
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

   

平成 16 年第９回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第９回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年４月 26 日(月) 17:47～19:16 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）郵政民営化に関する論点整理について 

（２）「基本方針 2004」について 

（３）その他 

3．閉会 

（説明資料） 

○郵政民営化に関する論点整理 

○骨太 2004 に向けて（有識者議員提出資料） 

○地方分権推進のための「地方税財政改革」（麻生議員提出資料） 

○国と地方の改革の推進に向けて（谷垣議員提出資料） 

○「国と地方の改革」に向けて（有識者議員提出資料） 

○新産業創造戦略 政策骨子（案）（中間報告②）（中川議員提出資料） 

○構造改革評価報告書２ 

(配付資料) 

○「ここまで進んだ小泉改革」パンフレット改訂版 
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平成 16 年第９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９回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

（プレス退場） 

（竹中議員） それでは本日の議事でありますけれども、まず最初に郵政民営化に関

する論点整理につきましての取りまとめを行います。その後に、「基本方針2004」、

今年の骨太方針に向けた御審議をお願いしたいというふうに思っております。 

○郵政民営化に関する論点整理について

（竹中議員） それでは、まず、郵政民営化に関する論点整理につきまして、大筋に

ついて、前回、大方の御了解をいただいておりますが、前回からの変更点につい

て確認をさせていただきます。中城統括官の方からお願いします。 

（中城内閣府政策統括官） それでは、まず１ページ目、「郵政民営化に関する論点

整理（案）」の真ん中、「民営化の意義」というところの第１パラの真ん中付近

の「・」、「郵政公社に対する『見えない国民負担』を最小化する。」の後でご

ざいますが、「現在免除されている預金保険料等を」、前回は「民間同様に支払

って事業を行う」とありましたが、「預金保険料等を支払い民間同様の事業を行

う」という形に修正しております。 

それから、２ページ目の一番下のところの行でございます。「地域・社会への

貢献と金融機関との競争・共存のバランス」という形で、「地域」の後に「社会」

を入れる。それから共存だけではなくて「競争」というふうに書き改めてござい

ます。 

それから、３ページ目の上から２つ目の「・」でございますが、「民営化前の

預金・保険については、民営化前と同等の水準の保証を継続するとともに、適切

に運営すべきではないか。一方、民営化後の新規の預金・保険に対する保証につ

いては、民間と同等の扱いとし、適切に運営すべきではないか」という形で民営

化前、民営後、どちらも「適切に運営」という形で統一させてあります。 

それから、一番下のユニバーサルサービスにつきまして、「ユニバーサルサー

ビスについては、定義やイコールフッティングとの関係を含め引き続き検討し」

ということで、「イコールフッティングとの関係」という言葉を加えております。 

修正点は以上でございます。 

（竹中議員） 特に御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

谷垣大臣。 

（谷垣議員） 	今の３ページ目の２パラグラフ目の要するに「民営化前の預金・保険

については……適切に運営」、前は「管理」が入っていたと思うんですが、この

運営するという、管理を省きましたのは、もちろん運営・管理というのは、そう
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平成 16 年第９回 議事録 

いう言いなれた言い方なんでしょうけれども、当然、国家保証が付いていること

に見合った、ふさわしい扱いをしていただくということを、当然、この運営の一

部で含んでいると考えてよろしいわけですね。 

（竹中議員） 具体策については、もちろん、これから議論するわけでございますけ

れども、まさに適切にそのあり方を議論していこうと、そういう意味だと御理解

を賜りたいと思います。 

よろしゅうございますでしょうか。それでは、本論点整理（案）を経済財政諮

問会議としての郵政民営化に関する論点整理といたしたいと思います。よろしゅ

うございますか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） どうもありがとうございました。郵政に関しまして、総理から特にご

ざいますでしょうか。 

（小泉議長） 今日ね、郵政民営化準備室を発足しましたよ。３年前、この諮問会議

の議員の中でも、できると思っていなかったろうな。ほとんど反対論者ばっかり。

必要性はわかっていても、政治的にできるわけないと思っている人ばっかりだっ

たと思うよ、３年前は。それがこれだけ抵抗勢力が協力勢力になっちゃった。完

全に外堀、内堀が埋まって、いよいよ改革本丸攻めだからね。いかに時代が変わ

ったか、大いに頑張ってよろしくいい案を秋までにまとめてください。全部でき

ると思っている人はいなかったと思うよ。反対か、そう思っていた。必要があっ

ても、これはできないという前提で改革を考えていたんだよ。そうだったろう。

学者とか評論家であっても、小泉さんの話はわかると、民営化、できるわけない

ことをもう考えるなと言われたんだから。これができないんだという前提でいろ

んな改革を考えたんだ。それが現実できるようになってきたんだからね。いろい

ろ御協力ありがとうございました。これからですからよろしくお願いします。 

（竹中議員） 総理ありがとうございました。これからということでしっかりやって

いきたいと存じます。 

○「基本方針2004」について

（竹中議員） それでは、本日は続きまして、「基本方針2004」、骨太方針の2004版

の御審議をいただきたいと思います。 

まず、その枠組みにつきまして、有識者議員からペーパーが提出されておりま

す。御説明をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは私から、「骨太2004年に向けて」、民間議員４名の名前が書

いてある紙を御説明いたします。 

いわゆる骨太の方針から、経済財政運営の基本方針2004年版をつくる季節にな

りました。そこで、民間議員でその骨組について提案させていただきます。 

頭書きから読ませていただきます。日本経済は、御承知のとおり、現在民間主

導で着実な回復を続けております。平成16年度に「集中調整期間」が終わります。

景気の流れから言いますと、2000年の10月が景気の山で、それから下り始めたわ
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けでありますが、振り返ってみますと、小泉内閣はその山から６か月ほどして誕

生した内閣ということです。最初の年は非常に厳しい下り坂だったわけですが、

2002年の１月から底を打って、逆に上り始めた。初めのうちは実感がないと言わ

れ、実際に厳しい状況もあったわけですが、幸い、昨年の後半からは景気の回復

が着実になってまいりました。現在は経済の状況もかなりよくなった。地域の問

題、雇用の問題、多くの課題がありますけれども、経済の状況は大分よくなって

きたというのが大方の意見だろうと思います。 

この間、「集中調整期間」というのを設けて政策運営を行ってきたわけであり

ますが、16年度はその最終年になります。したがって、本年度は、「集中調整機

関」の最終年であると同時に、17年度からの新しい期間へ、つなぐ重要な年であ

るわけであります。そこで、現在の課題は何かといいますと、着実な景気回復の

これの裾野を広げて、日本経済を安定した成長軌道にいかに乗せるかということ

であると考えております。 

紙を見ていただきますと、「１. 」というところに、「『集中調整期間』から

『重点強化期間』へ」とあります。ここでは17、18年度に「重点強化期間」とい

う仮の名前をつけてみました。「集中調整期間」最後の年である平成16年度の課

題は、日本経済の足腰を磐石なものにすることである。例えば、不良債権処理を

着実に進めて、バブル崩壊後の負の遺産からの脱却に目途をつける。 

それから、政府・日銀が一体となって、デフレを克服する。デフレもだんだん

よくなってきたわけでありますが、とりわけＧＤＰデフレータで見ると、今だに

デフレの問題が残っている。デフレの克服を確実なものとして、平成18年度には

名目２％ほどの成長を目指す。 

さらに、「骨太2003」に盛り込まれた施策を着実に実行して、課題である地域

再生や雇用面で一段の努力を行うことによって、先ほども申し上げたとおり、景

気回復の裾野を広げて、安定した成長を実現するということであります。 

次に（2)「重点強化期間」ということでありますが、「集中調整期間」は、再

三お話ししているとおり、今年度で終わるわけでありますが、幸い、経済も順調

に回復している。こうした追い風も受けて、構造改革の手綱を緩めることなく、

「官から民へ」「国から地方へ」といったこれまでの改革の総仕上げを行う。ま

た、時代は大きく変わっております。人口減少、国際環境の変化、こうした新た

な条件の下での成長基盤を確立する。「失われた十年」という言葉が使われます

が、失われた十年の終結へ向けて新たな歩みを踏み出す。これが大きな課題だと、

このように我々は考えております。 

以上が16年、17年、18年の大きな課題であります。２枚目にいきますと、そこ

までもう少し具体的に述べております。「重点強化期間」の課題でありますが、

５つの論点でまとめております。１つは、「官から民へ、国から地方へ」という、

いわゆる分権改革の仕上げであります。具体的には規制改革の問題、それから本

日議論される三位一体の改革の問題、全体として地方への裁量権の拡大、こうし

たことが挙げられます。もちろん、地方の行革の推進、このような課題もありま
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す。以上が第１点であります。 

第２が「官の改革」の強化。これはたった今お話のありました郵政民営化の着

実な実施、あるいは前回のこの会議で議論しました予算制度改革の本格化、予算

の見直しということを着実に進める必要があります。それから官業改革、さらに

は包括的かつ抜本的な税制改革、このような課題があります。以上が第２点。 

第３点が「民の改革」ということでございます。これは金融システムの一層の

改革、それから将来の人口減少、あるいは国際環境の変化等を見据えた成長戦略

の確立ということ、こうしたことが具体的に挙げられます。以上第３点でありま

す。 

第４点として人間力の強化。具体的には若年者の能力開発機会の拡充、また利

用者の立場に立った雇用関連事業の再編、また、教育現場への権限移譲、こうし

た課題が具体的に挙げられます。以上が第４点であります。 

第５点として持続的な安全・安心の確立。これは社会保障制度改革の本格化、

それから少子化対策、または高齢化対策の充実、このような課題であります。 

次に「３．」では経済活性化に向けた重点施策が書いてあります。そこにはさ

らに具体的に書いてありますが、１つは地域再生、これは未だに課題であります

が、地域の自発性を生かせる規律ある支援、地域の自立性、これを重要なポイン

トとして地域再生を考える。また、地域の基幹産業、これは具体的には農業、建

設業、観光等が挙げられるわけですが、こうした産業の強化、これが第１点。 

また雇用の問題があります。これは先ほども申し上げましたが、若年者の失業

率というのは、今でも10％、男子の方が女子より少し悪く、10％ぐらいです。全

体の失業率の約２倍の高さであります。また、無業者も増えております。失業者

にもなっていないという人が５、６年前は10万人と言われていたのが、現在では

30万人と推計されています。こうした問題がございます。 

このように、若年者の雇用問題というのは、未だに大きな課題であるわけであ

りますが、それに対する対策としては、雇用保険に関連した施策というのは様々

考えられています。しかし、今申し上げたような人たちは、雇用保険からも漏れ

ているような人たちです。したがって、そうした人たちへの施策は十分でない。

また、様々な施策があるわけですが、必ずしも一元化されていない。そのために、

使い勝手が悪いという問題がございます。施策窓口の一元化ということも課題と

なっております。また、サービス分野、先端技術分野での人材育成、これも当然

課題であります。以上、雇用の問題であります。 

それから、新産業創造戦略の策定・実施。もう一つの論点として、公正取引の

ためのルール強化。最後にアジア諸国との経済連携の強化、すなわちＦＴＡない

しＥＰＡが大きな課題としてあると思います。 

以上が「骨太2004に向けて」という我々の紙でありますが、これから「骨太の

方針2004」づくりが本格化してまいります。最後に民間議員の気持ちとして一言

申し上げたい。骨太の方針というのは、国の政策の基本になる文字通りの基本方

針であります。これをつくっていくわけですが、行政府の人間、これは当然であ
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りますが、立法府の方々も含めて、国の政策というのは、目先の利害を越えて、

常に我々の子ども、孫、さらにこれから生まれてくる日本人のことを考えて、常

に政策立案に当たっていただきたい、このように思います。 

以上、私からの説明です。 

（竹中議員） ありがとうございました。今の民間議員のペーパーは、骨太の方針の

基本的枠組みについての御提言でございますけれども、関連する中身の話としま

して、三位一体、それと産業創造等々につきまして、本日は３大臣からペーパー

が出されております。先に３大臣から御報告をお願いしたいと存じます。麻生大

臣からお願いします。 

（麻生議員） それでは、「骨太の方針2004に向けて」に関してですけれども、私は

今回の小泉構造改革というものを進めていくというか、実現する上で一番大切な

ことは、これは何と言ったって地方との信頼関係なくして、こんなものができる

わけがないと思っていますので、地方が不安になってみたり、先行き妙に絶望的

になったり、妙な疑いを持ったりということで、私は今年の2004年の骨太で明確

なメッセージを出すことが何より大切と、これが一番の問題だ思っております。

したがいまして、コミュニケーションということにもなりましょうが、私はその

中で「三位一体の改革」の中で最も地方団体が重視しておりますのは、これは何

と言っても税源移譲です。税源移譲の全体像というのが見えてこない。４兆円の

補助金の話しか出てきませんので、一体税源が幾ら渡されるのかということに関

しては甚だクエスチョンマーク、疑いを持っておるということだろうと思います

から、少なくとも、所得税から個人住民税へ本格的な税源移譲をやっていくとい

うことにつきましては、補助金の削減額というものを考えるときに、３兆円の規

模で実施することを、いわゆる税源移譲を、３兆円渡しますというのを、ぜひ先

行決定することにしていただけぬだろうかというのがまずお願いです。 

これは2003年の４月１日の総理大臣の経済財政諮問会議の御発言を見ていても、

三位一体をどこからやるか、税財源の移譲を行い、そこで出てくる矛盾を交付税

と補助金でどう解消するか、との発言がありますけれども、私も全く同じ感じが

しますので、この補助金削減により移譲すべき額が３兆円に届かなかったらどう

するんだという話が必ず出てくると思います。そういう場合は、十分にないわけ

じゃないと思いますので、全力挙げてやるにしても、仮にもしいかなかったらど

うするんだということに関しては、私は地方税を逆に国へ逆移譲するという調整

する方法は十分にある。偏在性の高いものからやればよろしいので、そういった

ことをやればよろしいのではないか。やり方はいろいろあると思っております。 

次に、残りの国庫補助負担金改革というのは、税源移譲に結びつくものを中心

に、やはり地方の自由度を高めるというのが大事だと思いますので、その観点に

のっとって実施する。そして今回、地方団体から最も不満の多く出て、今の参議

院の選挙に向かっても一番言われておりますのは、何と言っても、地方の歳出カ

ットのスピードというものが一番でして、地方歳出の見直しを進めながら、地方

歳出の見直しをやらないんじゃないですからね、地方歳出カットを含めながら、
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進めながらというか、治安対策とか、それから市町村合併とか、こういったよう

なものにある程度出費の増を伴うものもありますので、そういったものを考えな

がら、地域再生を着実に進めるために、平成17年度に使えるいわゆる一般財源総

額というのは、前年度とほぼ同じ程度の水準を確保したい。それで、18年度まで

に本当の意味での税源移譲を確実にしていくというのが大前提ですから、そうい

った意味では、私はこれらのメッセージが骨太方針で地方に示されることによっ

て、地方団体も一緒になって三位一体の改革というのを推進して、地方の自由度

を拡大していくことが大事なんだと思っております。 

具体的に申し上げなきゃいかんと思いますので、具体的には、税源移譲につき

ましては、個人住民税の割合というのは、今５％、10％、13％というのがありま

すが、これを10％に一律比例税率化することによって、約３兆円の税源移譲が実

施することが確実になります。ちょうど３兆円ぐらいになります。このことによ

りまして、平成18年度までに、いわゆる税源移譲が本格的に行われるんだという

ことが地方にどうしても示しておく必要があると思っております。 

次に、補助金削減によって税源移譲すべき額が３兆円に届かなかったらどうす

るかといったら、先ほど申し上げましたように、いわゆる地域によって偏在性の

高いものを国へ逆移譲するということによって調整するということでして、逆に

補助金削減によって移譲すべき額がそれ以上に増えた場合は、他の税目で追加移

譲するということであります。比例税率化とか、また、逆移譲という進め方によ

って、いわゆる、地方としては一番心配しております財政力格差がさらにつくの

ではないかという問題に、極めて有効に対応できると思っております。 

次に補助金の改革というのは、これこそ公立学校とか社会福祉施設など、これ

は恒常的というか、いわゆる普遍的に行われている施設整備事業にかかわる国庫

補助負担金の全体というのを見直さなきゃいかんことになるんだと思いますが、

これは税源移譲につなげていくことに重点的に取り組む。いろいろありますので、

重点的に取り組む。そして施設整備事業やその他、いろいろこういったものは地

方団体の地域が限られていますので、その規模や時期というのは、これは当該地

方団体に入れられるのが最も適当だと思っておりますが、毎年度一定額の施設の

償却、償却という考えは役所にはありませんから、償却相当というものを講じて

処置することによって、施設整備の時期等々の判断は地方団体が自由に選べるの

であって、少々補修して償却期間を逆に延ばすということだってできるんですか

ら、そういったことを自由に選択させることが最善と思っていますが、何にして

も、財源を税源移譲する必要というのがあると思っています。 

このときに必ず問題になるのは、義務教育という話の国庫負担2.5 兆というや

つが必ず出てくると思いますが、これは前の方でも申し上げましたように、「そ

もそも義務教育は」という、そもそも論からしていただかないと、教育論だけを

うかつに触ると、先生じゃなくても教育論だけは１億2,000 万人、いずれも教育

評論家ができるぐらい皆お詳しい、関心のおありになるところでもありますので、

義務教育のそもそも論というのをしていただかないといかんところだと思ってお
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ります。いろいろな意味で事務職員とかの話を前回も申し上げましたけれども、

全額一般財源化に向けては引き続き検討するというのが昨年のたしか取り決めだ

ったと思いますけれども、ぜひその点もお願いを申し上げたいと思っております。

それから、生活保護の話がこの間社会保障のときに出てきましたけれども、こ

の制度もそもそも抜本的に見直すという話だったと思いますが、生活保護のとこ

ろにつきましても、私は単なる負担率の引下げというのは、憲法25条、生活の最

低保障のあの話と関係しますので、単なる負担率の引下げはとても容認できると

ころではありませんから、この点だけは重ねて申し上げておかねばならんところ

だと思っております。いずれにいたしましても、計画的に奨励補助金についても

ある程度削減していくことが必要だと思っておりますが、18年度までに３兆円の

国庫補助負担金の改革実現を確実に実施するのが一番のところです。 

交付税につきましては、平成16年度において実質的に12％、約2.9 兆円の減と

なっておりますが、とても減り方が激しいし、そのスピードについていけないと

いう声が多くの地方から出されました。地方というのは、正確には85％の市町村

と思ってください。全国3,100 ありますが、85％の市町村は反対であります。し

かし、この際、考えておいていただかなきゃいかんのは、人口５万人以下の市町

村の数が85％です。しかし人口は実に３割です。５万人以上のところに70％の人

が住んでいるというのが日本の現状ですから、町村数から言ったら圧倒的に多い

が、人口数から言ったら少ないという点は、この種の話を「圧倒的市町村」とか

という言葉がよく使われますけれども、「圧倒的国民ですか、それは」という反

論はきちんと腑に落としておいていただかないといかんと存じます。そういった

意味では、こういった声というものは現状としては無視はできませんので、こう

いった地方の声にある程度対応していくというのは、選挙もあるというような簡

単な理由じゃなくて、過疎地域、山村、また離島等々の国民を考える立場の政治

といたしましては、この種のことは絶対無視はできないのであって、そういった

意味では、この種の一般財源、地方税と交付税ということになりますが、前年度

と同程度の水準は確保しておくということが必要なのではないかと思っておりま

す。 

さらに、その中でやっていきますと、今のルールですと行革を進めれば進める

ほど交付税は減るという誤解がある。交付税は行革すればその節約分を自由に使

える仕組みですが、今回、さらに一生懸命やったら、その分だけもっと報われる

制度にしようと、行革を進めれば、その分だけもっと財源が増える仕組み、自由

になる財源が増える仕組みというように考えるべきなのであって、努力に応じて

交付税が増減できる仕組みによって、交付税というものをより一層市町村の経営

能力に報いる仕組みとしたいと思っております。 

最後になりましたけれども、特に財政力指数の弱い団体というところは、総じ

てなかなか対応の仕方もしにくいところなものですから、そういった意味では税

源移譲というのは、補助金に比べて少なくなりますので、そういったところに関

しましては、ある程度の行政サービスの確保とか、いろいろ地方の自由度を拡大
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していくためには、ある程度これを調整する意味で、そういったところは地方交

付税やら何やらいろんな形でこれを調整しておるわけでして、そういった意味で

は、今国会でも再三予算委員会等々で指摘のあったところであります。この補助

金改革を円滑に進めて、かつ地方の自由度を拡大するためには、地方交付税とい

うものの財源保障という機能は避けて通れぬところだと思っておりますので、ぜ

ひともいろいろ御検討いただくに当たりましては、この地方の立場を代表する私

どもの立場から言えば、今申し上げたような点は、ぜひ留意していただければと

存じます。私の方からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、同じく三位一体、国と地方に関連

しまして、谷垣大臣からお願いします。 

（谷垣議員） Ｇ７から帰ってまいりましたら、麻生大臣から強烈なパンチを食らい

ましたけれども、国と地方の改革の推進についての私の考え方は、提出資料にそ

の概要をまとめたとおりでございまして、詳細についての資料も併せてお出しし

ております。国と地方の改革は、「基本方針2003」等を踏まえて年末までに全体

像をきちんと示すという方向で取り組んでいくべきだと思います。 

補助金改革については、総理の御指示に沿って17年度、18年度に向けて３兆円

の改革を着実に行っていく。その結果を受けて、税源移譲にしっかり取り組んで

まいりたいと思っております。それと同時に、地方歳出の見直し、地方交付税の

抑制もしっかり進めていただかなければならないと思っております。国と地方の

改革は、全体像を示して三位一体で決めるべきものであって、もちろん、地方の

自由度、権限と責任というものを増やしていくというのは当然の方向であります

けれども、それと同時に、今の財政状況ではスリム化ということも併せて行って

いただかなければならないのではないかと思います。 

そういうふうに考えますと、補助金改革というのは、国と地方の権限の分担と

いうもの、これをやっていくわけですから、その成果によって、税源移譲はどう

あるべきかというのがありませんと、最初から今の麻生大臣のような御立論であ

ると、私は腰が緩んでしまうんじゃないかなというふうに思うわけです。３兆円

の税源移譲というのは、確かに麻生大臣がおっしゃるように、個人住民税の10％

比例税率化ということになると、それだけのものが要るということだろうと思い

ますが、私はその前に、やはり権限と税源というもの、権限の分配というものを

しっかり考えていかないと、先にボーナスを寄こせ言われているような気がする

わけでございます。 

先に３兆円の10％比例税率化、したがって、３兆円の税源移譲をして、過不足

は他の税目で事後調整するという御提案ですけれども、これは既に実行段階に入

っている三位一体の枠組みを崩してしまうものではないかなと思います。この比

例税率化というお考え自体は否定すべきではないと思いますけれども、地方税全

体のあり方として考えていくのが筋ではないかなというふうに私は考えておりま

す。 

それから、地方税と地方交付税等の総額を前年と同水準とするという御提言で
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すけれども、これは地方税が増えない限り交付税を減らさない、あるいは地方税

が減れば、交付税総額を増やすということになるわけですね、理論的には。だか

ら、地方税増収の範囲に限ってしか交付税を削減しないということになりますけ

れども、これは地方歳出を徹底的に見直す、これによって交付税総額を抑制して

いくという「骨太の方針2003」で決定された改革の枠組みを反故にしてしまうこ

とではないか。そもそも、地方歳入の大きさを決めることで、地方歳出見直しの

額を制約するというのは本末転倒で、これは地方歳出見直しの制約となると思い

ます。 

それから御提案は、地方歳出の徹底的な見直しによる地方財源不足の縮減とか、

国・地方の基礎的財政収支の改善を棚上げするものではないかと思います。やは

り、赤字地方債を減らしていくことが地方のプライマリーバランスの改革になり

ますし、無駄な交付税を省いていくということが国債を削減するということで、

国のプライマリーバランスの解消にもつながっていくということであろうと思い

ます。いずれにせよ、改革後退との批判を招かないように、スピードを落とさず、

地方歳出削減と交付税総額の抑制を進めていくことが必要ではないかと思います。

それから、補助金改革についてもいろいろございますが、私は昨年末の政府与

党合意において、生活保護費負担金の見直しということが決まっておりますが、

これはやっていきませんと、３兆円の山は越せないというふうに思っております。

それから、建設公債を財源とする施設整備の補助金を財源移譲の対象とする議

論もありますけれども、これはスリム化が基本であることなど、これまでの考え

方を覆すものではないかと思います。 

差し当たって私が申し上げたいのは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、同じく骨太の中心課題の一つで

あります産業創造戦略に関連しまして、中川大臣からお願いします。 

（中川議員） 私は今、４議員の先生方の「骨太の方針2004に向けて」の中で、経済

活性化に向けた重点施策として新産業創造戦略を位置付けていただいたことを厚

く御礼を申し上げます。 

お手元に２つの資料がございますが、まず、大きい資料の１枚目をおめくりい

ただきたいと思います。資料はこれだけで説明をいたします。 

とにかくナノテク、バイオ、環境、ＩＴといったものを利用して、国家として

世界にナンバー１の産業分野をつくっていく。具体的には、選定中でございます

けれども、例えば燃料電池、情報家電、ロボット、コンテンツ、日本は民生用と

いうことが前提でありますので、世界じゅうにこういうものを日本発でつくり、

売っていきたいというふうに考えているところでございます。 

それによって先端技術だけではなくて、地域あるいはまた伝統技術というもの

も眠っているものが随分あるんじゃないかということで、この小さい方のところ

を見ていただきたいのでありますが、横向きの「最先端分野で活躍する日本の伝

統技術」というものでございますが、それぞれ後ろにもう少し細かいものが書い

てありますけれども、１つは、伝統の組紐技術を燃料電池用の超軽量水素タンク
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の材料にする。今までは、鋼鉄性のものであったわけでございますけれども、組

紐の組み合わせ、縦横でやるんじゃなくて、組み合わせによってものすごく軽量

で丈夫なものがこの炭素繊維でできる。これは村田機械の製造でございますけれ

ども。 

それから、折り紙を基にした太陽電池、人工衛星がぱっと宇宙に行ったときに、

こうなっているものが、ぱっと開くと、要するにこれだけではなくて、縦にも広

がってしまうと、こういうもので太陽電池にするというもの、これが宇宙航空研

究所でやっております。 

それから、キッコーマンがホタルの光の原理を利用して、先日、火星に探査機

が降りましたけれども、地球上の細菌を持っていかないための検査機械というも

のを、キッコーマンの技術を利用して無菌状態で火星に持っていく。火星に地球

上の細菌をばらまかないということをキッコーマンの発酵技術でやったわけであ

ります。 

それから、これが例のからくり人形でございまして、こっちでやりますけれど

も……。 

（デモンストレーション） 

これをのっけます。本間先生のところで茶碗をとっていただきたいと思います。

行っちゃった（笑）。じゃ、吉川先生のところでとっていただいて、飲んでいた

だいて置いていただくと戻ってくる……。これは江戸時代の例のからくり儀右衛

門のあれですけれども、下がでこぼこなので、これは例のクジラのひげとか、木

の歯車とかものすごい微妙な糸の引っ張り具合で精巧にやっている。東芝の創業

者の江戸時代の人がすごい精巧なものをつくって、今まだ復元ができないそうで

ありますけれども、そういうものを利用してやっているというようなことも、眠

っている伝統技術を大いに活用して先端技術とくっつけていこうということであ

ります。 

そこで、私どもといたしましては、メリハリの効いた選択と集中によって、財

源あるいはまたいろいろなものを投入していくと、ばらまきではなくて、何分野

かに絞って国家挙げてのプロジェクト、もちろん民が主体で官や学が協力すると

いうことが必要だろうと思っております。 

それから、今申し上げたように埋没しているような伝統技術と先端技術とを組

み合わせたことを重視しなければならないのではないか。 

３点目としては、つくったものを盗まれる、知的財産権を盗まれることのない

ように、例えば、アメリカなんかものすごい厳しい法律があって、盗んだらもう

完全に刑務所行きというようなことにするかどうかは別にして、知的財産権の保

護がなければ、インセンティブも減っていくだろうということであります。 

それから、やっぱり最後は人材、田中耕一先生のもったいないじゃございませ

んけれども、人材の育成のために資金、アメリカなんかは人材投資減税というの

をやっている州もあるようでございまして、人材育成。 

それから、子どもたちには、やはり体験というものが大事じゃないか。サケは
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切り身でしか泳いでないと思っている。本物を送ったら、これはマグロじゃない

かと思われたというのを、実際体験したことがありますけれども。 

それからドイツのマイスターとか、フランスにＭＯＦという制度があるんだそ

うですけれども、非常に権威のある、名誉ある資格を、国家が職人さん、あるい

はまた特に若い人ですね、70、80になって人間国宝というんじゃなくて、現場の

第一線で働いている人に尊い技能に対してＭＯＦなり、マイスターなりの日本版

の称号と権威と資金も含めてインセンティブを与えるようにしていくというよう

なことが必要ではないかと思っております。 

それから最後は、省内でもまだまとまってませんが、判断の分かれるところだ

と思いますけれども、私のところに来る外国からのお客さん、何割かはわかりま

せんけれども、必ずその国の企業、その他を連れて一緒に来てセールスをやって

おります。日本であれば、小泉総理や我々が海外に行くときに、経済界や農業界

や研究者の皆さんと一緒に行って、トップセールスを総理大臣自らやる。これは

議論の分かれるところだと思いますけれども、各国実際にやっておりますので、

一定のルールのもとに、そういうことも今後世界に売っていく、いいものを買っ

てもらえるというためには、そのぐらいのことも必要ではないかというふうに考

えております。以上でございます。 

（竹中議員） ３大臣から御報告ありがとうございます。それでは、国と地方の議論、

それと新産業創造の議論、順次行いたいと思いますが、国と地方の議論に関しま

しては、まず民間議員からキックオフをお願いしたいと思います。 

（本間議員） それでは私の方から、「『国と地方の改革』に向けて」という民間有

識者議員のペーパーを説明させていただきたいと思います。 

三位一体改革、日本の国と地方の姿、形を変える大きな構造改革でございまし

て、昨年の補助金の１兆円改革を発端といたしまして、地方からいろいろな声が

挙がっておりますし、国民の関心も高まっているということだろうと思います。

そこで今年は、年内に18年度までの三位一体改革の全体像をまとめていく必要性

があるのだろうと思います。ただ、今年の１兆円は政府一体となって取り組んだ

ということであったわけでありますけれども、国民にとりますと、いま一つわか

りづらいという率直な感想も何人かの方々からも聞いております。そういう意味

で、これからきちんと全体像を示しながら、加速された形で三位一体の推進をし

ていくということが必要だろうと思います。 

そこで重要なポイントは、地方の中から、三位一体の改革というのは、国の財

政再建のための道具ではないか、国の財政再建のために地方が犠牲になっている

のではないか、こういう誤解がなされております。その理由は、我々が今小さく

効率的な政府を実現するという財政の持続可能性、あるいは財政再建の問題と、

この三位一体の改革というものが必ずしも結びつけて議論をされていないところ

に原因があるのだろうと思います。国と地方は財政の両輪でありまして、マクロ

経済との整合性を図っていく上では、国と地方が協力しながら、これからプライ

マリーバランスの回復に向けて、どのような姿、形でこれを実現するのかという
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ようなことを併せてやっていく必要性があるわけでございまして、その点で、国

と地方、マクロとミクロの整合性の原則をどのようにとっていくかということを

明示化する必要性があるのだろうと思います。 

それから、第２番目の問題は、１番目に掲げております税源移譲のところでご

ざいますけれども、この税源移譲のところで、実は麻生大臣、谷垣大臣の両論併

記的な形で実は書いております。と申しますのは、これまでのアプローチの中で、

総務・財務の考え方というのは、幾分理解の仕方が違っているところがございま

す。補助金を先に削減し、財源移譲するという財務省のアプローチと、今日、麻

生大臣の方からお話をいただきました税源移譲を先にして補助金をその後で精査

をすると、こういう考え方の根本的な違い。我々はこれは両者を結びつけて全体

の中できちんと仕上げていくということが必要だろうと思いますので、この点で

協調性の原則、つまり国と地方が一体となって、マクロとの整合性も含めて実現

をしていく必要性があると考えております。ここの統一的な見解というものをき

ちんと共有していくということが重要だろうと思います。 

それから、２番目の国庫補助負担金改革のところでございます。これはこれま

で４兆円の補助金を削減するということで１兆円を先行実施したわけであります

けれども、残りの３兆円について、これをきちんと仕上げていく必要性がござい

ますし、この２年間の「新工程表」をきちんと今の段階からやっていかなければ

ならないと思います。ここでは、やはり国と地方の役割分担というものを、単に

補助率の引下げということではなくて、国と地方が補完的に政府の機能というの

を担うのだという考え方、これを原則にして組み立てていく必要性があろうかと

思います。その点で今の段階で、やはり国は地方の役割の見直しというものが必

ずしも十分ではございませんし、それから、公共事業にわたる理解のされ方も両

省の間で乖離が存在しているということも事実だろうと思います。その意味で、

補完性の原則というものをきちんと確立しながら仕上げていくということが必要

であると考えます。 

さらに、地方交付税の問題、これは必ずしも十分に精査がなされたということ

ではないという具合に我々認識をしておりまして、国が真に財源保障すべき部分

については厳選し、そして交付税改革のあるべき姿というものを全体像に盛り込

むということ、さらには、交付税依存型の地方財政というものが持つもろさとい

うものを是正していくためにも、歳出の効率化を進め、引き続き、交付税総額と

いうものを抑制していく必要性があろうかと考えます。この点、地方交付税制度

は恐らく、国会議員の中でも一人か二人の専門的な先生方でしかこの内容につい

てはわかっていない、あるいは学者でもこの内容について、必ずしも細部にわた

って理解できるほどの透明性が確保されているということは言えないわけであり

まして、この地方交付税改革の不信は、そのルール、あるいはその内容というも

のが透明性に欠けるということが非常に疑心暗鬼になる大きな要素でございまし

て、交付税改革に当たっては、情報公開を徹底し、ルールそのものを明示化する

という形での透明性の原則というものをしっかりと打ち立てていく必要性があろ
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うかと思います。 

さらには、地方交付税制度の改革につきましては、単にフローの方向の財源の

移転関係だけではなくて、国債と地方債の償還の問題に密接に関係しているとい

うことを見逃すべきではないと考えております。御承知のとおり、この部分につ

いては、交付税で償還財源を面倒みるとか、あるいは財投において、この資金の

供給の部分のところについて、財務・総務両省で合意する、こういうようなこと

が連動いたしておりまして、その点では、フローとストックの関係、将来の償還

の計画、リスクマネジメントという観点からも一体性の原則というものを確立し

ていく必要性があろうかと思います。それを踏まえた上で、これから我々はしっ

かりと取り組んでいかなければならないわけでありますけれども、夏から秋にか

けて、諮問会議で三位一体の改革集中審議を実施し、やはり諮問会議が直接的に

この問題に関与し、国民にその改革の方向性というものを明示していくというこ

とが重要な責任ではないかという具合に考えております。 

以上、スケジュール的には17、18年度の計３兆円をきちんと新工程表をつくる

ということと、今後夏から秋にかけて三位一体改革の集中審議を実施していただ

きたいということを強調いたしたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。どうぞそれぞれのテーマにつきまして、御自

由に御議論を賜りたいと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） それでは、今、谷垣先生からお話が出ましたので、今いただいた紙の

２ページ目になりますか、この「国と地方の改革の推進について」の話の縦の方

の２ページ目のところになろうと思いますが、一番上のところに、補助率の引下

げというのは、効率的な社会保障給付を目指す上で有効な手段の１つであるとい

うことが書いてあるんだと思いますが、補助率を引下げると、なぜ給付の効率化

に結びつくのかがようわからん。根拠は不明だと思います。なぜなら、生活保護

率というのは、私のところは多分、筑豊というところは、生活保護世帯率が日本

一と言われるところだったと思います。少なくとも、これは平成元年に補助率と

いうのは、たしか10分の７から10分の7.5 に引上げられたと記憶しますけれども、

そのときに当たって保護率は低下をしております。上げたけど保護率は下がった

というのが実情ですから、これは財務省の主張と全く正反対なことになっている

というのが実態だと、私は自分の選挙区でそう思います。 

これは多分、財務省に、地方に対する不信感があるということなんだろうの裏

返しなんだろうというように疑ってみるんですが、わからんことはありませんけ

れども、本来これは、生活保護というのは憲法25条で書かれておりますところの、

いわゆる最低限の保障みたいなもので、国の責任みたいなものですから、それで

やるならば、これは本来、国の責任である生活保護は出先機関、国で直営するか

という話になって、地方が疑われている方が、地方としては甚だいろいろ言いた

いことがいっぱい出てこりゃせんかなという感じがしました。 

次に（４）「施設整備を含め」というところにいろいろ書いてありますけれど

も、公共投資関係の補助金を税源移譲の対象とすることは、これまでの考え方を
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覆すということが書いてありますけれども、この種の話は、閣議決定やら何やら

にされたことはありませんし、国費の財源というのは、もともと建設国債だろう

と思いますので、その償還は最終的には国税で行われるということになります。

したがって、施設整備の考え方は根本的に基本的に変更して、すべて地方団体に

委ねているということになっていくわけですから、そうすると、国費相当分の税

源移譲というのは必要なのであって、これは償還ベースで見れば、税というのは

必要なんじゃないのかなと思います。そうすることで受益と負担の対応関係の明

確化が図られ、国と地方を合わせた歳出全体が効率化し、国・地方を通じる財政

収支の改善に資することになりゃせんかなという感じがします。 

３ページ目、一番上の地方歳出を徹底に見直すというところだと思いますけれ

ども、私は、これは全く今回のプランにおきましても、基本方針2003に示されて

おります地方歳出の抑制方針というのは堅持をしておるということであって、こ

の方針を変更するといったことは全く意図しておりませんので、その上で地方が

安心していわゆる喫緊の課題と言われる、例えば治安維持とか、市町村合併とか、

地域再生とかいろいろありますけれども、そういったものに取り組めるようにす

るとの観点から、地方が自由に使える一般財源は減らさないという考え方を示し

たというように御理解いただければと思っております。 

３ページ目、「税源移譲を含む税源配分の見直し」として、その下に「税源移

譲については」というところから、最後のところの（４）も同じことなんだと思

いますが、先行決定プラス過不足調整という、役所用語的に言うとそういう表現

になったと思いますが、先行決定プラス過不足調整案というのは、基本的には既

定の方針の枠組みとは全然外れてはいないので、過剰な移譲というのは生じませ

んし、個人住民税、いわゆる基幹税ですな。基幹税の本格移譲というものを実現

する意味でも、18年度までに個人住民税の本格的な税源移譲を実施という枠組み、

国民との約束かな、そういったものを守るために提案しているのであって、私ど

もは18年度の予算というものを考えるときに、これは４兆円の補助金の改革の結

果を待って税源移譲の全体額を後から決めるというのは、18年度税制改正を実現

するのは不可能ということになろうと思いますので、そういった意味では先行と

いうのは、決して無茶苦茶なお話を申し上げているのではなくて、補助金をカッ

トし損なった場合、お返しするということを言っておるんですから、そういった

意味では無茶苦茶なことを申し上げておるというつもりもありませんし、Ｇ７で

帰ってこられた谷垣さんをいたわる気持ちには全然変わっておらんという点も御

理解いただければと思っております。 

４ページ目、（２）に「したがって」というところが書いてありますが、ここ

のところは、今のところと少し重なっているんだと思いますけれども、全体の税

源移譲の規模というのは、補助金改革の結果に応じて決定ということで、これは

骨太の2003のルールどおりでして、これは待っていたら間に合わなくなるという、

18年度の税制改正ということをきちんと言うことになりますので、そういった意

味では、これは不足した場合は逆移譲とか、追加移譲とかいろんな表現があるで
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しょうけれども、そういったことをしていけばよろしいんだと思っております。 

次に、（３）のところの①、②書いてありますけれども、ここの税源配分の見

直しというのは、個人所得課税の中だけで行うとか、それから、個人所得税の枠

内で行うなどという合意をしたことはないと思いますので、これは明らかに認識

が財務省の場合違っていると思っております。基幹税で移譲すれば、これは過不

足調整が必要になるのは当然のことですので、当然のこととして、骨太2003でも

税源移譲を含む税源配分の見直しということを行おうとしておりますので、他の

税目で調整のために逆移譲というのが仮に発生したとしても、既定の方針には別

に反しないんじゃないでしょうか。税源の偏在性が少なくて、税収の安定性を備

えた地方税の体系を構築するという税源配分の見直しということなんでして、基

本的には、2003の趣旨を具体化するものだというように思いますので、ここでち

ょっと延々と議論しても始まりませんけれども、基本的に今言われたところに関

しては、そういったようなことを考えております。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） いろいろおっしゃったので、どこから反論しようかなと思うんですが、

補助率の引下げの効果がスリム化に資するとは経験的には言えないということで

あります。確かに、これは首長がどうあるかというようなものが非常に大きな影

響を持つことは間違いないと私も思います。麻生先生のところも、多分、首長が

非常に頑張られたんだと思いますが、他方、やはり性悪説をとるわけじゃないで

すけれども、やっぱり放漫なところがあるのは事実ですから、それに対しては私

は一定の効果があるのではないかと思いますね。 

それから、公共投資の補助金を税源移譲の対象とするのは難しいというのは、

建設公債発行対象経費というのは大きいと思うんですね。償還ベースではおっし

ゃるけれども、やっぱりそれは最終的にはそうなるんですが、しかし、全体の地

方財政計画というものをスリム化しなきゃならない面があるのは、何度も申し上

げなきゃならんことだと思います。それで、現実に今年は地方の都道府県を見ま

すと、相当どこも苦労していただいて、プライマリーバランスがよくなっている

ところが多いですよね。それはやっぱり赤字地方債を削減していく。そして交付

税を削減することによって、国債が減っているという面が非常に大きかったと思

います。 

それから、先にやることは、税源移譲することは何の不都合もないじゃないか

とおっしゃったけれども、やっぱり権限と財源というものは見合いですから、ど

ういう権限を譲っていくかという議論なくして先にやってしまうというのは、緩

みの原因だろうというふうに思います。差し当たって、それだけ申し上げます。 

（麻生議員） いろいろあろうかと思いますけれども、これは明らかに首長さんの意

識を変えることは確かだと私も、それは率直にそう思います。これまで知事さん、

首長さんが変わって、そういうのが下がったり、上がったりしたのは過去にもい

っぱいありますので、そういった意味ですけれども、金が下がったからどうのこ

うのという話ではなくて、意識の違いだと思っております。 
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２つ目のいわゆる補助金の話で、地方はおさまったじゃないかというけれども、

預金を取り崩した話がいっぱいあるということを忘れないでいただかにゃいかん

ところで、地方は基金を大幅に取り崩したという数字は、よく御存じのところだ

と思いますので、その預金を下ろした上での話という点もひとつ忘れていただい

ては困ることなので、もともとは、この話は地方に対しては、ぜひ地方で単独事

業をやれやれやれと勧めたバブルの時代の後始末という点もいろいろ含めて、こ

れはいろいろ地方としては言いたいところもいっぱいあるところだと思いますの

で、私どもは、この話は先にカットすればどうのこうのと言うけれども、補助金

をカットして努力をして、いろいろ下げたはいいが、地方にとりましては、その

分だけ、それに見合うだけ税源が確かに移譲されるかという保証に関しては、４

兆円の補助金改革をしたら幾ら税源が保証されるんですか、スリム化した分。ス

リム化した分と言うんでしたら、この何年間かにわたって交付税は毎年１兆円減

らされておりますし、地方の公務員の数というのは、大幅に減っておるというの

も御存じのとおりですし、かつ、おまわりさんなんか増やした上で、この９年間

連続して地方公務員の数は減っておりますし、そういった意味では、地方は結構

努力しているという点で、何となく財務省では地方は努力しておらん、努力して

いるのは財務省だけだという、悲劇のヒロイン的な思い込みが激しいような気が

します。 

まあ、いろいろありますけど、ここでやるような話じゃないでしょうから。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 総務省と財務省と対立すると、去年は大先輩同士だからもっと激しい、

荒々しい対決がありました。大分上品になられて、我々、介入する余地ないので、

ただ、本間さんの提案書のどこかで……。ただ、僕は、麻生さんが停滞している

三位一体を動かすために、税源移譲をまず始めるというのは１つの発想だと思い

ますが、有識者ペーパーに書いたように、「真に地方の権限と責任の拡大につな

がる国庫補助負担金改革が不可欠である」ということも事実で、それも一体とい

うと動きがとまっちゃうんですね。どっちかが先に、一緒にということはあり得

ないので、ちょっとでもいいから先にというときに、総務省のいう税源移譲とい

うのを、しかも新聞にあれだけ書かせたというのは１つのインセンティブにはな

っているというふうに思います。それ以上申しません。 

あとは、今日の骨太に向けて中川大臣が提出された新産業創造戦略、大変に民

間の努力というものを骨太の中でも、経済活性化に向けた重点施策の中の地方再

生や新産業創造戦略の策定の実施のところで、これはすべて同等に扱うのではな

くて、どこにアクセントを置くかということはよく議論させていただいて、重点

的に前へ走らせるというのが経済活性化の基本ですから、これはぜひ御相談の上、

そういうプライオリティをつけたい。 

それから、民の改革の推進のところでも、民もたるんでいる民とよく頑張って

いる民があるんですね。これは地方自治体でもいい首長の政策を見て改革と言う

か、最悪のものを見てでは全然論理が変わってくると同じで、民の改革でも、非
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常にかすんでいる民というものをどう活性化させるかということを、この新産業

創造戦略の裏には全部あるので、その辺のところもぜひ一回御相談をしたいなと

思いました。 

特に内にこもって、これだけ国際化しているのに、全然国際的な荒波を受けよ

うとしない業界を政府が助け過ぎることはよくないと思うんです。まず荒波に当

たることだと。波に晒されているところは、現に真っ正面に受け止めているとこ

ろは、９勝１敗ぐらいで前へ進んでいるのに、もっぱら防波堤に隠れるというこ

とをして、ともすれば、政府はセーフティネットの名のもとに保護し過ぎている

ところがあるので、その辺の風通しの問題も、こういうふうな言い方をすると非

常に反発を買うわけで、経産省というのは、そういう点、言葉が多いですから、

上手にどう表現したらいいかということを御返答願いと思うわけであります。 

それから、話を聞いて僕が勝手に「持続的な安全・安心の確立」の中に社会保

障の問題と少子化、高齢化の問題だけしか書きませんが、やはり今非常に大事な

のは、安全と防衛という総理が警官を増やして、安全と防衛についての治安です

ね。そういうものについては、やはり単に地方自治体の警察を増やすというだけ

じゃなくて、ＩＴ武装やハイテク武装を込めて、相当積極的に世界の範となるよ

うな近代技術というものを投入することを、これはむしろ経済産業省とも相談し

ながら、どの分野で治安力というものを、技術的に高めることができるかという

可能性を、ぜひここで来年度の問題に入れたいなというふうに考えております。

以上です。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 最初に御披露のありました民間有識者ペーパーの「骨太2004に向けて」

という中でございますが、１ページ目のちょうど真ん中あたり、「平成16年度の

課題」の「・」の２つ目のところでございます。「政府・日銀が一体となって政

策努力を行うことにより、デフレ克服を確実なものとし、平成18年度に名目２％

成長を目指す」、この部分でございますけれども、日本銀行の金融政策は御承知

のとおり、明確な政策体系をもって臨んでおりまして、物価の安定、今で言えば

デフレの克服、より具体的には消費者物価指数の前年比上昇率が安定的に０％以

上になることという数字的なターゲットを設定して、そういう体系をもって行動

しております。同時に、数字を伴った名目成長率は金融政策のターゲットとはし

ておりません。したがって、ここのところは、「デフレ克服を確実なものとする」

という部分は、日本銀行の持っております政策体系と政府の政策体系との接点が

非常に多い部分ですから、一体となってというのは非常に適切な表現だと思いま

すが、「平成18年度に名目２％成長を目指す」というところの主語に日銀が入る

とすれば、これは国民に誤解を与えることになりますので、ここはぜひ分離をし

ていただいて、名目成長２％目指すという部分は、例えば、その次の「・」の「景

気回復の裾野を広げ、安定した成長を実現し」云々というふうにつなげるか、あ

るいは全く独立の「・」にするか。いずれの方が明確じゃないかと思います 

（竹中議員） ちょっとそこで確認なんですが、名目成長２％を実現するというのは、
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実は与党も掲げているし、総理の公約などでも出てくるわけですけれども、そう

すると、そこには日本銀行はコミットしないと、そういうことにあえて言えばな

るんでしょうか。 

（福井議員） 経済の健全な発展を目指すというところでは大きく包摂されますけれ

ども、中央銀行の政策体系として、名目成長率２％といいますと非常に特殊な意

味を持ちます。したがって、ここは金融政策の輪郭の表現の仕方としては、ぜひ

別建てにしていただかないと、これは国際的にも誤解を招きます。日本銀行は名

目成長率をターゲットにしたのかということになりまして、これは否定せざるを

得ないので、そうなりますと、かえって国内政策上の整合性を逆に問われること

になりますので。 

（竹中議員） ここは多分、執筆側、これは私が言うのもおかしいですけれども、政

府・日銀が一体となって政策努力を行うことによって、それで政府としては、２％

成長を目指すということだと思うんですけれども、そこは文章の書き方でありま

すから、御趣旨を踏まえて少し考えたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 組織論として、総裁のおっしゃることも私も十分理解できるわけです

が、政策手段の多様な活用という点では、財政、金融その他の手段というものが

名目成長率、総理の御発言等、あるいは施政方針演説の中でも入っておりますか

ら、そういう意味で、総動員でこの目標を達成するんだという意味合いにおいて、

ここは我々理解をしておるわけです。そういう意味で、例えば、財政金融等の政

策を一体となって活用するというような形で、ここは一本化をするということは

不可能でございましょうか。 

（福井議員） はい、不可能だと思います。この点は明確に不可能だと思います。政

府の経済政策と平仄の合うような金融政策をするというのは当然ですけれども、

名目成長率２％という具体的な数字にコミットするということは難しいと思いま

す。ここはぜひ明確に御理解いただきたいと思います。 

（吉川議員） こういうことではないですか。金融政策の方が政策決定の頻度も高い。

また、金融政策というのは、いろいろテクニカルな面も含んでいる。そこで日本

銀行としては、先ほど総裁もおっしゃったように、ＣＰＩを指標として、デフレ

の問題について、明確な目標として０という数値も挙げられている。それが日本

銀行としてはっきりとマーケットにも理解してもらうための行動原理だというこ

とだと思う。一方で日本銀行も、現在のような日本の状況において、名目成長率

がプラスになる方が望ましいという点については異存ないだろうと思う。ですか

ら、この主語が問題だということで途中で切って丸をつけた上で、政府が名目プ

ラスの成長率を目指すということについては、それがサウンドな政策目標だとい

うことには異存ない、それはよろしいわけですね。 

（福井議員） そういうことですね。 

（吉川議員） 金融政策の運営上、名目２％成長が目標だというふうにとられるとマ

ーケットとの対話で問題を起こすと、そういう理解でよろしいわけですか。 

（福井議員） というか、日本銀行の政策体系の理解が混乱するということになりま
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す。ターゲットを２つ持っているようになります。金融政策論からいきましても、

名目成長率というのをターゲットするのか、物価をターゲットにするのかという

のは、明確な議論が理論上あることは御承知だと思います。両方をターゲットに

するということは不可能でございます。 

（本間議員） Ｇ７でも総裁と谷垣大臣に御出席していただいて、金融の問題という

のは、もちろん日銀の専管事項であるということは我々認めるわけですが、しか

し、金融という面でも非常に多様な側面があるわけでありまして、国債管理政策

もしかりでありますし、金融庁の支出全体の管理の問題も当然あるわけで、政府

というときに、日銀の金融緩和に対するシグナルとしての政策の問題と、金融全

体の中における日銀の部分性という問題と、政府というものの定義の問題、これ

をどういうように仕分けしていくかということは、やはり慎重に私ども理解しな

ければいけないわけですから、政府というような言葉の中に、日銀を含むという

意味合いすらある、定義によってはあり得る話でありますので、そういう点で、

私はブローダーな意味で、政府がこの問題についてコミットする、つまり、改革

と展望の試算の中には、やはりこの２年後にちょうど名目と実質のマッチングの

プロセスというものを明示して、もう既にあるわけでありますから、そういう点

での問題を共有していく、意識を共有するということは必要じゃないでしょうか。

（福井議員） 政府の目標を共有できないとか、尊重できないということを申し上げ

ているわけではございません。もし、尊重できないのであれば、明確に申し上げ

ます。そういうことを申し上げていないということは、その価値観を十分尊重し

ながら、我々政策運営をやっていくということですけれども、数字的なターゲッ

トを２つ持てということだけでは、ぜひ避けていただきたいというふうに思いま

す。 

（本間議員） 表現的な問題では、今の御指摘も含めて、また検討させていただきた

いと思います。 

（福井議員） はい。 

（吉川議員） これは大事な問題ですから、私ももう一言発言しますが、やはり、私

は中長期的に中央銀行の独立性というのは非常に大切なことだと思います。私が

見るところ、現在、日本銀行と日本政府というのは、広い意味での政策目標その

他で齟齬があるとは思いません。非常によい協力関係にあると思います。その意

味で、総裁の言われたことを私は理解できます。 

（竹中議員） 整理しますと、政府は名目２％成長にコミットしている。しかし、日

本銀行がコミットしているわけではない。日本銀行がコミットしているのは、消

費者物価にターゲットを当てたデフレの克服である。 

（吉川議員） 政策運営上の数値目標としてはコミットしていないということだと思

います。 

（福井議員） そういうことです。 

（竹中議員） そうしますと、いずれにしましても、政府としては名目成長の２％を

達成するという公約は実現しなければいけないわけで、そのシナリオをいかに提
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示していくかという説明責任が問われると。それに当たっては重要なパーツとし

て、デフレの克服のシナリオというのが大変重要になるわけですけれども、それ

に関して、日本銀行が数字的なコミットも含めてやっているということであれば、

それに対する日本銀行としてのシナリオというのは示していただけるんですかね。

（福井議員） シナリオは示していると思いますけれども。 

（竹中議員） それは、例えば我々は何年までに２％成長という形での政府としての

コミットメントをしていると。その意味では、同じように何年までにこういう条

件が整えば、これはいろんな制約はあると思うんですけれども、物価のデフレ克

服が可能になると。そういう時系列も含めたコミットメント、コミットメントで

なくてもいいと思うんですが、シナリオの提示というのは可能なんでしょうか。 

（福井議員） 実際には非常に難しいと思います。 

（竹中議員） それはできない？ 

（福井議員） はい。 

（本間議員） 今、日銀がコミットされているのは、ＣＰＩが安定的に上昇基調に乗

るまでのスタンスをマーケットに示されているということだけでございますね。 

（吉川議員） 同時にＣＰＩプラス経済状況を総合的に判断するという条件も付け加

えられているんじゃないですか。 

（福井議員） ブレークダウンすれば３つのことを言っておりますね。 

（竹中議員） 日本銀行の独立性及びそこのターゲットの明確化という観点からは、

非常に総裁の御主張は理解できると思います。一方で、我々として常に直面する

のは、国会等々で、どのようにしてシナリオで２％成長を実現するのか、そのシ

ナリオを明確に示せ、これは我々としてはいろいろな形で示さなければいけない。

そのときに実質成長についてはいろんな形で議論もしているんですけれども、物

価がどのような形になっていくかということに関しては、実はなかなか我々とし

ても説明が難しい。そこは日本銀行が、それを目指してコミットしておられると

いうことであれば、そのシナリオをもう少し詳しく示していただくということは

我々としては大変ありがたいことである。そういう素直な気持ちを持っているん

ですが、そういう点に関してはいかがでしょうか。 

（福井議員） 具体的な期限を示せということは随分議論いたしましたけれども、現

実にそれはなかなか難しいということに、少なくとも今までの議論ではそうなっ

ております。 

（竹中議員） そうすると、我々もそのシナリオを言うのが大変難しくなってくると

いうジレンマがあるんですね。ここは中央銀行の独立性という大変重要な、ここ

はここで尊重しなければ、マーケットからの信任も損ねると思います。日銀のお

立場は十分に尊重するとして、政府としてのコミットメントをどのように実現し

ていけるか。それについては引き続き、ぜひ我々も知恵を出しますので、総裁の

方でもいろいろお考えを賜ればというふうに思います。 

（牛尾議員） 企業としては、名目成長が上がることが一番業績的に直接反応します

ので、実質成長だけでは企業は数字になりませんから、おっしゃる日本銀行の立
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場と政府の立場の違いというのを非常によく理解しますけれども、それが政治の

論戦の場で、まとめてどうだというふうに来るわけですから、非常に難しい問題

があるわけですね。 

（吉川議員） いずれにしても、ベクトルは同じ方向を向いているわけです。政府と

日本銀行は完全に同じ方にベクトルを、同じ方向を向いている。 

（竹中議員） これは以前からそうだと思います。 

（本間議員） ですから、具体的に担当相のお話を敷衍すると、ＣＰＩが安定的に上

昇域に入ってくるという問題と名目成長率２％を達成する時期がどちらが早いか

と、こういう問題が具体の施策の中で、シナリオとしてどう描き切るかというこ

となんだろうと思うんですね。そこをミッシングなファクターとして……。 

（福井議員） どちらが早いかは一概に言えないんじゃないでしょうか。 

（牛尾議員） 方向性さえ合えば、期限はそう問題ない。 

（福井議員） 方向は必ず同じ方向に向かっていると思います。 

（牛尾議員） 期限を設けることは……。 

（本間議員） そのときに、市場がＣＰＩの方が早いという予測のもとで、次のステ

ージで日銀がどのような行動をとるかということに対しての関心も恐らくあるん

だろうと思いますし、名目成長率の２％の達成のためには……。 

（福井議員） 政府の明確な方針をここに盛り込まれた場合に、日銀が今の階から、

それがいけないと言っていない限り、消費者物価指数がプラスの領域に入ってき

ても、その方針は引き続き尊重し、経済・物価情勢を幅広く点検して運営すると

いうことは、全体の体系で明確なわけですね。 

（中川議員） 別の議論でいいですか。 

（竹中議員） どうぞ中川議員。 

（中川議員） 先生の骨太2004ですけれども、新産業創造戦略も要は一言で言えば、

人間力の発揮をどうやって支援するかということだと思うんですが、その土台は、

ここにあります安全・安心ということで、今日、朝ニュースを見ていたら、東京

都のごみ収集に従事する方が、救急救命の資格を持って応急措置ができると。非

常にいいことだなと思っているんですけれども、卑近な例ですが、私の家の周り

が暗いんですけれども、おまわりさんがいてくれると非常に安心だということを

言っていただけるわけで、ぜひ、おまわりさんとか消防とか救急というものが、

まずきちっと機能するということから、すべてのことが始まると思いますので、

そういう意味でお書きになっていらっしゃると思いますけれども、私からも特に

お願いいたします。 

（竹中議員） 麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） 今の中川先生の話だと、消救車というのを御存じでしょうか。消防車

と救急車と足したものです。名前が霊柩車に聞こえるからやめろと言ったんです

けれども、消救車というのを新しく総務省が認めます。これは消防車の出動回数

と救急車の出動回数は、比較にならないほど救急車が多い。タクシー代わりに呼

ぶようなものもいるから腹が立っているんですけれども、とにかく多い。 
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（牛尾議員） あれは請求するんじゃないの。 

（麻生議員） 払えばいいけれども、払わないですから。それに対して、消防車をつ

くると金がかかりますもんですから、消防車の中で蘇生ができる程度のものに、

高さを高くして、２人乗れるような消防車と救急車と一緒にした消救車というも

のを新たに総務省としては認めて、今、その指導をしているところです。これで

は立って蘇生ができないから、この高さをもう少し高くしろとかいろんなことを

今やりつつありますが、いずれにいたしましても、そういった効率的なところを

やらにゃいかんと思っております。１点です。 

もう一個、先ほどマイスターの話が出たんですが、これこそ忘れられている大

事なところだと思っているので、１級建築士なんか幾らつくったって家は建たぬ

のですから、大工と左官屋がいなければ家は建たんわけでしょう。１級建築士な

んかを幾ら集めたって家は建たんという現実に立ったときに、何となく技術の話

だとみんなその話をされるけれども、現場でやっているものの話で最近の中で最

もわかりやすいのは、新日本製鐵八幡製鉄所の話なんですが、タタというインド

最大のコングロマリットなんですが、これが冷延圧熱の機械、あの機械をフラン

スに発注した。フランスで発注してできた、流した、とまった。フランスじゃ例

によって、うちはつくるだけでオペレーションの契約なんかどこに書いてあるん

だと開き直ったわけです。それでタタは頭にきて、フランスには頼まんと。頼ま

れたのが新日本製鐵八幡製鐵所で受けている。送ったのはたった２人の人で、持

っていった道具はたった２本の鉄のすりこぎ棒だけ。それで行って流し始めたら、

ばたっととまった。「いつもここか」と言うから、「そうだ」と言ったらもう１

人の人に向かって「やっちゃん、７番、８番？」と、「７番じゃろう」と。いき

なりそのモーデルをとらえたらスルスルと……（笑）。それでタタの社長は「オ

ー、マジック、マジック」と言って、とにかく大騒ぎだったんですって。新日本

製鐵八幡製鐵所の所長と、あとマンタリーという大阪大学を出た人で、この人は

首になる覚悟でついて行った。それによって何億円の技術指導料をもらったわけ

です。それで、その２人に感謝して、ありがとう、ありがとうと言ったら、その

２人はけろっとした顔をして、こんな簡単な仕事でわざわざインドまで旅行に連

れてきてもらって悪いねと言ってえらい感謝されたという話なんです。 

これは本当にあった話ですから、そういった意味でこの２人こそ、私に言わせ

れば勲章ものなんですよ。何億円という金を稼ぎ出しているわけですから。新日

鉄なんて製造業でもない、あんなものはサービス業なんだといつも言うんですけ

れども、そういう時代になっております。その点も含めて、そういった人たちは

人間国宝として報われるかというと、ないわけですから、そういった意味では、

その人たちがしかるべきもので報われるというのは僕はいいと思いますけどね。

そういうのが頑張る人たちのもとだと思います。 

（中川議員） さっき申し上げたのも、要するに、技術というよりも技能を権威をも

ってみんなが大事にする。そしてまた、若いうちからそういうことができるよう

な制度ができれば、高校を出て、場合によっては中学を卒業して、それから高等
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専門学校とか、工業高校とか、こういうもののステータスといいましょうか、そ

れをもう少し上げていくというところからものづくりというものは始まっている

と思いますので、何とか賞なのか、芸術院、学士院でもないような、そういうと

ころをメンバーにするとか、ソムリエみたいなものだと思うんです。ソムリエは

ちょっと違いますか、ものづくりの資格。 

それから消救車ですか、私はさっきは治安ということでお話ししたものですか

ら、各省にまたがりますけど、警救車というのをつくったらどうですか。警察、

パトカーと救急車、ぜひお願いします。 

（小泉議長） 救急車は民間でやっているよ。随分繁盛している。救急車を民間で、

すごくいい装備で静かに運んでくれる。消救車というのは民間でやるの？ 

（麻生議員） 消救車は、まだ車をつくるところから始まっていますから。認める方

向で、ただし、２人乗れないと救急作業ができないもので、２人乗るにしてはス

ペースが……。今のまんまでもうちょっと大きくして、高くしてというのを指導

して、でき上がるところなんですけれども、次回にでも写真をお持ちします。 

（竹中議員） ありがとうございます。総理は今日15分にお出にならなきゃいけない

ということでありますので、それではよろしゅうございますか。 

では、若干の取りまとめをさせていただきますけれども、まず、骨太2004の枠

組みそのものにつきましては、大きな点では民間議員のペーパーの方向で進めさ

せていただきたいと思います。特に、三位一体の進め方については、今日、麻生

大臣、谷垣大臣の御発言を踏まえまして、ぜひしっかりとやっていくということ

だと思います。この点に関しましては、三位一体の全体像ないしは工程表という

のを、やはり、しっかりとここの場で作っていく。その意味では、地方の予算審

議も踏まえて、今年中にしっかりやらなければいけない。それで夏から秋にかけ

て全体の集中審議をこの場でやるということであろうかと思っております。 

あと、具体的にはデフレの問題に関しては、日本銀行の独立性を、これはきっ

ちりと尊重した、そのような書き方をぜひさせていただきたいと思います。同時

に名目２％成長達成という政府の公約を実現するために、どのような具体的な日

本銀行のお取り組みをいただけるか、この点はぜひまた御議論を賜りたいという

ふうに思います。 

それと、中川大臣の新産業創造戦略につきましては、これはよい方向ですので、

ぜひお取りまとめに御尽力をいただきたい。そのとき御意見がありました点とし

ては、プライオリティないしはアクセントをどうつけるかということに御配慮い

ただきたいということと、特にマイスター等々技能人材のことについてはぜひ力

を入れていただきたい。そのようなことであったかと存じます。 

（奥田議員） １つあったと思うんですけど、財務省と総務省の補助金と税源移譲を

どうするかという話は、これは結論なしということですか。 

（竹中議員） これは今日結論という問題ではありませんので、先ほど申し上げまし

たような観点から、全体像についての集中的な審議を一度この場で夏から秋にか

けて、これはかなり重い議論をしていただかなきゃいけないと思いますが、させ
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ていただきたいというふうに思います。 

（牛尾議員） まだ相互理解はないのね。 

（小泉議長） これはわかりやすくやって、税源と補助金、地方が評価しなくちゃし

ょうがないんだ。今までどれだけ補助金をやっていたのか。今度の補助金を俺た

ちにやらせてくれと、自由に使わせてくれと、税源くれと。話は極めて簡単なん

だけど、２人でやり合うとますます複雑になっちゃう。 

（麻生議員） ２人でやると話は通じるんだけど、後ろにくっついているのが出てく

ると話がこんがらがる。 

（牛尾議員） ２人で完成すればいいじゃない。 

（小泉議長） わかりやすくやってさ、具体的に今度。それで我々に判断する材料を

与えて、よろしくお願いします。 

（竹中議員） それでは、また次回よろしくお願いします。 

（以 上） 
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