
 

平成 16 年第４回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

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

【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た。 

                 

○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回目として、構造改革特区・地域再生に

ついて御審議いただく。審議に入る前に、竹村真一東北芸術工科大学教授に構造改革
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の進捗状況を分かりやすくするため、ホームページのデモンストレーションを作成し

ていただいたので、紹介していただく。 

（竹村教授） 私は政治経済の専門家ではないが、今回の仕事をとおして、特区を始めと

した面白い芽が日本に出ているという実感を持った。民間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側面があるのに、なかなか国民に伝わっていない。それ

を見えるようにすることを今回は試みた。 

   具体的には「日本改革前線マップ」と名付け、県ごとにズームアップして、どんな

特区があるのかを見られるようになっている。たとえば総理の御出身地である横須賀

では、規制緩和を通じて外国人が教育の現場や市の職員として活動していることが分

かる。同様に教育の現場での面白い動きとしては、群馬県太田市や北海道などが挙げ

られる。詳しい活動内容や、最新のニュースも報告できるようになっている。 

   中部では飛騨高山での違法広告物の撤去に関する規制緩和の動きが面白い。農村交

流、市民農園といった活動も「日記」を通じて見ることができる。さらに県単位での

アプローチだけでなく、農業、教育といった分野別に見ることもできるようになって

いる。 

   「産学連携」の分野では、例えば飯塚アジア特区の「日記」を見ると、インドネシ

ア人情報技術者の滞在期間がやはり規制緩和で３年から５年に延長したことにより、

世界の知を日本の活力として生かす道が開かれていることが閲覧できる。 

   地域別、分野別と見てきたが、とにかく数が多い。既に 240 近くある。これから

500、600 となり、そんなにたくさんは見られない。要するに、ポイントは何であり、

全体として日本はどう変わっていくのか？どこが「構造改革」なのか？を示すため、

トップに「改革前線概況」がある。 

   例えばここで「日本の食と農が変わる！」とあるが、一体どう変わるのかを見てみ

ると、「緑のＩターンで『心の所得』を増やす」とある。緑のＩターンとは何かと開

くと、和歌山の事例で、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とが分かる。また、「なぜ日本で良いワインができなかっ

たか？」という所を開けば、醸造企業が自分たちのワインが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ことが分かる。構造改革特区で、醸造業

者が農地をある程度経営して自立的にブドウづくりに取り組めるようになったこと

で日本のワインづくりも変わるかもしれない。 

   こうした非常に面白い例があるが、なかなか国民には伝わらない。前線マップでは

日本で民間からこれだけ新しい動きが出ていることがビジュアルに、一覧性を持って

見えてくると同時に、先ほどのワインのような「日本の“見えない障害”の可視化」

も可能になる。 

   それにより構造改革で言われている「規制緩和」ということの意味や必要性が理解

され、国民的な合意が初めて形成されていくだろう。このマップでは、構造改革がこ

うした見えない足かせを取り除く作業であるということを示していく。 

   この「日本改革前線マップ」は、構造改革をただ見えるものにするだけでなく、そ

れを更に推進していくエンジン、潤滑油として活用いただけるのではないかと思って

いる。同時に、こうした地域発の自立的な試みが国民の目にさらされることによって

健全な地域間競争が促進されることにもなるのではないか。 

   以上が前線マップでお伝えしたいポイントであり、一言で言えば、「可視化」、「Ｉ

Ｔの活用」、「民間参加型」である。構造改革の本質とは民間の知恵を編集していく作

業だろう。民間から立ち上がってくるこれだけ無数の声を可視化することで、構造改

革の主体が民間であることや新しい政府の在り方を示すことになる。 
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   政府の広報サイトと言うと、若い人は拒否反応を示すが、そうではなくて周辺、地

域、自立した個から新しい動きが起こってきていることを可視化する土俵だけを政府

が提供すれば、新しい形での国民とのコミュニケーションのスタイルを創り出すこと

になると思う。単にＩＴを活用したというだけでなく、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う。 

（竹中議員） 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るので活用してい

ただきたい。 

（小泉議長） これは一般の国民にもすぐわかるだろう。 

（竹中議員） すぐわかるようになっている。 

（牛尾議員） 今の趣旨どおり、急スピードで拡大したということだろう。 

（竹中議員） そういうことである。可視化については、例えばお台場に１メートルの地

球儀があって、それとの対比で例えばディズニーランドあたりにあるガスタンクが太

陽だと言われれば分かりやすいという例で竹村教授は仰っている。そうしたことをヒ

ントに作成していただいた。 

（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聞い

ている。 

（竹村教授） こちらでＩＤだけ振り、あとはどんどん入れてもらう。今までもすべての

特区やＮＰＯから自立的に入れていただいている。 

（牛尾議員） この形でどんどん広報が続き、増えていくのだろう。 

（竹中議員） 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ある。 

今日先生から御示唆いただいた可視化、ＩＴの活用、民間の参加については内閣全

体の広報も関連し、16 年度の広報全体の精神的な基盤になるものだと思う。官房長

官ともよく相談させていただいて、結論を出していきたいと思っている。どうもあ

りがとうございました。」 

 

                （竹村教授退室） 

 

（竹中議員） 地域についてのよいイントロダクションをいただいたところで、金子臨時

議員から構造改革特区・地域再生の取組について御報告をいただきたい。 

（金子臨時議員） これまでも 673 件の構想数、それを支援措置数に換算すると 1,500 件

強が地方から出てきたと申し上げたが、その約半分の 782 件はいろいろな規制、権

限委譲を伴わずともできる具体的な案件も出てきている。 

   それから、「地域再生推進のためのプログラム」の案件として約 140 件、法案では

９法案が今通常国会提出・提案予定である。つくっていただいた先程の「日本改革

前線マップ」をこれからどんどん活用させていただきたいと思う。参考資料として

具体的な中身のイメージを添付してある。１ページ目が廃校校舎等公共施設の転用、

２ページ目がイベント開催時の、道路や河川の占有等弾力化。３ページ目のアウト

ソーシングについては、一括管理を民間に委託するといったような提案も出てきた。

例えば、道路と公営住宅を一括して委託し、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である。 

   次のページの「構想のイメージその１」では、伊勢市おはらい町の標識の統一など

の魅力ある観光のまちづくり、次ページの「その２」では、山口県宇部市のオープ

ンカフェ、コミュニティバス、コミュニティタクシーを導入する未来志向のまちづ

くり、「その３」及び「その４」では、バイオマス発電所の設置、都市住民との交流

といった農山村づくり、鳥獣保護自然と一体となった漁港づくりがある。それから、
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もう１つ農林関係から出てきたのは廃校施設の転換については補助金返還を求めな

いが、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

ても転換を認める、要した費用の返還を求めないということになっている。 

   最後のページが、総理の地元の三浦三崎である。 

   今回、地域再生で各省庁が最後の３週間ほどで相当に門戸を開けてくれたお陰で、

いろいろなものが出てきた。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もの

で、大変協力をいただいたと思っている。 

   ただ、先ほど申し上げたように、1,500 件強構想がありながら、約半分は現行の法

律でできるものであり、逆に言うと地方と国との情報がお互いに行き交っていない

部分が大きな点であるといえる。国がいろいろ考え、例えば地域再生伝道師の導入

など、地方の人材を育てるという努力をしていきたい。 

   建設業の新分野については、必ずしも旗印が立ったとは言いにくい部分がまだある。

それで、厚生労働省は建設業の転業についてそれなりの予算も組んでいる。一方で

国土交通省は国土交通省で研修費等、相当事業を実施している。各省でやりながら

政府としては、今まで連携がなかった部分は否めない。仕組みを早速に彼らはつく

ってくれて、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転

用したいけれども、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きた。これは仕事場は国土交通省に

なるかと思うけれど、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早くできてきたので、今後この点

は期待をしていきたいと思う。 

   最後に、補助金の要件緩和、統合については平成 17 年度予算に向けて早急に取り

組みたい課題としている。もう一つ、静岡県から出てきた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る。道州制と同じような議論が出てくる問

題でもあるので、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。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う。地域再生については以上であ

る。 

   それから特区について、「構造改革特区について」という資料で、３ページ目の市

町村の教育委員会が自ら教職員を採用することが可能になる特区について、これは

文部科学大臣のＯＫをもらったし、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ること、これも早急に検討しようと話を進めている。 

   その他、既に御報告をさせているものは割愛させていただき、５ページ目は、今申

し上げた、又は、先ほど御紹介があったようなことをタウンミーティングやインタ

ーネット、パンフレット等を活用し広く周知させていきたいと思う。 

   最後に、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事例

について、何が理由なのかということをまとめている。例えば、瑞浪市の幼保一元

化で、一元化しようとしたら厚生労働省が保育所に使った補助金を返せと、例があ

り、これは解決しているが、こういった例が全くないわけではない。そういった問

題は１つ１つフォローしていきたい。同時に、特区の全国区への展開などは、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る。 

   最後に、規制改革でこれまでの成果をまとめたパンフレットを配らせていただいた。

わかりやすく、生活に身近なものなど、御意見を伺いながらつくり上げたものであ

る。以上 
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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） 内閣府から「地域経済の現状と課題」について御説明をする。 

（谷内政策統括官） 資料の「地域経済の現状と課題」１ページ目について、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

という現状である。地域経済については、それぞれの地域で回復にばらつきがある。

左側のレーダーチャートで示されているが、これは内閣府で３カ月に１度、各地域

の景気動向について判断をしている。直近のものは今日公表した。これは各地域の

販売統計とか様々な雇用統計、あるいは生産統計を見て、内閣府の方で総合的に判

断しているものである。ご覧のように回復のテンポにばらつきがある。 

   一番回復が進んでいるのが東海地域である。東海では自動車産業が集積している。

あるいはＩＴ関連の工場が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る。 

   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る。北海道では東海地域

の場合と反対になるが、製造業の比率が全国平均と比べても低い。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

がある。それからもう１つは、全国平均の約２倍という公共投資の比率が高かった。

全国で公共投資が減っている中で、その影響が北海道では大きく出ているというこ

とである。 

   同ページの右側は各地域の失業率の動向である。失業率もばらつきがある。失業率

は各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構

造的な各地域の問題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

でいるけれども、沖縄は趨勢的に高いこともあって、景気の要因と、それから景気

要因以外でばらつきがある。ここにあるように、失業率が現状では高いところが北

海道、近畿、九州、沖縄、比較的低いのが東海、北陸、中国といったところである。

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る。各地域で１

年前と比べると失業率は減少している。例外は北海道で、北海道では改善が進んで

いないという状況になる。 

   ２ページ目以降は、地域雇用の状況である。地域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くと、現在、日本では現役世代の人口

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％くらい減少している。

この傾向は今後も続いていくという状況にある。 

   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

のである。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

ているので、就業者の方もやはり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る。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る。ただ、過去３年、直近で見ると生

産年齢人口が着実に減っている。就業者もマイナスになっているが、直近の動きを

見ると、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る。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について、１つは従来のような 80 年代あるいはそれ以前と

比べると、雇用の伸びは低くならざるを得ないということである。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ので、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る。 

   ２ページの右下の図を説明する。15 歳以上 64 歳までのすべての生産年齢人口を就

業という観点からは、働いている人（就業者）、働きたいけど働いていない人（失業
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者）、働くつもりはない人（非労働力人口）の３つのグループに区分される。この生

産年齢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くが、長期的に考えると

失業者を減らして就業者を増やすだけではなくて、非労働力人口を就業者の方に持

っていくとことが大きな課題になっている。特に女性と高齢者、働く意欲を持って

いない若者も非常に増えている。 

   ３ページの失業者と先ほどの労働力率とあるが、就業者と失業者を合わせた人口比

率の労働力率を高めたい。現状の各地域では、失業率が低い地域ほど労働力率が高

い。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、非労働力人口が就業者に移っているという関係がある。この関係からすると、

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。 

   右側のグラフでは、雇用が増えている地域では女性の雇用は増えている。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る。 

   ４ページ目では、すべての地域で製造業の雇用は減少している。これは製造業の生

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る。これはアメ

リカで起こっていることと同じである。それから、建設業の労働が減っている。増

えているところは、すべての地域で第３次産業である。 

   右側の第３次産業はすべてのサービス業を含むが、狭い意味でのサービス産業で見

てみると、高齢者ケアとか、あるいは福祉関係、医療関係というところが大きく伸

びていて、ここにポテンシャルがあるということを示している。 

   ５ページは観光のトピックである。地域経済活性化の１つの大きな柱は観光である。

観光の状況について、まず外国人観光客がどこの国からきているかを見たものであ

る。直近の 02 年度では、韓国、台湾といったところは非常に多い。中国はベースは

まだ低くて１年に 10 万人程度であるが、１年の伸び率が 40％を超えているという状

況で、外国人の観光客はアジアからの観光客が多いことになっている。 

   また、社会経済生産性本部のアンケート調査によると、国内の日本人が一番余暇で

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る。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る。 

   日本に旅行に来る外国人も最近では回復して前年比で 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、少しずつ良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る。 

   ６ページ目は個別の情報を内閣府の方で各地からヒアリングを行い、主だったもの

を紹介してある。２、３紹介すると、最初の河口湖の今の町長さんは観光カリスマ

百選のお１人であるが、日本人、外国人の観光に大変力を入れている。２月は旧正

月で中国人観光客がたくさん来るので、通常花火大会は夏に全国で行われるが、冬

に行ったところ大変盛況だったことも聞いている。 

   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

だとソウルからの来客が１年間で倍増している。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んだけれども、韓国のゴルフ場は非常に高

いので、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状況。最後が右側

の一番下、これはアジアではないが、オーストラリア人の観光客が増えている例で

ある。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状況で、オーストラリアの場合に
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は冬と夏が反対なので向こうの夏にスキーができるので、対応を非常に強化してい

るという状況である。以上。 

（竹中議員） どうぞ御議論をいただきたい。 

（牛尾議員） 金子臨時議員が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

変敬意を表すが、まだ出発点で、やはり我々も提案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する。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るし、今日の竹村さんのお話でも民間参加型というのは結

局サステイナブルになるので、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う。 

   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。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

間で人手も少ないことは承知の上で、更に頑張ってほしいと申し上げたい。 

（奥田議員） 金子臨時議員の御努力に対しては敬意を表したいが、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。それは問題であると

思うので、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う。 

   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。 

   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、このように決められたことは高く評価できると思う。 

   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。 

   それから、可視化の問題。今、産業界でもやはりこういう問題が起こっており、“可

視化”ということを産業界では“見える化”と言っており、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。そういうことがあるので、御報告させて

いただく。 

（本間議員） ３つの点をお願いしたいと思う。金子臨時議員が先頭になって一生懸命や

っていただいているのはわかるが、１つはまだ情報が周知徹底されていない。した

がって、次回の要望募集を私は６月という具合にお話を伺っているが、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的な仕掛け、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する。 

   第２番目はそれとも関係するわけだが、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ような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
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できないのかよくフォローする必要がある。そのため仕掛けをつくって具体化を助

けるということについて、国もやはり積極的にコミットする必要性があるのではと

いう気がする。 

   ３番目は、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

らかにする必要性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する。これは実現手段等を整理すればよくわかってくるので、

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

双方向性が重要ではないかと思うので、是非よろしくお願いしたい。 

最後にアウトソーシングの問題。これは地域活性化と地方行革との関係で極めて

重要な問題であるので、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

力し実を上げていくような、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もお願いをしたいと思う。 

（奥田議員） 牛尾さんから今お話があったが、地方で見ていると商工会議所とか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。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

と思っている。何か地方のそういう人達はばらばらみたいな感じがするが、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だから、そういう点で是非お願い

したいと思う。 

（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」というのは本当なのか。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ど。 

（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。 

（小泉議長） 日本のゴルフはそんなに安くなったのか。 

（麻生議員） 安くなっているところは倒産したゴルフ場。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。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るが、現実問

題としてはそういうところは確実に安い。 

（小泉議長） 温泉とセットでやっているのか。 

（谷内政策統括官） はい。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

いると聞いている。 

（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１つの在り方だ。 

（小泉議長） この宣伝とかは倶知安自身がやっているのか。 

（谷内政策統括官） いろいろヒアリングすると、これはもともと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なったそうだ。 

（小泉議長） ５倍になっているのか。 
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（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、このごろは町役場の方の数字を取

っているが、いずれにせよかなりの倍数で来られている。 

（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。 

（小泉議長） 対象を絞ることが大事だろう。 

（金子臨時議員） 民間企業の件ですが、これはやはりチームとして商工会議所、キャラ

バン、出前など、いろいろやっているが、更にやっていく。ただ、一つ今回出てき

たなと思ったのは、技術未実現の特許というものが６割もある。利用されていない

特許。大企業ほど未実現がある。それを特許庁に考えろと言ったら考えますと。た

だ、枠組みがまだできていない。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

いが、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

間議員からお話があった地方との相互調整だが、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、先ほど御指摘があったが、中央官庁の地方支分部局、地方建設局とか、

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カ所につくる。

それで、県と商工会議所等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

らった。ただ、奥田議員がおっしゃられたように、地方の商工会議所は本当に入っ

ているのか。今回、総務省は麻生議員がコミュニティファンドを出してくれた。経

済産業省が「頑張れ！中小企業ファンド」を出してくれた。既に地方に中小企業再

生支援協議会というのがあり、内情を実態調査をさせたら、北海道はうまくいって

いる。大分県もそれなりにうまくいっている。ほかのところは必ずしもうまくいっ

ていない。何でうまくいっていないか。地銀と商工会とか、それがあまり連携され

ていない。そこを念頭において、更にうまく機能していくようにさせていただきた

い。 

   最後に、本間議員から御指摘のあったアウトソーシングの目標設定という話につい

て。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

おっしゃるが、特定局は今やりたがっている。これはいずれ議論になる。ただ、守

秘義務の問題がある。地方再生の議論なのかと思う。これはむしろ総合規制改革会

議で議論させていただきたい。私のところは懐が広いから、同じように国民健康保

険のアウトソーシングと介護保険のアウトソーシングがあった。国民健康保険は、

保険の手数料徴収は民間に委託できる。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。あとは民営化というと、全部国民健康保険制度そのものの民営

化。介護保険制度そのものの民営化。先生と私とは、その認識が何か違うのかもし

れない。 

（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

や守秘義務の問題といった問題がある。サービス化の進展でアウトソーシング可能

な対象が拡大してきたが、旧来の枠組みの中では上手く開放できない部分が存在す

るので、そこを具体的に検討していただきたい。 

（金子臨時議員） 私自身は、基本的な考えとして、そういう部分については総合規制改

革会議の場で議論する、という整理をしたいと思っている。 

（竹中議員） 今日は、“可視化”、つまり、見えない障壁を見えるようにすることによっ

て改革をさらに進めるようにし、それを“見える化”と呼び、重視しよう、という
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ことが、基本的なポイントだったと思う。 

   地域再生と構造改革特区に関しては、まず金子臨時議員の御努力に対して大変評価

がなされた上で、特に、アウトソーシング、基幹産業の活性化、そして観光を含む

新産業、という３つのポイントについて、結果が出るように色々な仕組みを議論し

ていこうということになった。金子臨時議員からは、総合規制改革会議で考えたら

どうかという提案がなされ、本間議員からは、目標も念頭に入れたらどうかという

提案がなされたため、引き続き議論をさせて頂く。加えて、各地方の参加意識をよ

り広く高める必要があるが、これについては次回をどうするかが大変重要なポイン

トになると思われるため、金子臨時議員にぜひ引き続き御検討頂きたい。 

（金子臨時議員） 昨日、自民党本部で調査会が開かれ、かなり熱心な討議がなされた。

地方財政改革、三位一体改革も含む地場産業と地域金融、人材と雇用、という３つ

のポイントについてワーキングチームをつくり、５月に提言を出すことを目標に、

週２回のペースで議論を行うこととなった。平沼調査会長、大島調査会長代理がか

なり張り切ってくれており、本件もサポートしていただいている。 

   先般吉川議員から「予算も必要なものは付けろ。前倒ししても考えろ。」という御

指摘を頂いた。「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ダメだ。」というのが基本スタンスだが、必要な案件であるなら

ば考えていきたい。来年度に向けてどうするかということについて、吉川議員にぜ

ひお知恵をお借りしたい。 

（吉川議員） 先ほど金子臨時議員から規制改革のお話があったが、規制改革と並んでも

う一つの競争政策の柱である独占禁止法について、少し気になる動きがあるように

思われるため、発言させて頂く。 

   最近、独禁法改正がきちんとできるのか疑問視する報道がなされている。ある新聞

の独禁法改正に関する社説では「競争は弱い者いじめだ。皆で仲良く分け前にあり

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。」という指摘がされていた。これがもし本当だとすれば困ったことだ。

景気回復がいよいよ本格的になってきたのであるから、こういう時こそ構造改革を

きちんと進めて頂きたい。 

   独禁法改正は構造改革の非常に大きな柱である。改正をする上で何が重要かと言え

ば、抑止力を持った制度を設計する、ということに尽きると思う。この問題を整理

すると、「違法行為をした時に得られる利得」、「違法行為が見つからない確率」、「違

法行為が見つかった時のペナルティ」、そして「違法行為が見つかる確率」という４

つから違法行為をした時の利得の期待値が決まる。期待値がプラスであれば違法行

為は止まらない。違法行為を止める為には期待値がマイナスになるようにしなけれ

ばならない。そのためには、当然のことだが、ペナルティを大きくする。これは、

課徴金を上げるということ。加えて、違法行為をした者が自己申告した時には、こ

れを軽減する。これは、摘発率を上げることにつながると思う。こうしたことを通

して、違法行為をした時の期待利得がマイナスになるようにすれば、当然誰もやら

なくなる。これが、今回の法改正の精神だと思う。もう一点、今回は、いわゆる不

可欠の施設を持っている事業者による新規参入を阻害する行為についても、競争を

阻害するとして検討の対象としている。公正取引委員会が提案している以上のよう

な法改正は、全体として非常にフェアなものだと思う。景気回復がいよいよ本格的

になってきた現在の状況の下、政府として推進して頂きたい。 

（本間議員） 竹島公正取引委員会委員長をお呼びして、経済財政諮問会議で一度議論す

る機会を設けて頂きたい。 
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（竹中議員） 今、公正取引委員会で、法律等々について様々な御努力をされていると伺

っている。その進捗を見ながら、必要があれば、次回以降、竹島委員長にお出で頂

くことを含め、検討させて頂く。 

（奥田議員） 議員の方々から、賛成の趣旨の意見が出されたが、産業界の実情を申し上

げると、ほとんどが猛反対している。竹島委員長のお話をお聞きする機会等は設け

て頂いた方が良いと思うが、産業界が反対していることだけは申し上げておく。 

（竹中議員） 今日は、独禁法改正の中身の話をしているわけではなく、問題意識を皆が

持っていることを確認した、ということだと認識している。 

（中川議員） 自民党の議論でも、相当反対が強いようだ。 

（小泉議長） 独禁法改正については、どの点が賛成で、どの点が反対か、ということを

よく議論してほしい。 

   これからどんどん改革を進めることで良い成果を出し、“可視化”というか、“見え

る化”というのは分かりやすい。「日本改革前線マップ」は分かりやすくて良い。こ

れから実施する取組だけではなく、今、既に各地域に存在するが、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や、良い地域・良いまち並み等につ

いても、このような前線マップで分かりやすく、全国民や、あるいは対象を絞った

外国などに示せればより良くなるため、加えてはどうか。 

（竹中議員） 経済の“見える化”については、国民生活局を中心に内閣府全体として取

り組んでいるところであり、総理の御意見をぜひ反映させていきたい。 

   本日は、ありがとうございました。 

 

(以 上) 

 


