされた。 
 
○今後の進め方について 

（竹中議員） 今後の経済財政諮問会議の進め方について、まず私から、前回会議の御議

論を踏まえ、本年の諮問会議における議題の提案をさせて頂く。 

資料「平成 16 年の経済財政諮問会議における課題」をご覧頂きたい。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こと
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が今年の重要なテーマであることだ。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。今後ともしっかりと続けていかなけれ

ばならない。 

資料は、この４つの改革を通して４つの「この国のかたち」をつくっていこうとい

う趣旨を記載している。目指すべき経済面での「この国のかたち」の第１は、新たな

成長・雇用機会を創出する。第２は、分権社会を実現し、現場の知恵が生かされるよ

うにする。第３は、国民の夢と安心・安全を実現・確保できるようにする。そして第

４は、将来的な国民負担を極力抑制する。国民から見て結果が見えやすいように、構

造改革をさらに加速するとともに、その評価を実施していきたい。 

「おもな政策課題」は、経済の活性化、地域の自立発展、財政改革・行政改革、社

会保障制度改革であり、それぞれの具体的な政策課題について、前回会議の御議論を

踏まえて記載している。 

スケジュールについて。目指すべき経済面での「この国のかたち」について、２～

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。それを実現するた

めの方策として、重点政策の検討を４～５月に行い、『骨太方針 2004』を６月初旬を

目途にとりまとめる。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。そして、前回会議で総理からご指示を頂いた、民需主導の経済成長の

ための「改革工程表」は３月頃を目途にとりまとめる。 

以上のように考えている。御意見をお願いしたい。 

（麻生議員） 郵政民営化は、中間報告のとりまとめの内容が余りに具体的になり過ぎる

と事が円滑に進まなくなる懸念があるため、その点への配慮もお願いしたい。これま

で日本郵政公社の組合と話をしたが、おそらく最後は公務員の身分が最大の問題にな

ると思われる。 

（奥田議員） 「２．おもな政策課題」(４)社会保障制度改革の「社会保障の総合的な負

担と給付のあり方」についてだが、総合的と言ったり抜本的と言ったりなど、その都

度言葉がいろいろ踊っているため、きちんと一方にまとめておく必要があると思う。 

（竹中議員） 抜本的な改革を行うわけだが、ここでは、潜在的国民負担率等々を認識し

ながらトータルで負担と給付のあり方を検討する、ということを言っている。 

（奥田議員） 総合的な社会保障全体のあり方、ということで、総合的が正しいのですね。 

（吉川議員） 総合的で良い。総合的というのは、年金、医療、介護を含めて社会保障制

度を一体として考えるということ。 

（小泉議長） 年金だけではない、ということだ。 

（牛尾議員） 生活保護から失業保険までのセーフティ・ネットを含めて全部一本で見て、

総合的な負担がどの程度になるかを考えなければ、将来困ることになる。 

（麻生議員） 「構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定」では、2008 年の名目

成長率が 2.9％となっている。仮に見通しどおりとなった場合、年金の負担は 18.35％

にもならないだろう。また、これだけの経済成長の下で、金利が想定通り２％程度に

納まるだろうか。そういう事を考えれば、やはり総合的に見る必要がある。 

（小平政策統括官） 「構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定」では、2004 年

度から 2008 年度までの見込みを試算しているが、年金については、昨年末の決定事

項を来年度予算から入れ込んで計算することにより、５年分に限った試算を行ってい

る。 

（竹中議員） 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。そうでなければ、国債残高が発散してしまう可能性があることにな

る。 
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（奥田議員） 地方を回った際に「三位一体と言うが、四位一体だ。四位一体の４番目は

人材だ。幾ら財源を移譲してもらっても、やはり地方には人がいない。」という意見

をよく聞く。「人が増えなければ、結果的に、また中央へお知恵拝借ということにな

ってしまう。やはり財源も移譲してもらいたいし、人ももらいたい。」という話が地

方で出ている。 

（竹中議員） 経済財政諮問会議の今後のテーマについては、また逐次ご相談をさせて頂

きながら詰めていく。 

 

○地域再生構想について 

（竹中議員） 地域経済の状況だが、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いる。内閣府が実施している景気ウォッチャー調

査など各種データに拠れば、まだバラツキはあるものの、全地域で現状判断が改善し

てきているという動きがある。今後は、こうした動きを地域全体に浸透させていくう

えで、地域再生推進のためのプログラムが大変重要となる。 

まず、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はじ

めとした取り組み状況について、金子大臣から御説明頂き、そのうえで、地域再生に

向けた課題について、必要に応じ特区等への言及も含めて、御審議をお願いしたい。 

（金子臨時議員） 昨年末に地域再生本部を立ち上げ、12 月 19 日に基本方針を決定し、

地方自治体に提案募集を呼びかけた。１月 15 日まで僅か１ヶ月であったが、地方自

治体や民間事業者など全体で392の提案主体から、案件として673の構想が出てきた。

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

きたのが今回の特色の１つ。提案案件については、自然、伝統、観光、イベント、農

林水産、産業振興など、非常に広い分野にわたっている。 

例えば、北海道札幌市の「交流と創造の空間・活動づくり構想」。これは、札幌駅

前の既存のビルと歩道を地下で結びたい、というものだが、建築基準法上、地下で接

続する建物がすべて建て直しを求められるため、既存部分については接続できるよう

規制緩和してほしい、と。また、札幌市の市営交通機関を民間に委託すると、突然、

固定資産税等々がかかってくるようなことが生じてくるため、ＰＦＩで実施する場合

と地方自治体が実施する場合とのイコール･フッティングを図ってほしい、という提

案。 

２ページ目の釜石市。風力発電を積極的に進めるため、農地の使用条件を都道府県

の認可にしてほしい、という提案。 

３ページ目、栃木県の「経済新生構想」。これは、足利銀行の関係から地域経済を

より強化するため、中小企業から雇用、産業育成まで様々な対策を提案してきている。 

４ページ目の三浦市。「三崎のマグロ」ブランドを確立するため、三崎漁港の整備

計画実施責任を県から市に権限移譲してほしい、という提案。 

５ページ目の京都府。観光立国のため携帯電話をもっと多面的に使いたい、という

提案。京都駅に降りれば、外国人観光客も含めて、どこへ行きたい、どこどこの説明

が英語でも読める、為替は今幾らで、どこに行けば円に替えられる、というような携

帯電話サービスを実施するための調査費を付けてほしい、というもの。 

６ページ目。総理にも視察して頂いたが、松山市「『坂の上の雲』フィールドミュ

ージアム構想」のさらに具体的な内容を伴ったもの。 

以上のようなものが寄せられている。 

今後のスケジュールについて。規制緩和や権限移譲について、既に担当課長レベル

で折衝が始まっており、実現可能な支援措置を２月下旬に開催予定の地域再生本部に

 3



 

おいて決定する。決定後、今度は地方自治体から具体的な案件として提案して頂き、

６月に認定、スタートしていくことを考えている。なお、一括法か個別法かはこれか

ら詰めていくが、規制緩和や権限移譲に伴う法律を、今国会に提出させて頂く予定。 

アウトソーシングについては、高浜市のアウトソーシングのような提案は出てこな

かったが、先ほどの札幌市のＰＦＩの例であるとか、前橋市の「公立の保育所を民営

化した場合に、補助金の返還を不要とする」という提案のように、案件に伴ったアウ

トソーシングが含まれている提案が出された。 

構造改革特区については、第４次の提案募集を 11 月に行い、223 の提案主体から

338 件の特区構想が出てきた。各地区において、青年会議所と共催で、もみじキャラ

バンと銘打ち、かなり民間事業者にも説明をしてきた結果、今回は、民間事業者から

の提案が約３割増加した。 

今回提案されたものの中には、今まで提案されて実現されなかった「株式会社やＮ

ＰＯ法人が設置する学校への私学助成の適用」というようなものも出てきており、か

なり大きなテーマになる。また、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」や、新規案件では、「土地開発公社が先行取得をした用地につき、賃貸

しを容認する」というような提案が出てきている。 

第４次提案については、２月中を目途に推進本部で決定をしたいと考えているが、

関係省庁との調整がかなり難航するものも含まれているため、私自身、閣僚との折衝

を必要に応じてやらせて頂きたい。 

 (中川議員）  地域の単位で何かをやっていこうという時に、同じことをやったのではだ

めで、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や、刺激を与

えることが大事だろうと思う。 

    この前も申し上げたが、失敗例であっても他の地域ならうまくいったかもしれない

ので、失敗例や途中で挫折したものも含めて挙げていただきたい。また、2番煎じで

あってもいい場合もある。是非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、テレビとかマスコミなどで取り扱ってもらうと、ものすごい影響がある。

私のところで唯一 400 メートルのベンチがギネスブックに載っているし、また、神

奈川県三崎でとれるマグロで、トンカツ丼の代わりにマグロ丼を町の業界ぐるみでや

っているとＮＨＫの朝のニュースでやっていた。 

    また、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、世界的に

認知されていない。例えば、カレンブラウンの「ベット・アンド・ブレックファース

ト」という旅行民宿本に日本の紹介がない。情報発信が大事。いい案ができたら、是

非立ち上げ、発信まで含めてうまくやってあげないと、宝の持ち腐れになってしまう

と思う。 

    もう１点。今年総理の御熱意もあって、農産物を世界に輸出する。私のところでは

長イモを東南アジア、それからアメリカに輸出している。去年で約 90 億円のうち１

割の 10 億円ぐらいを海外に輸出しているが、10 億円以下にしないと、国内が暴騰し

てしまうので、海外は抑えている。そんな中、手間もかかるが、反収 120 万円である

ため、儲かるのでみんな頑張ってしまう。だが、この前、その組合長に「長イモは売

れているのだから第２の長イモを考えた方がいいよ」と言った。冷蔵、冷凍方法が進

んでいる時代だから、今考えているのが、ヨーグルト、フレッシュミルクだそうだ。 

これからは、農産物をいかに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、どんどん前に出ていく時代になってきた。その辺も含めて

逆転の発想でいいものを作っていこうとしている。元気な地域も大いに宣伝していた

だくと同時に、元気じゃない地域も元気づけるように、発信力というものをセットに
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して是非やっていただきたいと思う。 

(金子臨時議員）  総理が行かれるのは勿論だけれども、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くる。ＰＲしたい。 

(中川議員）  ただ、反収 120 万円というと農家はみんなびっくりするけれども、これは

専業じゃないとできない。兼業とかサラリーマン農家ではできない。プロじゃないと

できない。 

(金子臨時議員）  それから、さっきの建設業の転業については、力があるからできる。

北海道、東北は力があるからかなり進んでいるが、それ以外の力のないところはどう

したらいいのかという状況。それを更にどういう方向に出してやるか、そういう意味

では、成功例を出していった方がいい。 

(中川議員）  啓蒙も必要である。 

(金子臨時議員）  それもやる。まず、成功例から出していった方がいいと思う。 

(中川議員）  両方だと思う。 

(牛尾議員）  １週間ぐらい前に沖縄が観光客 500 万人達成のパーティーがあった。沖縄

万博をやった時は、やっと 180 万人になって、そこから何とか 250 万人ぐらいにした

いという時に、私は目標 500 万人にしようと言った。そうしたらみんなから笑われた

が、とうとう去年 500 万人を達成した。 

    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、競争相手はハワイだというぐらいのつもりでやるべきだと

言った。稲嶺知事になってから本格的に観光政策をやり出して、400 万人ぐらいに乗

って、５年間ぐらい経って、500 万人になった。それで、泡盛もものすごく売れた。

それから、いろんな沖縄の音楽が出てきたし、首里城やサミットも効いた。最後のと

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。人口は、本土復

帰時は 90 万人が 80 万人になるだろうと言っていたら、今、135 万人もいる。沖縄は

20 年やってここまで来たのだから、今、中川議員がおっしゃったように、観光は継

続していかないとだめである。 

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。この間行ったら、デューティーフリーショップがあ

った。 

    観光に関しては、去年の１月にこの会議でも発言して、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回開催され、その後しぼんでしまっている。観光は

国土交通省の観光部に戻ってしまったという感じであるが、私は観光というのは非常

に地域活性にプラスであるから、特に大都市で成功した所得と年金の消費地区が観光

地になる。 

    総理からは、海外からの観光客を 1,000 万人にしようという提案があるけれども、

海外の人が来ることは国内の人も海外へ行くということである。都会の人が地方に行

く、地方の人が都会に来る、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

なファッションが交流される。私は再度、観光に関しては地域活性化と連動して、資

料を見てもプロジェクトの中の約 16％が観光となっているし、農村関係も半分ぐら

い観光になっていることから、20％から 25％ぐらいは観光関連になっているので、

これは是非官邸が中心になって、進めていかないとだめである。 

    また観光はイベントをくっつければもっとすごいのだから、やるべきことはまだま

だある。それは、観光は絡むところが多いから、常に集中的に金や太鼓を四六時中た

たいてないとだめで、特に地方対策が非常に大事だから、是非これを機会にもう一回

気を取り直して、ナショナルプロジェクトにしていただきたいと思う。 
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（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き、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が、会場の方

の目は生き生きしていた。このようなパブリシティーをどう高めていくかが非常に重

要だと思う。 

    私も岡崎市に行ったが、特区や地域再生のことが余り知られていない。先程ご紹介

頂いたように、今回、自治体から 299 件、民間から 93 件の提案があり、大変な成果

は上がっているが、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ある。パブリシティーを高める工夫を、行政を通じて行うだ

けでなく、一般的なチャンネルについても工夫していただきたい。 

    認知度が低いのは、国に提案をして、国がさばくという姿勢が非常に影響している

気がする。前回申し上げた通り地方の人々が主体的に参加し、一緒にこの国を活性化

していくというスタンスが必要であり、民間独自で提案する事例を増やすためにも一

段の工夫が必要である。 

    また、特区と地域再生の仕分けがわかりづらいと思う。今回の提案の中でも、特区

の案件と似ているものがあり、玉石混交ではないか。いい事例としては例えば静岡県

の提案の「政令県」は一定の規模、内容を持つものには、政令都市のような形で国の

権限を移譲すべきという考え方。栃木県では足利銀行の問題もあり地域活性化のため

に市町村が連合で規制改革に向けての提案がある。各都道府県の提案や成功例、採択

件数などをアピールして工夫してはどうか。 

    さらに、村おこし的な形でいいアイデアを出すことは必要であるが、官官規制があ

りやりたくてもやれない部分がある。法制的、制度的な改革を要するものにどのよう

に手を付けていくかが、地域再生にとって非常に重要なポイントであろう。 

    先ほど話のあったアウトソーシングについても、規制などを個別に直していくこと

は、ほとんど不可能であり、一括法で扱うことが非常に重要であろう。地方公務員法

の改正も検討しないと、アウトソーシングは進まない。やはり制度改革を意識的にや

っていくということをセットにしてお願いしたい。 

    考えるべき点はまだまだあるが、閣僚の方々に地方に出向いて頂き、政府は地域再

生に本腰を入れていることを６月までに集中的にアピールし、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う。 

（吉川議員）  各地域から様々なアイデアが出たので、予算措置が必要なものは調整費な

どで平成 16 年度予算を前倒しできるよう工夫していただき、平成 16 年度から応援す

べきものは応援できるようにした方がよい。 

（麻生議員）  観光に関しては文部科学省の持っているユースホステルや簡保の宿もある。

その窓口を一本化できないだろうか。 

（奥田議員）  外から日本に来てもらうためには、なぜあれだけの人間がイタリアに行き、

観光するのかを研究することも大事だと思う。 

（福田議員）  観光推進体制は、もう一度考え直して早急に結論を出したい。 

（麻生議員）  提案された地域再生構想一覧の福島県矢祭町の欄に「合併しない町村の自

立推進計画の認定」とある。町村合併に反対するのは構わないが、後で具合が悪くな

った時に何とかしてくれと持ち込まれるのは困る。今度納税が全部オンラインででき

ることになるが、長野県だけ公的個人認証サービスが提供されない。６月から全国一

斉に電子申告が始まり長野県だけはオンラインで手続きができないとなった時の、住

民からの声を待てばいいと私は思っているが、矢祭町の話も、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われるのは困る。 

（小泉議長）  四国の金毘羅歌舞伎は今からだって切符が取れないだろう。他方、石川県
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小松市に安宅関があるのは余り知られておらず、どうしてもっと宣伝しないのだろう

か。もっと自分で考えてみる必要があるだろう。 

（本間議員）  地域活性化に伴う問題として、地域の雇用確保がある。村長、町長からお

話を伺う機会があったが、自分で周辺のハローワークから求職情報を収集して、斡旋

するということまでやっている。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。 

    例えば、大阪府岸和田市の悲惨な児童虐待の例が報道されているが、厚生労働省と

文部科学省の連携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、地方公共団体との連携が非常に重要であるにもかかわらず、現

場ではうまく機能していないのではないか。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同時に、現場でも同様のプログラムを行うことを地

域活性化あるいは特区との関係の中で位置づけていくことをお願いしたい。 

（金子臨時議員）  それは主に市町村間か、それとも県を越えての話か。 

（本間議員）  同じ県の中でもそういう問題が起こりうると思う。 

（金子臨時議員）  いろいろな御意見、アドバイスをいただきありがとうございました。 

    一括法については３月 15 日までに法案を出さなければならないために、制度改正

まで持ち込めるのかどうか、交渉の状況を見てからにしたい。 

    いい案件の前倒しについては、あくまでも予算が先にありきではないため、少し遅

れるかもしれないが、本当に必要なものについては、可能であれば各閣僚にも政策群

の活用を含め御相談をしたい。 

（竹中議員）  本日の整理をさせていただきたい。まず、特区、地域再生、それぞれにつ

いて更に認知度を高める。地域再生はたくさん出ているが、自治体の１割ぐらいしか

出していない。これについては、金子大臣の方でご検討をお願いしたい。特区と地域

再生の仕分けがよくわからないという点にも御配慮いただき、各大臣がＰＲする工夫

も必要である。 

    次に地域再生に当たってソフトを強化するということだろう。話題をつくり、発信

型にすることが大変重要なポイントだと思う。同 時 に 継続的な問題意識を持ってい

くことが必要である。そのためにコンサルティング的なセミナーやコンファレンスを

開くなど、情報提供を行う仕組みなどを御検討いただきたい。 

    また観光が極めて重要である。これについては、官房長官の方で引き続き御検討を

いただくようお願いしたい。それと、早く成果を出す工夫をして欲しいという指摘が

民間議員から出された。平成 16 年度予算の調整費でできるものとか、一括法もその

一環かもしれない。金子大臣からお話しがあったように、様子を見て可能な範囲でや

っていくということだと思う。 

    最後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地域レベルでの雇用

創造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った。 

（金子臨時議員）  少し考えたい。確かにそうした問題があるのかもしれない。 

現在の仕組みをどうに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

もないが、もう少し考えたい。 

（小泉議長）  今日の議論を踏まえて、金子大臣、よろしくお願いいたします。 

（竹中議員）  本日はありがとうございました。 

(以 上) 

 


