
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

   

 

   

 

 

 

   

平成 16 年第４回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第４回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年２月 27 日(金) 18:02～19:09 

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 構造改革特区・地域再生担当大臣 

       竹村 真一 東北芸術工科大学教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）分権社会の実現② 

①構造改革特区・地域再生 

②経済情勢（地方の現状）など 

3．閉会 

（説明資料） 

○地域再生構想提案に対する取組について（金子臨時議員提出資料） 

○構造改革特区について（金子臨時議員提出資料） 

○地域経済の現状と課題 

（配付資料) 

○日本改革前線マップ 
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平成 16 年第４回 議事録 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年４回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

○分権社会の実現②－構造改革特区・地域再生－

（竹中議員） 本日は「分権社会の実現」の第２回目としまして、金子大臣をお招き

しまして構造改革特区・地域再生について御審議いただきます。 

また、内閣府から「地域経済の現状と課題」について御報告をしたいと思って

おります。なお、中川大臣は国会の関係で10分ほど遅れていらっしゃるというこ

とでございます。審議に入ります前に若干お時間をいただきまして、構造改革の

進捗状況に関する広報の話でありますけれども、本日竹村真一東北芸術工科大学

教授においでをいただいております。それでは、新しいホームページでできるだ

け皆さんにわかりやすくということで、デモンストレーションのものをつくって

いただいておりますので、先生よろしくお願いします。 

（竹村教授） 竹村でございます。私は政治経済の専門家ではございませんが、今回

の仕事を企画するなかで、これを機会にいろいろ勉強させていただきました。 

その結果、特区を始めとして非常に面白い芽が日本に出ているという実感を持

ちました。民からの自立的な動きが本当に日本を変えつつあるという実感を非常

に私は得たんですが、そういうことがなかなか国民に伝わっていない。それを何

とかいい形で、竹中大臣の言葉を使えば可視化する。見えるようにするというこ

とを今回やってみた次第です。 

そこで少しごらんいただきたいんですが、日本改革前線マップというふうに名

付けて、どんどんいろいろな花が咲いているというイメージですね。それで、こ

れは県ごとにどんな特区があるんだろうといろいろと見ていけます。例えばずっ

とズームインしていきますと、神奈川県とか東京都とか出てまいります。 

総理の出身地と伺っております横須賀辺りでどんな動きがあるのか見てみます

と、その地域のカードが飛び出してまいります。横須賀市は開国の町、外国人と

の関わりが非常に深いわけですね。そういうところで外国人が教育の現場に入っ

たり、あるいは市の職員になったりということが規制緩和を通じて可能になって

いるということがいろいろ見えてまいります。 

それから、同じように教育の現場で面白い動きとしては、群馬県太田市です。

教室に入ると、もうそこは外国というような環境がここでは既に生まれ始めてい

る。それで、実際にカードを開けますと「概要」、「詳細」、「ここがポイント」、

「事業内容」、それから「日記」といいまして、最新ニュースですね。つい最近

こんなことがありましたというようなライブ的な報告もいただけるようになって

おります。 
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平成 16 年第４回 議事録 

同じ教育で探してみますと、北海道などにも面白い活動を見つけることが出来

ます。 

少し中部に場所を移してみますと、こちらは岐阜県ですね。飛騨高山では違法

広告物、汚いのぼりとか、それが街の景観を破壊している。かといって、制度的

にそれをなかなか撤去できなかった。それを撤去できるように規制緩和をしてい

った結果、どんどんいいまちづくりが進んでいる。今までの約４倍の速度で違法

広告物が撤去されているといいますから、日本も随分変わりそうだなという感じ

がいたします。 

こういうふうにずっといろいろ我が県はどうだ、おらが町は何をやっているん

だということをズームインして見ていくのが、まずこの前線マップの魅力であり

まして、例えば京都府には、市民農園とか、農業関連の規制緩和でこういう面白

い活動が始まっているということが日記を通じてうかがえます。今こうやってお

らが県にズームインというアプローチでありましたが、今度は農業ならば農業、

教育ならば教育と分野別に見てみようということで、左側のカラフルなメニュー

を何か選んでいただきます。例えば「産学連携」というようなことで見てみます

と、その分野だけでもこれだけの特区があります。 

それで、例えば福岡県の飯塚アジアＩＴ特区、実際に「日記」を見ますと面白

いんですが、こちらでは外国人滞在に関する規制改革によって、インドネシア人

の情報技術者が今までは３年間しか滞在できなかったのが５年に滞在期間が延長

した。それにより世界の知を日本の活力として生かす道が開かれているというこ

とが閲覧できるわけです。 

さて、今まで地域別、そして分野別と見てみましたが、とにかく数が多いです。

既に二百六十幾つ、これから500、600となっていきます。とてもじゃないけれど

も、そんなにたくさん見られない。要するに、ポイントは何だろうかと。例えば

天気予報でも、各地の天気と言って東京都、群馬県、それぞれやる前にまず天気

概況、明日の日本の天気はどうなるんだということに関心がいきます。そういう

ことで、まずトップに「改革前線概況」といいまして、要するにポイントは何だ

ということで、全体として日本はどう変わっていくんだということがわかりやす

く示される。 

例えばここで“日本の学校が変わる”とか、“日本の食と農が変わる”といっ

たトピックスが掲げられています。日本の食と農が変わるというのは一体どう変

わるんだということでここを見てみますと、“緑のＩターンで心の所得を増やす”

とある。緑のＩターンというのは一体何だと思ったらこうやって開いていただき

ますと、和歌山県の例ですが、こういう形で緑のＩターン、心の所得を増やすよ

うな形で、どんどん都市の方々が新しい意味での農業の活動に参加いただけるよ

うな回路をつくっている。こういうものを見ていますと、非常に日本は変わりつ

つあるなという感じがするわけです。 

また、同じ“食と農が変わる”の所でこのカードを見てみますと、非常に面白

いんですが、なぜ日本でよいワインができなかったか。これは各々のトピックス
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にマウスを合わせるだけで、要するに何が面白いかということがわかるようにな

っておりますが、それを開いていただくと、今まで日本でワインがまずかったの

は気候風土のせいではない。ワインづくりというのはほとんど90％ブドウづくり

だ。にもかかわらず、規制の問題、農地法などの問題で、醸造企業が自分たちの

ワインに合わせて自由に自分たちの必要とするブドウを必要な量だけつくれなか

ったという規制があった。それで、その特区では土地を借りられるという形です

が、醸造業者が農地をある程度経営して自立的にそういうブドウづくりに取り組

めるようにした。これでようやく日本もおいしいワインが飲めるかなと。 

こういう例を御紹介しましたのは、私もいろいろ見ていて面白かったんですが、

こういうものがなかなか国民に伝わっていないんですね。お手元の資料の後半部

を見ていただければと思います。２番目に前線マップで期待される効果として、

「見えない障害の可視化」と書いています。まず自立的な改革が進む活力ある日

本の自己認識、自分たちの日本で民からこれだけ新しい動きが出ているというこ

とがビジュアルに一覧性を持って見えてくるというだけでなく、こちらに書きま

したような「日本の“見えない障害”」を可視化するという効果もあるのではな

いか？と、ちょっと極端な言い方をしておりますが、今のワインの話もそんなに

規制があってちゃんとしたワインがつくれなかったのかと、ほとんどの国民は知

らないわけです。 

逆にそういうことを知ることによって、構造改革で言われている「規制緩和」

とか「規制構造改革」がどういう意味を持っているのかということが初めて理解

される、あるいはそういうことに関して国民的な合意が初めて形成されていくだ

ろうということです。私がこのマップをつくりました動機は、成果を可視化する、

一覧化するというだけではなくて、こういう国民の中で構造改革に対する理解を

阻んでいるある種のギャップですね。そこを埋めるべく、こういう形で見えない

足かせが日本にあったんだということをちゃんと示していくということですね。 

もう時間がありません、「国際物流」のカードなどにもいろいろ出ているよう

に、これまで３日かかった港の通関が１日でとか、国際的にはグローバル・スタ

ンダードが常識になっていることが日本ではなかなか進まなかった。これは構造

改革に関心を持つ方にとっては今や常識かもしれませんが、多くの国民にとって

はこれから知る、何だそんなことだったのかというような部分もあるのではない

かと思います。 

そういう意味で、この日本改革前線マップというものをいろいろな形で見えな

い障害の可視化に使うことによって、構造改革をただ見えるものにするだけでは

なく、それを更に推進していくエンジン、あるいは少なくとも潤滑油として活用

いただけるのではないかと思っております。 

同時に、また３つ目のポイントとして、国民の目にさらされることによって健

全な地域間競争、つまりこういうような取り組みを意欲的にやっていない地域と

かは、逆に国民の目から見て淘汰されていく、あるいは隣の県はこんなに頑張っ

ているのにうちの知事は何をやっているんだというようなことで、健全な地域間
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競争が促進される、そういう触媒にもなるのではないかと思っております。 

大体以上が、私がこの「前線マップ」でお伝えしたいポイントでありまして、

一言で結論を申しますと、「可視化」、「ＩＴの活用」、「民間参加型」という

３つのキーワードと並んで、「構造改革の理念を体現する新たな情報発信媒体の

創出」というコンセプトであります。構造改革というのは本質的に民間の知恵を

編集していく作業だろう。民間から出ている自立的な芽を阻害している構造的な

要因を取り除いて、そういう芽が育っていく環境整備をすることが構造改革であ

る。主体は民間にありということだと思います。そうすると、この「前線マップ」

のあり方そのものが、政府からの一方的な広報サイトではなくて、むしろ民間か

ら立ち上がってくるこれだけ無数の声、そういうものをもっともっと可視化して

いこう、もっともっと励起していこうという姿勢を表現するものでなくてはなら

ない。それがすなわち新しい政府の在り方を同時に示すことにもなるのではない

かと思うんです。 

政府の広報サイトと言うと、どうしても若い人たちは拒否反応を示します。で

も、そうではなくてこういう形で、周辺から、地域から、自立した個から、いろ

いろな新しい動きが起こってきている。ちょっと面白い日本になりそうだぞと、

こういうことを可視化する土俵だけを政府が提供する。これが何よりも新しい形

での国民とのコミュニケーションのスタイルになるのではないかと私は思ってお

ります。 

そういう理念を体現したものとして、単にＩＴを使っているだけではない、単

にインターネットを使っているだけではない、構造改革の理念を表現した新しい

媒体として、この前線マップを是非御活用いただければと思っております。あり

がとうございました。 

（竹中議員） 竹村先生、どうもありがとうございました。 

ちなみに、この内閣府のホームページは今日の時点で利用可能でありますので、

御自宅でもできます。ここにアドレスが出ておりますので活用していただきたい

と思います。特にコメントとかございますでしょうか。 

（小泉議長） これは一般の国民にもすぐわかるんでしょう。 

（竹中議員） すぐわかります。 

（牛尾議員） 今の趣旨どおり、急スピードで拡大したんですね。 

（竹中議員） そういうことです。ちなみに、可視化という言葉は先生から御示唆い

ただいたことが見えるようにするということですけれども、先生の御著書により

ますと、お台場に直径１メートルの地球儀があります。地球と月の距離というの

はわからないでしょう。でも、１メートルの地球儀があって、そこから28メート

ル離れたところにあるバスケットボールが月ですというふうに言われたらわかる

でしょう。お台場に１メートルの地球儀があって、ディズニーランドあたりにあ

るガスタンクが太陽だと言われればわかるでしょう。これが可視化ですと先生は

おっしゃっているわけですが、そういうことをヒントに今回このようなものをつ

くっていただきました。是非御利用いただきたいと思います。 
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（金子臨時議員） これから出てくる案件については、市町村が自分で入れていくと

いうふうに聞いているのですが、そうですね。 

（竹村教授） こちらでＩＤだけ振りまして、あとはどんどん入れていただきます。 

（金子臨時議員） 自ら入れてもらうということですね。 

（竹村教授） はい。これまでもそうです。全員自発的に入れていただいています。 

（牛尾議員） この形でどんどん広報が続くわけで、増えていくわけですね。 

（竹中議員） まさにリナックス型というとちょっとオーバーなんですか、民間参加

型でどんどんやっていただきたいという趣旨でございます。 

いずれにしましても、今日先生から御示唆いただいた可視化、ＩＴの活用、民

間の参加、そうした点については内閣全体の広報に関連するものでありますし、

新年度、16年度の広報全体の精神的な基盤になるものだと思いますので、官房長

官ともよく御相談させていただいて結論を出していたいと思っております。よろ

しゅうございますか。 

では、先生どうもありがとうございました。 

（竹村教授退室） 

（竹中議員） それでは、地域についてのよいイントロダクションをいただきました

ところで、金子大臣から構造改革特区・地域再生の取り組みについて御報告をい

ただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

（金子臨時議員） 地域再生本部を、今日、午前中に開かせていただきましたので、

御報告を申し上げます。 

これまでも673件、案件数、構想数で1,500件強、地方から出てまいったと申し

上げてまいりましたが、約半分、780件ほどはいろいろな規制、権限委譲を伴わず

ともできる。具体的に案件も出てまいるようであります。 

それから、プログラムに残りました案件として約140件、法案では９法案が出て

まいります。こういう前線マップをつくっていただいて、これから私たちはどん

どんこれを載せさせていただきたいと思うのですが、参考資料としてどんなイメ

ージかというものをお付けしました。この絵で説明するなどというのは、今のビ

ジュアルを見ますと少しはばかられるのでありますけれども、具体的な中身とし

てのイメージであります。これはまだ前線マップに載っておりませんので申し上

げますが、廃校校舎等公共施設の転用、これは茨城県のおやきだそうであります。 

２ページ目がイベント開催時の道路や河川の占有等の弾力化。左側が、岐阜県

のどうさん祭り、右側が北海道の天塩川でございます。 

それからアウトソーシングでございますけれども、出てまいりましたのは、例

えば、河川とか道路、道路についてはでこぼこがあるといったようなときに、こ

れまではそのでこぼこだけ修理してきた。それを、でこぼことか雪とかというも

のを一括して、項目ごとでなく、区分ごとでなく、一括管理を民間に委託できる

とか、道路と公営住宅を一括して受託を受けて、例えば水道工事を請け負うよう

な場合に両方一緒にできるといったようなアウトソーシングも出てまいりました。

あとは、その次のページの「構想のイメージその１」で、伊勢市おはらい町で
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すとか、標識の統一。 

それから、次のページは「構想のイメージその２」で、道路を使って開設した

オープンカフェ、山口県の宇部市の例です。コミュニティバス、コミュニティタ

クシーというのも出てまいるようであります。路線タクシー、写真は渋谷のハチ

公のバスだそうでございます。 

次のページは「構想のイメージその３」で、これは、バイオマスですとか都市

交流という部分であります。鳥獣保護でとりあえず現在進みましたのはカワウが

非常に増えているものですからここまできましたけれども、イノシシ、サルまで

は、まだ議論の途中であります。 

それから、もう一つ農林関係から出てまいりましたのは、廃校校舎等の施設の

転用、これは補助金返還を求めないと出てまいりましたけれども、農業施設等で

も、不要になったもの、例えばライスセンターというものについても転用を認め

る。要した費用の返還を求めないということも出てまいりました。 

最後のページが、総理の地元の三浦岬であります。余りいい写真がなかったよ

うでありますので、そのうちにいいものを取りそろえておきます。 

今回、地域再生で、本当にお陰様でありますけれども、当初心配しておりまし

たが、各省庁が最後の３週間ほどで相当に門戸を開けてくれました。いろいろな

ものが出てまいりました。厚生労働省も、市町村に実質ハローワークを置く。市

町村の職員が実質ハローワークとネットワークを結んで職業紹介できるというと

ころまできていただけましたし、そういったもので大変協力をいただいたと思っ

ております。 

ただ、先ほど申し上げましたように、1,500件強構想がありながら約半分、これ

はもう現行の法律でできるということが分かったわけでありますが、逆に言いま

すと、やはり地方と国との情報がお互いに行き交っていない。この部分というも

のが一番大きな点であろう。やはり地域の人材を育てる、そのために国がいろい

ろ考えることをする。このページでは、地域再生伝道師などという名前も付けて

おりますし、プラットホームというような名前も出ておりますけれども、こうい

う地方の人材を育てるという努力を更にしてまいりたい。建設業の新分野につい

て、必ずしも旗印が立ったとは言いにくい部分がまだあります。厚生労働省は、

建設業の転業について、額は少ないが、それなりの予算も組んでいる。しかし、

一方で、国土交通省は国土交通省で研修費等、相当事業をやっている。各省でや

りながら、政府としては連携が今までなかった部分は否めません。仕組みを早速

に彼らはつくってくれまして、それぞれの地区から、業者から、例えば旅館を転

業して福祉施設にしたいんだけれども、どこに相談に行けばいいだろうかといっ

たような相談をしたい、アドバイザーを欲しいというような要望が出てまいりま

した。これは、仕事場は国交省になるかと思いますけれども、厚生労働省、文部

科学省、農林水産省、いろいろな役所が共通の基盤に乗っていただけるという仕

組みだけは非常に早く出てまいりましたもので、今後、この点は期待をしてまい

りたいと思っております。 
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最後に、この点につきまして、今回、規制緩和、権限委譲、アウトソーシング、

それから補助金の統合、要件緩和というものがございましたけれども、補助金の

要件緩和、統合については、予算を今、提出している最中である。その積算根拠

が崩れるという問題もありまして、残念でありましたけれども、財務省とも相当

やりましたけれども、今回は見送られました。これは、次に向けて早急に取り組

みたい課題としておりますし、もう一つ、静岡県から出てきましたような政令県

構想といったようなもの、これはやはり大きなテーマであります。道州制と同じ

ような議論も出てまいる問題でありますので、これは地方制度調査会の場で議論

をさせていただきたい。地域再生チームの方では少し議論が不十分になりがちだ

と思います。とりあえず以上、地域再生について御報告を申し上げました。 

それから特区でありますが、これは簡単にさせていただきます。引き続き「構

造改革特区について」という資料でございますけれども、案件が出てまいってお

ります。３ページ目は市町村が自ら教職員を採用してもよろしいというもの。こ

れは文部科学大臣と折衝いたしましてＯＫをもらいましたし、ＮＰＯによってで

きる教育の対象を不登校児よりもっと幅広く認めよう、これも早急に検討しよう

という話を進めてまいっております。 

その他、既に御報告をさせていただいていると思いますので、割愛させていた

だきます。５ページ目は、今申し上げたような、先ほど御紹介がありましたよう

な、タウンミーティングからインターネット、パンフレット等、少しでも広く周

知させていきたいと思っております。 

それから最後でございますけれども、特区は認められたけれども実現できない、

あるいは実現されていない、何が理由なんだろうかという例があります。瑞浪市

の幼保一元化で、これを一元化しようと思ったら厚生省が保育所に使った補助金

を返せといったというような例がありまして、これは解決しておりますけれども、

こういった例がほかに全くないわけではない。さっきのワイナリーの話がありま

したけれども、せっかく株式会社がワイナリーでブドウ酒をつくろうと思っても

お金が足りない。資金をどうしたらいいんだ。株式会社ですからできれば借りて

いただきたいと思いますし、貸すところはいくらでもあるのでありますけれども、

ちょっとそこはまだどうするかといったような議論になっているようであります。

そういった問題は一つ一つフォローしていきたい。 

同時に、特区で、１年経ったら、１年後、半年の間に全国区として展開をさせ

ていきたいと、評価委員会をつくって進めさせていただいているところでありま

す。ちょっと長くなりましたが、以上であります。 

最後に、規制改革に関してこれまでの成果についてのパンフレットを配らせて

いただきました。これはビジュアルではないので恐縮でありますが、どんな規制

改革が行われたか。これは民間委員の皆様方のもう少し分かりやすいものをつく

れ、また生活に近いものもつくれという御意見もありまして、御意見を伺いなが

らつくり上げましたものを今日お配りをさせていただきました。以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 
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○分権社会の実現② －経済情勢（地方の現状）など－

（竹中議員） それでは、続いて内閣府から「地域経済の現状と課題」について御説

明をいたします。 

（谷内政策統括官） それでは、説明させていただきます。資料は一番後ろにありま

す「地域経済の現状と課題」という内閣府の横長の資料を使って御説明させてい

ただきます。 

まず１ページ目でございます。日本経済全体は、主に設備投資と輸出という２

つのエンジンに支えられて着実に回復しているという現状でございますが、地域

経済についてはやはりそれぞれの地域でかなり回復にばらつきがあります。この

１ページ目の左側のレーダーチャートのようなものでございますが、これは内閣

府で３か月に１度、各地域の景気動向について判断をしています。直近のものは

今日公表しております。それがここにございます。これはそれぞれ各地域の販売

統計とかさまざまな雇用統計、あるいは生産統計を見て、内閣府の方で総合的に

判断しているものです。ここにありますように、かなり回復のテンポにばらつき

がある。 

直近では一番回復が進んでいるのが東海地域です。東海ではやはり自動車産業

が集積している。あるいはＩＴ関連の工場がかなり集積しているということもあ

って、生産に加えて消費もかなり上向いてきているという状況であります。 

一方、一番回復が遅れていると判断されるのが北海道であります。北海道では

東海の場合とまさに反対になりますが、製造業の比率が全国平均と比べてもかな

り低い。特に製造業の中でも今、元気がいいＩＴ関係あるいは自動車といったも

のの比率が小さいということがあります。 

それからもう一つは、これまで公共投資の比率がかなり高かった。全国平均の

２倍ぐらいあるという状況の中で、全国で公共投資が減っているわけですけれど

も、その影響が北海道では大きく出ているというようなことがあるかと思います。

隣は景気の全体のうちの失業率の動向を見たものですけれども、失業率もかな

りばらつきがあります。失業率はそれぞれの地域の景気を反映するという面と、

それから景気とは必ずしも結び付かないような構造的なそれぞれの各地域の問題

ということもあってばらつきがある。例えば、沖縄では回復はかなり進んでいま

すけれども、沖縄は趨勢的に高いというようなこともあって、景気の要因と、そ

れから景気要因以外でばらつきがあります。ここにありますように、失業率が現

状では高目のところが北海道、近畿、九州、沖縄といったところが高目でありま

す。比較的低いのが東海、北陸、中国といったところであります。 

直近の失業率を１年前の失業率と比較したのが白い棒と黒い棒でありますが、

そこにありますように各地域で１年前と比べますと失業率は減少している。例外

は北海道でありまして、北海道では改善が進んでいないという状況になります。 

２ページ目以降は、地域の雇用の状況であります。地域の雇用全体を規定する

マクロ的な状況について、まず少し御説明をさせていただきます。現在、日本で
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は現役世代、技術的には生産年齢人口といいますが、15歳から64歳ということで

統計を取っていますが、この現役世代の人口が既に86年くらいから徐々に減少し

て、現状では毎年0.4％くらい減少していて、この傾向は今後も続いていくという

状況にあります。 

左側の上の表は、その生産年齢人口の推移と働いている人、就業者の動きを見

たものですけれども、全体の母数が増大しているときから減少していくというふ

うに移ってきていますので、就業者の方も増大しているときは就業者も増加し、

減少に転ずると減少に転ずるという関係が見られます。ただ、就業者の方は景気

の動向あるいは政策次第でその動きは変わるということであります。 

ただ、ここにありますように過去３年で見ますと生産年齢人口が着実に減って

いるわけですけれども、就業者もマイナスになっているということでありますが、

直近の動きを見ますとすぐ下にありますが、景気回復を受けて雇用者、就業者と

もに少し改善が見られて変化の兆しが見られるという状況にあります。 

この生産年齢人口、あるいは現役世代人口が減っていくということの意味合い

でございますが、１つは従来のような80年代あるいはそれ以前と比べますと、や

はり雇用の伸びは低くならざるを得ないということでありますが、２番目はだか

らといってそのままというわけにはいかない。やはり経済の活性化を図っていく

ためには、より多くの人が働かないといけないということであります。 

この下に概念図が書いてありますので少しこれを説明させていただきますと、

先ほどは生産年齢人口で15歳から64歳までですが、ここでは15歳以上のすべての

人口が、就業という観点からは３つのグループに区分されます。１つは働いてい

る方、つまり就業者、もう一つのグループは働きたいけれども、今は仕事をして

いないという失業者、もう一つのグループは働くつもりはないので働いていない、

非労働力人口と呼ばれるものですが、この中には専業主婦の方とか、学生とか、

あるいは職探しをあきらめておられる方、多々いろいろな方がいらっしゃいます。

この現役人口が減っていく中で就業者を伸ばしていくためには、１つは図の真

ん中にいる失業者を減らしていくということ、雇用政策はしばしば失業に焦点が

いきますが、少し長期的に考えますと失業者を減らして就業者を増やすだけでは

なくて、ここにある非労働力人口、図の右側の人たちを就業者の方、左側に持っ

ていくということが非常に大きな課題になっている。特に女性と高齢者、今、若

者の失業者は非常に高いんですが、非労働力人口、つまり働く意欲を持っていな

い若者も非常に増えている。そういう人たちを左側に持っていく努力が必要だと

いうことであります。 

３ページですが、先ほどの左側の２つのグループ、就業者と失業者を合わせた、

仕事をしているか、あるいは仕事をするつもりがある方々の人口比率、これは労

働力率といいますが、この比率を高めたいということです。現状でどうなってい

るかを各地域ごとに見てみますと、失業率が低い地域ほど労働力率が高い。少し

技術的でございますが、この意味するところは失業率が低いところは失業者が少

ない。それだけではなくて先ほどの右側のグループ、今、仕事をしていない人た
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ちが就業者に移っているという関係があります。この関係からしますと、雇用を

創出していけば失業は減るだけではなくて、より多くの人が就業するようになる

という関係が見てとれるのではないかと思います。 

次の右側のグラフは性別に見たものですけれども、直近の動きを見ますと、雇

用が増えている地域では女性の雇用は増えている。あるいは、逆に言えば女性の

雇用が増えているところは全体の雇用が増えているという関係が見られます。 

４ページ目はどんな分野で最近は伸びているのかということですが、ここにあ

りますようにすべての地域で製造業の雇用は減少している。これはやはり製造業

の生産性が高い、それから海外立地が進んでいるということで減っています。こ

れはアメリカで起こっていることと同じであります。それから、建設業の労働が

減っているということであります。増えているところは、すべての地域で第３次

産業ということであります。 

右側の第３次産業はすべてのサービス業を含みますけれども、狭い意味でのサ

ービス産業で見てみますと、これまでは高齢者の福祉関係、医療関係というとこ

ろが大きく伸びて、ここにポテンシャルがあるということを示していると思いま

す。 

次は、観光のトピックでございます。地域経済活性化の一つの大きな柱は観光

でございますが、観光の状況について見てみます。まず外国人観光客がどういう

国からきているかを見たものです。直近の02年度でありますが、ここにあります

ように韓国、台湾といったところは非常に多いということです。中国はベースは

まだ低くて１年に10万人程度でございますけれども、１年の伸び率が40％を超え

ているという状況で今、外国人の観光客の大きいところはアジアからの観光客だ

ということになっています。 

下の表は、国内の日本人の国内旅行に対するニーズを見たものですが、社会経

済生産性本部の直近でのアンケート調査によりますと、一番余暇でやりたいのは

国内旅行というアンケート結果になっています。４人に３人が国内旅行をやって

みたい、あるいはやり続けたいと言っているということで、潜在需要は大きいと

いうことであります。 

隣は、観光の直近での動きを見たものです。外国人が日本に来るのも最近では

かなり回復して前年比で10％を超える伸びになっている。日本人の国内旅行もプ

ラス領域に出てきて、少しずつよい兆しが出てきている。これを中長期的な増加

につなげることが重要だと考えます。 

６ページ目は少し個別の情報を内閣府の方で各地からヒアリングを今回行いま

して、そのうちの主だったものを紹介してございます。２、３御紹介させていた

だきますと、最初の河口湖についてですが、今の町長さんは観光カリスマ百選の

お１人でございますが、観光に大変力を入れて日本人の観光、それから外国人の

観光に力を入れています。特にいろいろな努力をされていますけれども、旧正月

で中国人観光客がたくさん来るということで、通常は花火大会は夏に全国で行わ

れますが、冬に行って大変盛況になっているというようなことも聞いております。
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それから、左側の一番下は青森－ソウル便、あるいは米子－ソウル便、米子の場

合ですとソウルからの来客が１年間で倍増しているということであります。特に

米子の場合にはゴルフ客がたくさん来ている。韓国はゴルフブームなのです。だ

けれども、韓国のゴルフ場は非常に高いということで、中国や九州へ温泉とセッ

トで来る方が非常に増えているという状況でございます。 

最後が右側の一番下、これはアジアではございませんが、オーストラリア人の

観光客が増えているという例でございます。北海道の倶知安というところではオ

ーストラリアからスキー客が急増している。今年度、１年で５倍ぐらい増えてい

るというような状況で、オーストラリアの場合には冬と夏が反対なので向こうの

夏にスキーができるということで、この倶知安に大変多くの方がオーストラリア

から来られ、またそれへの対応を非常に強化しているという状況であります。以

上でございます。 

（竹中議員） それでは、どうぞ御議論をいただきたいと思います。民間議員から何

かございますか。 

（牛尾議員） 金子大臣の短期間にプログラムをこれだけまとめられた御努力には大

変敬意を表しますが、まだ出発点で、やはり我々も提案しました行政サービスの

民間開放とか民間主導、地域主導の民間中心の雇用政策とか、地域の民間の基幹

産業の再生とか、観光を始めとした新規産業の創出等を中心にこの勢いでますま

す進まれることをお願いしたい。 

特に、やや民間企業が中心になっている地域再生が少し弱いような気がします。

やはり観光でも、あるいは環境の問題でも、文化でも、民間参加型のものが一番

伸びが早いという実績が出ていますし、今日の竹村さんのお話でも民間参加型と

いうのは結局サステーナブルになるので地域で民間が本気に取り組むように地元

の商工会議所や商工会や青年会議所、または大企業の支店などを巻き込んで民間

の活力をここでも使うということが非常に大事だろうと思います。 

今日は特に竹村さんが強調された、見えない障害の可視化というのがこのプロ

ジェクトで非常に大事な要因だと思うが、見えないものが見えるといろいろなも

のが表に出てくる。これは日を当てるということで一気に解決するんですね。そ

れはやはり国民の目にさらして健全な地域環境等に持ち込むということは全く賛

成なので、大変短期間であるし、または人手も少ないことは承知の上で、更に頑

張ってほしいということを申し上げたいと思います。 

（竹中議員） 金子大臣からは後でまとめていただくとしまして、奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 金子大臣の御努力に対しては敬意を表したいんですが、特区提案のう

ちで実際に全国で現在実施している規制改革の数が減少しつつあるというんです。

それはひとつ問題であると思いますので、こういった提案の意欲をそがないよう

に３つくらい対応があると思います。 

１つ目は、改革提案のうち実現されないものについては、なぜこれがだめなの

かという詳しい説明を各省に求めて、その改革を実現していかなければならない

ということ。 
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２つ目は、もし特区で実施してみて弊害がなければ速やかに全国に広げる。こ

れは非常に重要なことであって、今回の基本方針の改定で所管省庁が弊害を立証

できない限り全国に広げると、こういうふうに決められたことは高く評価できる

と思います。 

３つ目は、やはり基本方針で特区における規制の特例措置の実施状況を調査し

て、関連する規制に問題があるために円滑な実施が妨げられている場合には、新

たな規制改革の実施を図ることが必要である。 

こういうことが盛り込まれましたが、こうしたことを認められた場合には是非

これを実行していただきたいとお願いしたいと思います。 

それから、可視化の問題です。今、産業界でもやはりこういう問題が起こって

おりまして、可視化ということを産業界では見える化と言っていまして、見える

化というのは今、産業界でずっとはやっている言葉らしいです。そういうことが

ありますので、御報告させていただきます。 

（竹中議員） では、本間議員どうぞ。 

（本間議員） ３つの点をお願いいたしたいと思います。大臣が先頭になって一生懸

命やっていただいているというのはわかるのですが、１つはまだ情報が周知徹底

されていない。したがって、次回の要望の募集を私は６月という具合に伺ってお

りますけれども、少し前倒しぎみにやっていただいて、その時国民にムーブメン

トを起こすような仕掛け、仕組み、これをきちんとやっていく必要性がありはし

ないか。できれば地域再生コンペのようなものも入れてやっていくことが必要で

はないかという気がします。 

第２番目はそれとも関係するわけですけれども、事前・事後に地域と相互調整

をきちんと詰めていく。来た要望を受動的に裁くというスタンスだけではなくて、

「実施可能」というものは本当にそれができるのか、できないというものは、な

ぜそれができないのかよくフォローする必要がある。782件実施可能ですといって

放置してしまってはいけないわけで、法令上できると言っても、これを具体的に

進めていこうとするとしてもなかなか進まないというのが現実であります。その

辺のところについてフォローアップの仕掛けをつくって要望の具体化を助けると

いうことに、国もやはり積極的にコミットする必要性があるのではないかという

気がいたします。 

３番目でありますけれども、受けた要望を整理しながら、それを総体として国

が方向性をもう一度明らかにする必要があるのではないか。つまり、枠組みづく

りとして、再生の方向性、あるいは目標設定というような形で骨太の仕掛けにし

ていく必要性があるのではないかという気がいたします。これは実現手段であり

ますとか、そういうものを整理すればよくわかってくるはずでありますので、是

非ボトムアップのアプローチに加えて、トップダウン的な国の施策も行う、この

ような双方向性が重要ではないかという気がいたしていますので、是非よろしく

お願いいたします。 

それとの関係で、これはより具体的な問題でありますけれども、最後にアウト
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ソーシングの問題について、申し上げたい。これは地域活性化と地方行革との関

係で極めて重要な問題でございますので、これについて数値目標等を設定しなが

ら、両方の取組が協力しながら実を上げていくような、そういうまさに見える化

をしていく。どのような形で成果が上がっているかというようなことが外に見え

る形にしていくこともお願いしたいと思います。以上でございます。 

（竹中議員） ほかにございますか。 

では、奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 牛尾さんから今お話がございましたが、地方で見ていますと商工会議

所とかＪＣとか大企業の工場とか事務所などが非常に大きな影響力を持っている

んですが、こういうものがどうもうまく地域の再生に巻き込まれていないなとい

う感じがするものですから、今後そういうものを皆、一緒に巻き込んで地域再生

とか、そういうものを図っていくべきだと思っています。何か地方のそういう人

達はばらばらみたいな感じがして、事実こういう人達が相当な力を持って動かし

ているわけですから、そういう点で是非お願いしたいと思います。 

（小泉議長） さっきの話で、韓国から日本へゴルフ旅行に来る。日本の方がゴルフ

が安いというのは本当なんですか。かつて韓国はゴルフが安いので、日本人が韓

国に行ったという話をたくさん聞いたけれども、今は逆に日本のゴルフの方が安

くて韓国から旅行で来ると。 

（谷内政策統括官） 特に韓国に近い中国とか九州では割安だということで。 

（小泉議長） 日本のゴルフはそんなに安くなったんですか。 

（麻生議員） 安くなっているところは倒産したゴルフ場です。倒産したゴルフ場は、

倒産をしてしまった後の再生が銀行管理になった場合、置いておいてもしようが

ないから格安で開放しているんです。これに日本の旅行業者と韓国と結び付いて

いるという例が一番多く、かつ安い。普通にやっているゴルフ場ははなはだ迷惑

していますけれども、現実問題としてはそういうところは確実に安いです。 

（小泉議長） 温泉とセットでやっているわけですか。 

（谷内政策統括官） はい。あとは、韓国の場合はなかなか予約の取れないくらいブ

ームになっているというふうに聞いています。 

（小泉議長） 北海道の倶知安にオーストラリアからスキーで来るというのも、日本

人はかつてオーストラリアに行っていましたよね。 

（牛尾議員） 行っていました。夏と冬は向こうと逆ですし、かつて調べてもらった

らオーストラリアから倶知安には、国内線で成田や関空経由で入っているのが実

情だった。もし、直行便やチャーター便が入れば、今後観光が促進される。そう

いうことを考えるのが行政の一つの在り方なんです。 

（小泉議長） この宣伝とかは倶知安自身がやっているんですか。 

（谷内政策統括官） いろいろヒアリングしますと、これはもともとはたまたまだと

思うんですが、オーストラリア人の方がこの地域が気に入って住み始めた。その

人が旅行代理店のようなことを始めたらだんだん広がって、町自身が取り組み始

めてオーストラリア人にかなり有名になってきてここに来るというようなことに
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なっているんだそうです。 

（小泉議長） ５倍ですか。 

（谷内政策統括官） これもどうも小さいところなので正確な数字はないようで、い

ろいろな方にヒアリングすると、今年は10倍だとかという方もいますが、ここで

は、このごろは町役場の方の数字を取っています。いずれにせよかなりの倍数で

来られているということです。 

（牛尾議員） 日本のサービスの質とレベルが高いということに対しても自信を持っ

ていいと思うんです。 

（小泉議長） 対象を絞るということが大事なんでしょうかね。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。では、金子大臣どうぞ。 

（金子臨時議員） ありがとうございました。 

民間企業の件なのですけれども、これはやはりチームとしまして、商工会議所、

キャラバン、出前など、いろいろやっておりますし、更にやります。ただ、一つ

今回出てきたなと思いましたのは、技術未実現の特許というものが６割もあるの

でしょう。利用されていない特許です。牛尾議員のところにも随分あるんじゃな

いですか。大企業ほど未実現があるのだそうです。それを特許庁は考えろと言い

ましたら、考えましょうと。要するに、よそに出す。ただ、枠組みがまだできて

いないんですね。もしそれを中小企業が使ったらいくらリターンをもらうか。発

光ダイオードのようにならないように、この枠組みはまだできていないんですけ

れども、いずれにしてもそういうものを紹介等にも出そうではないか。 

それから、本間先生からお話がありました地方との相互調整ですが、私の意識

はそこなのです。半分がもうできるというのが今回手を挙げてみて分かって、地

方と国というのはそれくらい距離があった。そこで、仕掛けと、さっき御指摘が

ありましたが、各中央官庁同士の局長レベルの会と地方支分部局、地方建設局と

か、ここに文部科学省も農林水産省も各支局ごとに全部プラットホームを１か所

につくる。それで、県と商工会議所等にも呼び掛けるという仕組みを今回、お陰

様でつくらせてもらえました。 

ただ、奥田議員がおっしゃられましたように、地方の商工会議所は本当に入っ

ているのか。今回は、総務省は、コミュニティファンドを麻生大臣が出してくれ

ました。経済産業省が「頑張れ！中小企業ファンド」を出してくれました。既に

地方に中小企業再生支援協議会というのはありますね。うまくいっているのかど

うかちょっと実態調査をさせましたら、北海道はうまくいっているのです。大分

県もそれなりにうまくいっているのです。ほかのところは必ずしもうまくいって

いないのですね。何でうまくいっていないか。地銀と商工会とか、それが余り連

携されていない。そこは念頭にあって、更にうまく機能していくようにさせてい

ただきたい。ちょっと長くなりますが、非常に今回は短時間だったものですから、

第一歩を踏み出したにすぎないと思っておりまして、次のステップはもう秋にも

臨時国会があるというつもりで取り組んでいきたいと思います。 

最後に、本間先生と一度議論をしたい。アウトソーシングの目標設定という話

 15




 

 

   

   

   

   

   

平成 16 年第４回 議事録 

で私の整理は、例えば戸籍とかパスポート、住民票、これはアウトソーシングと

おっしゃるんだけれども、特定局はやりたがっているのですね。これはいずれ議

論になります。ただ、守秘義務の問題がありますね。地方再生の議論なのかなと

思うのです。これはむしろ総合規制会議で議論させていただきたい。 

私のところは懐が広いものですから、同じように国民健康保険のアウトソーシ

ングというお話もありました。介護保険のアウトソーシングがありました。国民

健康保険は、保険の手数料徴収は民間に委託できるのです。どこまで民営化とお

っしゃっているのか、アウトソーシングとおっしゃっているのか、ちょっとよく

分からない。介護保険の認定も実はできるのです。あとは民営化といいますと、

全部国民健康保険制度そのものの民営化なのです。介護保険制度そのものの民営

化なのです。先生と私とは、その認識が何か違うのかもしれない。一度どこかで

お願いします。 

（本間議員） より実務的なレベルにおけるアウトソーシングの問題には、公権力の

行使でありますとか守秘義務の問題でありますとか、そういう問題があります。

非常にサービス化をしてアウトソーシングが可能な対象が広くなっている一方、

旧来の枠組みの中では、うまく開放できないような部分がございますので、その

辺を具体的な例を含めて検討して頂きたい。 

（金子臨時議員） 一度どこかでと思います。それで、私は基本的な考えとして、こ

ういう部分については総合規制改革会議の場で議論をしたいという整理を私自身

したいと思っておりますので、間違っていたら、是非教えてください。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは簡単に整理しますと、今日は可視化、見えない障壁を見えるようにす

ることによって改革を更に進めるようにしよう。それを見える化というふうに呼

ぼう。そのことを重視するというのが基本的なポイントだったと思います。 

地域再生等と特区等々に関しましては、まず今回の金子大臣の御努力を大変評

価し、その上で特に３つのポイントですね。アウトソーシング、基幹産業の活性

化、それと観光を含む新産業、それについてはやはりその結果が出るように是非

いろいろ仕組みを議論していきましょう。金子大臣からは総合規制改革会議で考

えたらどうかという話がありましたし、本間先生からは目標も念頭に入れたらど

うかという話もありましたので、これは引き続き是非また議論をさせていただき

ます。 

それと、各地方の参加意識をより広く高める必要がある。これについては次回

をどうするかということが大変重要なポイントになると思いますので、これも金

子大臣に引き続き是非とも御検討をいただくということではないかと思っており

ます。 

活性化に関連しまして、特にほかにございますでしょうか。 

（金子臨時議員） 昨日、党本部で、これは自民党で恐縮でありますけれども、調査

会が開かれまして、かなり熱心な討議になりまして、３つのポイント、地方財政

改革、三位一体も含む地場産業と地域金融、人材と雇用、この３点について週２
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回のペースでワーキングチームをつくりまして、５月に党として提言を出したい。

平沼調査会長、大島代理でかなり張り切ってくれて、本件もサポートしていただ

いております。それで、最後に申し上げたかったのは、先般、吉川委員から、予

算も必要なものはつけろ、前倒しても考えろという御指摘もいただきました。私

どもの方では、地域でちゃんと準備しないと、国が付けてくれるのを黙って待っ

ているというのは絶対だめだというのが基本スタンスです。しかし、必要な案件

であるならば考えていきたい。それを来年度に向けてどうするかということは、

吉川先生に、是非お知恵をお借りしたいと思います。 

（吉川議員） 先ほど金子大臣から規制改革のお話があった。規制改革と並んでもう

一つの競争政策の柱である独禁法について少し気になる動きがあるように私は思

っていますので、時間も押しているようですが、一言発言させていただきたい。 

最近、新聞等で要するに独禁法の改正がちゃんとできるんだろうかと疑問視す

るような報道がされています。手元に一つ持ってきているんですが、ある新聞の

独禁法改正に関する社説ですが、一部読み上げますと、「競争は弱い者いじめだ、

皆で仲よく分け前にありつこう。景気回復も手伝って、ぬるま湯に漬かっていた

い気分がこの国に満ち始めているのだ」。こういうことがもし本当だとすれば困

る。景気回復がいよいよ本格的になってきたわけですから、こういうときこそ構

造改革をきちんと進めていただきたい。 

独禁法改正は構造改革の非常に大きな柱であります。独禁法の改正をする上で

何が重要かというと、やはり抑止力を持った制度を設計するということ、これに

尽きると思います。この問題を整理すると、要は違法行為をしたときに得られる

利得、違法行為が見つからない確率、違法行為が見つかったときのペナルティ、

それから違法行為が見つかる確率という、この４つで違法行為をしたときの利得

の期待値が決まる。違法行為の期待利得が正であれば、企業は違法行為をやり続

けることになる。違法行為は止まりません。違法行為期待値がマイナスになるよ

うにしなければいけない。それにはどうするか。当然のことですけれども、ペナ

ルティを大きくする。つまり、課徴金を上げる。それから、現在法改正で検討さ

れているように自分から違法行為をした者が自己申告したときにはこれを軽減す

る。言わば、自首をしたときには罰を免ぜられる。わかりやすく言えばそういう

ことだと思いますが、これは摘発率を上げるということにつながると思います。 

こうしたことを通して、要するに違法行為をしたときの期待利得がマイナスに

なるようにする。そうすれば当然だれもやらなくなるわけです。これが現在の法

改正の精神だと思います。この他に、いわゆる不可欠の施設を持っているような

事業者が新規参入を阻害するような行為も競争を阻害する。私は公取が提案して

いる制度、法改正は全体として非常にフェアなものだと思います。こういう改正

を現在のような状況の下で政府として進めていただきたい。 

（本間議員） 一言だけよろしいですか。今、問題提起がありましたから、次回以降

でも一度竹島委員長をお呼びしてここで議論するような機会も与えていただけま

したらありがたいと思います。 
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（竹中議員） 今、公正取引委員会の方で法律等々についていろいろな御努力をして

いただいていると伺っております。その進捗を見ながら総理、官房長官とも御相

談をさせていただきまして、必要があれば竹島委員長においでいただくというこ

とを含めて、次回以降、是非考えさせていただきたいと思います。 

（奥田議員） 今、先生方から賛成といいますか、そういう意見が出ましたが、産業

界の実情を申しますとほとんどが猛反対ということでございますので、別にここ

で決めろとかという話ではなくて、やはり今、言われた竹島さんをお呼びしてお

話をお聞きするとか、そういうことはやっていただいた方がいいと思います。私

が黙ってここで帰ると産業界は賛成したということになりますので、それだけは

記録に残していただきたいと思います。 

（竹中議員） 今日は中身の話ではありませんで、問題意識は皆さん持っておられる

ということだと思っております。 

（中川議員） 一言だけ言いますけれども、自民党の中の議論も相当反対が強いよう

です。 

（竹中議員） それでは、総理から最後にどうぞ。 

（小泉議長） どういう点が賛成でどういう点が反対かということをよく議論した方

がいいですね。 

これからどんどん進めていい成果を出して、可視化というか、見える化という

のはわかりやすいですね。あの前線マップというのはわかりやすくていいですね。

これはこれからこうやるというだけではなくて今、既に各地域でいいところがあ

ると思うんです。全国に知られていない、あるいは外国に知られていないお祭り

とか、いい地域とか、いい町並みとか、今あるものもこういう前線マップでわか

りやすく全国民なり、あるいは対象を絞った外国なりにやるともっといいので、

現状も加えた方がいいんじゃないかと思います。 

（竹中議員） 経済の見える化を国民生活局を中心に内閣府全体としてやっています

ので、今の総理の御意見を是非反映させていただきたいと思います。 

時間が今日は少し長くなって申し訳ございませんでした。また次回よろしくお

願いいたします。今日はありがとうございました。 

（以 上） 
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