
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

           

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 10 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  0 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年５月 11 日(火) 18:03～19:09 

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 細田 博之 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    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 

坂本 剛二 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）「基本方針 2004」に向けて 

3．閉会 

（説明資料） 

○マクロ経済からみた構造改革の進展 （内閣府） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004（骨子案） 

○基本方針 2004 に向けて（有識者議員提出資料） 

○経済・地域活性化、安心・安全に向けた重点戦略（麻生議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、今年10回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（プレス退場） 

（竹中議員） 本日は、「基本方針2004」に向けた御議論をお願いいたします。なお、
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平成 16 年第 10 回 議事録 

中川大臣は欠席しておられまして、坂本副大臣におこしをいただいております。

よろしくお願いします。 

審議の前に、構造改革の進展を概観しました資料を内閣府から提出させていた

だいておりますので、その説明をさせていただきます。 

（小泉議長） 細田官房長官初めてだ、そうでしょう。 

（細田議員） この度官房長官を拝命いたしました細田でございます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

（竹中議員） 失礼いたしました。改めてよろしくお願いいたします。 

それでは、構造改革の進展を概観した資料につきまして、大田統括官から御説明

をします。 

（大田内閣府政策統括官） 経済の景気回復と構造改革はどういう関係にあるかにつ

いてまとめましたので、簡単に御報告させていただきます。 

まず１ページは現状です。日本経済は、財政出動に頼ることなく、民需を中心

に着実に回復しております。企業部門は増益を続けておりまして、金融システム

が強化され、主要行の不良債権処理はこの１年半で９兆円以上減少いたしました。

雇用情勢はまだ厳しさが残っておりますけれども、失業率は2003年に13年ぶりに

低下に転じました。 

４ページですが、不良債権処理が進展しまして、不動産業、建設業を中心にほ

とんどの業種で不良債権残高が減少しております。これが株価にも反映していま

す。５ページ、図１は、小泉内閣が発足いたしました2001年４月26日を100 とし

ました株価の推移を示しております。東証株価指数の上昇に連れて、併せて銀行

業、こちらも今、市場平均並みの水準まで回復しております。それから、６ペー

ジの下の半分、これは過剰債務をたくさん抱えました不動産、建設、卸小売業の

株価と利益を見たものですけれども、３業種とも対資産で見ました利益率、それ

から株価、共にようやく回復に転じております。 

こういう不良債権処理によりまして、当初は、失業がかなり出てくるというこ

とが予測されておりました。13万人から19万人と推定しておりましたけれども、

当初、予想したほど失業は増加いたしませんでした。７ページ図１にございます

ように、高い水準ではありますが、地域ごとにほとんどの地域で失業率がこのと

ころ低下しております。この背景にありますのは、倒産自体が低く抑制されたと

いうことと併せて、倒産の中でも企業を清算する清算型ではなくて、再建型の倒

産が増えました。図２にございますが、再建型を支える法制度、あるいは産業再

生機構という体制が整ってきたということがございます。 

11ページにございますように、企業は情報化投資、研究開発投資をこのところ

増やしております。この１つの要因は、2003年度からスタートしました研究開発

減税、設備投資減税がございます。12ページの上の段にございますように、アン

ケート調査によりますと、この２つの減税を既に使っている企業、これから活用

する企業と合わせて８割以上の企業が企業関連税制を評価しております。 

それから12ページの下の段、最低資本金規制を５年間適用除外にする特例が昨
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年２月にスタートしまして、新規設立の件数が急増しております。年間１万社の

新規設立が見られます。 

17ページ、金融部門における動きを少し御紹介いたします。図１にございます

ように、株式売買代金が増加します中で、個人の株式売買シェアが増加してきて

おります。日本は個人株主が少ないと言われておりましたけれども、売買シェア

が増加しております。この背景にありますのは、18ページにありますような証券

税制の改革が後押ししたということがあるだろうと思われます。 

今回の景気回復の背景には、財政出動で景気浮揚はしないという大きなマクロ

政策の転換がありました。それを受けまして、21ページの図１にございますよう

に、一般歳出が抑制されております。 

これに対して、22ページの上の図２、図３は、私どもが行いましたアンケート

調査です。小泉内閣が構造改革の１つとして、まず財政改革に取り組んだことを

６割の方が「適切である」と評価しておられます。それから歳出の中身を変える

メリハリづけの努力をずっとしてまいりましたけれども、これに対しても、「歳出

の中身は大胆に変えられてきた」、あるいは「歳出の中身はある程度変えられてき

た」という方が７割近くを占めます。以上、財政支援を抑制しながら、民間が力

を発揮する環境を整えるというところに構造改革の意義があったと言えます。 

25ページですが、残された課題としまして、まず、デフレからの脱却にはまだ

一段の政策努力が必要です。それから若年失業率は10％という高さにございます。

それから地域再生ももう一段の取組みで、この景気の回復を浸透させる必要があ

ります。それから財政構造改革には引き続きの努力が必要です。私の方からは以

上です。 

（竹中議員） 基本的に、骨太方針をまとめるに当たりましての現状認識を確認する

意味で内閣府で取りまとめをいたしました。コメントがもしございましたら言っ

ていただいても結構でございますが、麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） 25ページ、不況からの脱却であって、デフレからの脱却、デフレでも

景気がいいことがありますから、「デフレ不況からの脱却」の方が正しい表現じゃ

ないでしょうか。感じたところまで。 

（大田内閣府政策統括官） 今、景気は回復しております。しておりますけれども、

緩やかなデフレが継続しておりますので、現状は必ずしもデフレ不況とは言いづ

らい状況にあるかと思っておりまして、この表現を使っております。 

（麻生議員） デフレでも景気がいいことがありますから。だから、インフレでも不

況があるのと同じように、デフレでも好況がありますから、デフレから脱却する

は難しいところですな。 

（竹中議員） 課題として書いているということでございます。奥田議員。 

（奥田議員） 一番最後の25ページの「地域再生」のところですが、私もゴールデン

ウィークにイタリアへ行って、いわゆるスローフードとか、アグロインダストリ

ーとかを見てきたんですが、地域再生のために、ああいう観光事業というのは、

非常にイタリアなんかにとって重要な産業だと思ったものですから、今後、観光
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事業というものについて、地域再生とうまく絡んでやっていただきたい、あるい

は、やらなきゃならんと、そういうふうに思います。 

（竹中議員） まさに骨太の議論を中心として議論させていただきたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。 

○基本方針2004に向けて

（竹中議員） じゃ、ちょっと先を急がせていただいて、また、戻っていただいても

結構でございますので。それでは、骨太の方針をこれから取りまとめるに当たり

まして、この骨子案といいますか、枠組み、骨子につきまして、事務局小平統括

官から説明をしてもらいます。 

（小平内閣府政策統括官） お手元に２枚のペーパーで、基本方針2004（骨子案）と

いうペーパーをお配りしております。これに基づきまして、簡単に御説明を申し

上げます。 

全体構成は、「はじめに」の後、１部、２部、３部ということで、全体を３部構

成にしたいというふうに考えております。「はじめに」のところでは、日本経済の

現状と構造改革が目指すところということをまとめるということでございまして、

１は「日本経済の現状と課題」ということでございます。２が「『集中調整期間』

から『重点強化期間』へ」ということで、「集中調整期間」は、来年の３月までと

いうことになっておりますので、その後の期間、２年間を「重点強化期間」とい

うふうに位置づけ、その中でデフレからの脱却を確実なものにしながら、新しい

成長に向けた基盤の強化を図るということにしたらどうかということでございま

す。 

    第１部では「『重点強化期間』の主な改革」ということで、５つの分野にまとめ

て記述をするということでございます。第１が「官から民へ」、「国から地方へ」

の徹底ということで、内容的には、ここにございますように、郵政民営化の着実

な実施、規制改革・官製市場の民間開放、地域の真の自立ということで、この中

で三位一体改革等についても記述をしたいというふうに考えております。 

２が「官の改革」の強化ということで、予算制度改革、行政改革、税制改革等

でございます。 

３が「民の改革」の推進ということで、ここにございますような起業の促進、

新しい企業法制、金融システムの一層の改革の推進等でございます。 

４が人間力の抜本的強化ということで、特に最近非常に問題になっております

若年者につきましての能力開発の充実、それから教育現場の活性化ということで、

教育委員会の改革でございますとか、学校の外部評価というようなものも含めて

まとめたらどうかというふうに考えております。 

５が持続的な安全・安心の確立ということでございます。まず社会保障制度改

革でございます。これは社会保障制度を一体的に改革するというようなことと、

あと来年の制度改正が予定をされております介護保険等についても記したいとい

うことでございます。あと、少子高齢化対策、治安の安全の回復等でございます。 

4




 

 
 

 

 

    

平成 16 年第 10 回 議事録 

第２部が「経済活性化に向けた重点施策」をまとめるということで、その１が

地域再生、２が雇用政策・人材育成施策の新たな展開ということで触れたいとい

うことでございます。３が「新産業創造戦略」の推進と市場環境・発展基盤の整

備ということで、幾つかこの中に取りまとめをしたいということでございます。 

第３部が「経済財政運営と17年度予算のあり方」ということでございますが、

第１がその考え方、２として17年度予算についての基本的な考え方を取りまとめ

たい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） 中身につきましては、後ほど民間議員からのペーパーもありまして、

ぜひそこで御議論いただきたいと思います。とりあえず、骨子につきまして、目

次、構成につきまして、もし御意見がございましたらどうぞ。 

（麻生議員） 予算配分の重点化というところなんだと思うんですが、これは総理に

もお願いしてスタートしました例の大陸棚という話は、このごろ私の知っている

範囲では、予算は、また全体の流れはというところにありますので、竹中先生に

お願いしておきたいのは、大陸棚につきましてはちょっと御一考を、きちんとし

ておいていただきたいと。これは期限が限られておりますので、国益にとりまし

てすごくでかい話ですので、よろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） 昨年の、これはどういうふうに……。 

（小平内閣府政策統括官） これは、具体的には仕上がりは補正予算でかなり対応し

たのではなかったかというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしまし

ても、今の御指摘を踏まえてどういうふうに書けるかと……。 

（麻生議員） 逆算しても大体半分になっているんですね。経団連はじめ民間は結構

一生懸命いろいろあれですけれども、これは何となくそのまま、実際問題、内容

を聞いてみますと、役所からある程度持ち寄りみたいなところもありますので、

なかなか、私ども漏れ聞いているなんていうと、いかにも抜いているような話で

品がないので言いたくないところですけれども、正直申し上げて、民間の方は結

構、これはえらいことがきているという意識がおありの割に、これは最終年度に

ぼそっとつけたらどうにかなると言っても、これは掘削する機械やらなにやらは、

絶対量が決められていますので、ある程度あんばいよくやらないと年度まで間に

合わないということになりますと、むざむざ国益を捨てることになりますので、

ぜひよろしくお願い申し上げます。 

（小泉議長） 企業も限られているんでしょう？ その掘削の技術ができるという会

社は少ないんでしょう。 

（麻生議員） すごい限られている。限られていて１社……。 経済産業省の持ってい

る船も水深二千何百メーターまで。そういったところもありますので、よろしく

お願い申し上げます。 

（竹中議員） 内閣の重要政策が漏れることのないように配慮して書かせていただき

ます。副大臣どうぞ。 

（坂本経済産業副大臣） 経済産業大臣代行として述べさせていただきます。 

第２部にありますように、現在、「新産業創造戦略」の最終的な取りまとめの段
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階に入っておるわけでございますが、第３部にございます「経済財政運営と17年

度予算のあり方」の中で、経済活性化に向けたしっかりした取り組みを実施でき

る、こういう取り組みに予算を重点化する旨、明記することが必要ではないかと

思っております。次回の会議で提出予定の「基本方針2004年」素案では、この旨

を反映することが大変重要だと、こう思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

（小泉議長） この「４．人間力の抜本的強化」の中で、雇用の問題ね。ミスマッチ

が多いということで、足りないところは幾らでも人がほしいと。ところが、若い

人は10％も失業率、これをうまく教育というか、訓練というか、意欲をかき立て

るような民間の力も借りてないですかね。どんどんとりたいというのに、どうし

てこれだけ失業率が高いのかね。 

（牛尾議員） 結局、雇用が横に流動できないという大きな昔からの慣習があって、

縦で動けるんだけれども、横に動かないためにこっちに来れないんですね。これ

はここにも書いてあるように、４大臣が一緒になって抜本的に縦の壁をなくすれ

ば、ミスマッチは大分減ると。 

（小泉議長） 雇用の方法も訓練も必要であると。 

（牛尾議員） そうです。中央と地方とか、学歴とか、官産学の間の枠とか、いろん

な枠があって、企業でも企業一家論でこうなっていますから、それが大分改善さ

れているし、ＩＴとか、情報によって個人が動くようになりましたけどね。しか

し、都会ではそういう傾向が大分出てきたけど、地方ではまだまだですね。だか

ら、抜本的に講じないとだめですよ。結局、ミスマッチに尽きるんですよ。横に

動いてさえくれれば、労働の質は上がるし、いろんな問題を一挙に解決できるの

ですが、そこは縦でたまっちゃっているという……。 

（竹中議員） ２年前のこの場で、雇用政策が非常に細分化され過ぎている、それを

もう少し硬直化しているものを柔軟に使えるようにしようという議論があった。

その中で、バウチャーのような、実際に利用券みたいなものを渡してやったらど

うかというのが議論として出されて、バウチャーという言葉もよくわからないな

ということで宿題になっている部分がございます。今の総理の御意向も踏まえて、

ぜひ民間議員にもいろいろアイディアを出していただきたいと思います。 

（谷垣議員） 今のお話は、要するに若者の意欲、意識の問題なのか、あるいは能力

の問題なのか、あるいは単なる需要不足によるものなのかというのをよく分析し

ていただく必要が私はあるんじゃないかなと思うんですね。バウチャーというの

も１つの考え方だと思うんですが、財政の立場からすると、趣味的な受講にまで

出してしまうようなことになるんじゃないか。やっぱり、そこは今のようなまず

分析をきちんとやっていただいて、それに適した施策は何か、この検討をやっぱ

りやっていただきたいと私としてはお願い申し上げます。 

（奥田議員） どんどん求人倍率はよくなっておりまして、最近でいくと、多分10県

ぐらいだと思いますけれども、10県は１以上になっているわけですね。そういう

ところは求人倍率はいい。悪いところは北海道、それから沖縄とか、そういうと
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ころは依然として0.5 以下ということですから、やっぱり今の横にいかに展開す

るかという話と、それから能力のミスマッチというのは非常に難しくて、一生懸

命我々も考えておるんですけど、やっぱり北海道、沖縄、九州、そこらあたりを

何とかしないといかんのじゃないかと思いますけどね。 

（竹中議員） 既に中身の議論に大分入っているようでございますので、骨子につき

ましては、必要があればまた変えますけれども、概ねこういう方向でやるという

ことで、中身に移らせていただきます。 

今日は民間議員からペーパーが出ておりまして、麻生大臣からも資料をいただ

いております。時間は今日は７時まででございますので、少し手短にぜひ御説明

をいただいて議論したいと思います。本間議員お願いします。 

（本間議員） お手元に「『基本方針2004』に向けて」という資料をご覧いただきなが

ら私の話を聞いていただきたいと思います。 

我々、特に今年はまず第一に、国と地方の改革を徹底することが重要だという

ことを強調をしたいと思います。これは初年度１兆円超をやったわけであります

けれども、この三位一体の改革の趣旨等も必ずしも地方のレベルでは理解もされ

ていないような部分がございまして、地方の裁量権の拡大という問題と地方行革

の推進ということが両輪となって、地方の活性化につなげていくというのが三位

一体改革の本旨だろうと思います。その意味で地方分権の改革推進会議等でこの

問題について議論をされておりますので、そういうものも参考にしつつ前進して

いくようなことを、この基本方針の中に織り込んでいくということだろうと思い

ます。 

２番目は、官の改革の問題であります。この官の改革の問題として、１つの重

点項目は特別会計の問題でございます。これは財制審等を中心にしながら、財務

省でも検討していただいておるわけでありますけれども、国民にわかりやすい予

算制度というものを実現していくためには、この２年間、重点強化期間としてこ

の問題に特に尽力をしていく必要性があろうかと思います。 

特別会計は、一般会計の82兆1,000 億円から繰入額47兆円にも達しておりまし

て、非常に大きなロットになっておりますし、前財務大臣が「母屋でおかゆ、離

れですき焼き」と、こういうようなことを非常に端的におっしゃったと思います

が、ここの見直しを我々としては各府省中期的な抑制の数値目標を設定すると同

時に、取組みの工程表を明らかにして、事務事業の見直し、一般会計の依存度を

計画的に引き下げていくということが重要であろうと思います。 

それから、財制審の報告書で、これは私もコミットしておるものでありますけ

れども、登記特会計について、廃止を含めたあり方の検討、地震再保険、森林保

険、船員保険についてそもそも国として保険事業を行うについて検討すべきとい

う提言もなされております。存立そのものをやはり議論していくというような考

え方もとり得るのではないかと考えております。したがって、17年度、18年度予

算においては、当面の17年度における取組みを諮問会議で報告をしていただくと

同時に、一般会計の繰入れを前年度以下に抑制するということが肝要であろうか
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と考えております。 

それから、金利上昇局面が今、起こりつつあるような、マグマがたまっている

ような状況でございますけれども、公的債務管理の強化をして、この問題につい

ておさおさ準備を怠らない形をつくっていくということが必要であろうと思いま

す。国債・地方債の情報開示、物価連動債など中期的観点からの国債発行の多様

化を進めると同時に、地方においても債務管理の改革に当たって、三位一体で改

革の整合をとっていくということをここでやっていく必要性があろうかと思いま

す。また、管理体制としてアドバイザリーボード的なコミッティー的なものをき

ちんとつくってリスク管理に対応するということも必要であろうかと考えます。 

それから、新行革大綱の策定の問題がございます。政府は、時代の変化に対応

して時代のニーズにきちんと即応するということの機動力が求められているわけ

でありますが、現行の行革大綱は、平成17年末が期限であります。新しい大綱の

策定に向け、16年中に検討を開始し、公務員制度や特殊法人等の改革、地方支分

部局の効率化・合理化を進めるとともに、我々としては公務員の民間との人事交

流、これを強化して、そして意識改革、あるいはその手法の革新というものを強

化をしていく必要性があろうかと思います。幹部職員につきましては、例えば、

自民党のマニフェストにもありますように、２割といった数値目標を掲げて積極

的に交流を推進すべきであろうと考えます。 

さらには税制改革であります。税制改革は、この包括的、かつ抜本的な案を重

点強化期間に検討すべきだということを強調したいと思います。特に最近、スイ

スのＩＭＤの発表によりますと、この法人税の問題がかなり大きな阻害要因とい

う具合に指摘されておりますので、現行の研究開発、設備投資減税が17年度に終

了するということもございまして、その後の法人課税についての国際競争力の観

点を重要としつつ検討する必要性があろうかと思います。また、貯蓄から投資へ

という流れの中で金融所得に対する一元的課税について、早期の実現を目指す必

要性があろうかと考えます。 

３番目は、民間活力の強化、これはＦＴＡ、あるいはＥＰＡの問題、経済連携

の問題でございます。これはアジアとの経済連携は、国内の構造改革と一体とな

って強化をすべきでありますが、戦略的に我々はここの部分をやはりしっかりと

取組んでいくということが必要であろうと思います。この点で特に看護師、介護

福祉士等の労働者の受入れ促進が重要でありまして、集中的に検討する場を政府

部内に設ける、こういうようなことを検討してみてはどうかと考えます。 

それから４番目、これは人間力の抜本的強化の問題でございます。人間力強化

のための戦略を検討していくということでございまして、やはりミスマッチの問

題等を考えますと、質的な問題と、移動の促進というもの、意欲の向上をいかに

実現をしていくかということが重要なポイントになろうかと思います。 

年齢階級物完全失業率の変化を見てみますと、直近ではこれが12％近くにまで

15歳から24歳のレンジで高くなっております。その他の部分がすべからく最近低

下をしているにもかかわらず、このレンジが拡大をしている。ここをこの将来か
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ら考えますと極めて重要な問題になろうかと思います。 

それを促進しておりますのは、やはり、新規大卒者の無業者の増加であります。

高校卒等に比べても、大学卒の無業者の比率というものが非常に増えているとい

うことでございますし、それが将来どのような影響を残すかということになりま

すと、下の図を見ていただきますとおわかりのとおり、新卒時にフリーターの者

が35歳未満まで、やはり54.8％とフリーターにとどまると、こういうことが大き

な特徴でございまして、フリーターの生涯賃金が20代に一番高くなって、それか

らだんだん下がっていくというようなことも統計的に表れておりますので、この

辺のところの集中的な対応ということが求められようかと思います。 

そういう意味でマッチング機能というものを政府部内できちんと向上させてい

くということになりますと、やはり雇用関連事業には、制度間の重複が非常に多

うございまして効率的ではない。ワンストップ化を進めて、制度上の再編成を行

っていく必要性があろうかと考えます。 

大阪の例をとりまして、職業斡旋等いろいろなレベルの中で、窓口は非常に多

いわけでありますけれども、現実にこれがどれだけ総合的な効果を上げているか

どうかということは疑問視されるところでございまして、この辺の総合力の活用

というものもきちんと議論をして、効果を上げていくという対応が求められよう

かと思います。 

また、この点に予算的な措置をとっておるわけでありますけれども、雇用保険

３事業の各種助成金、29の助成金があります。これを効果的に施策に結びつけて

いくためには、やはり各種事業費を大胆に整理統合すると同時に、先ほど竹中担

当相からお話が出ました手法の工夫も含めて、これは検討をしていく必要性があ

ろうかという具合に思います。 

さらに、教育現場の活性化の問題であります。職業教育という専門的な問題だ

けではなくて、やはりこの点について教員の質の確保が重要でございます。義務

標準法あるいは人材確保法について、本来の役割を果たしているかどうかを再検

討すべきでありますし、教育委員会がともすれば、大きな役割を果たしていない

のではないかというような指摘もございます。この辺についての改革を進めてい

く必要性もあろうかと思います。そしてさらに、高等教育機関について、大学の

学部・学科の設置の届出制移行、専門職大学院の拡充等、人材面から時代のニー

ズに柔軟な対応を図っていく必要性があろうかと考えております。 

今、話を申し上げましたけれども、基本的に人間力の強化をしていくような流

れの中で、政府部門の政策効果を評価し、検証していくときに、経済データ、統

計の整備というものが非常に重要な問題になってまいります。この点については、

吉川議員の方から説明をしていただきたいと思います。以上です。 

（吉川議員） 構造改革を小泉内閣は進めているわけですけれども、時代の変化とと

もにさまざまな制度は変わらなければならない。総理が進められている郵政改革

も、やはり時代の変化の中で見直そうということだと理解しておりますが、我が

国の統計をみると、そうした時代の変化を反映していないのではないかと考えざ
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るをえない。国の統計職員数は、全体で7,382 人ということになっていますが、

そのうち5,737 人が農林水産省、約８割ということでしょうか。アメリカ、フラ

ンスは御承知のとおり、先進国の中では農業大国でありますが、ざっと見て、農

林関係の統計の職員数というのは、シェアで１割前後ということになっているわ

けです。これに対して日本の場合は、先ほども言いましたように８割ということ

であります。 

現在の日本のＧＤＰについてでありますが、いわゆる第１次産業、第２次産業、

第３次産業と考えて頂ければいいでしょう。農業のシェアは1.4 ％ぐらいであり

ます。日本を含む先進国ではサービス産業化が進んでいるわけであります。 

それに統計が対応しているか。もちろん、職員数だけで決まるものではありま

せんが、しかし、我が国の統計は、非常に異様な姿になっているということがお

わかりになると思います。誤解されると困るので一言しますが、私は決して農業

いじめをしたいと思っているわけではない。むしろ、この会議でも日本の農業に

ぜひとも頑張ってもらいたいと、いつも申し上げているわけです。小泉内閣も日

本の農業にぜひとも頑張ってもらいたい。そういう基本的な考えを持っていると

思いますが、それが正しいと私も思っています。しかし、それとこれとは別だと

いう気がいたします。農業は農業できちっとした農政が行われて、日本の農業に

頑張ってもらいたい。しかし、国、経済、社会の鏡である統計の整備というのは、

これはまた別のこととしてあるということであります。統計にこだわって、立ち

入ってお話ししているのは、これが政府のリストラ、あるいは構造改革の一つの

試金石だと思うからであります。日本の統計、かなり異様な姿であるわけですが、

これが変わらない。幾らいろんな人が指摘しても変わらないのです。こういうこ

とを政府として変えていただく必要があるのではないか。予算についても大判振

る舞いをしない。そういう中で中身を見直そうということを３年間言ってきた。

成果は上がったと思います。しかし、まだ課題は残っている。ぜひとも中身を変

えるという一つの試金石として、政府として統計の改革に積極的に取り組んでい

ただけたらということであります。骨太の方針にも、このことを掲げるべきだと

思い、具体的な例ということで挙げさせていただきました。 

（竹中議員） 麻生大臣お願いします。 

（麻生議員） それでは、お手元に配布してあります資料をページごとに申し上げま

すが、国民の現下の関心事というのは、経済の回復、軌道に乗せることと、安心・

安全というものの実現ということであると、世論調査を見ましても、この２つで

あると考えております。私どもとしては、ＩＴとか、ＩＣＴと言われるものの活

用というものが、これはセキュリティの話も含めまして、ＩＣＴを使って安全で

あるという点を、ＩＣＴの安全より、ＩＣＴによって安全という部分というもの

を軸にして考えていくことが、今後の問題としては、大変大事なところだと思っ

ておりますので、そういう言葉を書いております。 

    ２ページ目、u-Japan と書いてありますが、「ｕ」はユビキタスという言葉の略

で、これはもともとはラテン語ですけれども、いたるところにあるという意味で、
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いつでも、どこでも、誰とでもというように御記憶をいただければと思いますが、

一番上の黄色のところにあるユニバーサルの「ｕ」にもつながるものかと思って、

2005年に間違いなく、日本というのは電子化された政府としては、最も進んだも

のであると思われますが、私どもは、ここに書いてありますように、高齢化とい

うのは避けて通れない世の中だと思っております。したがいまして、高齢化した

社会の中にあって、少なくとも、身体障害者とか、心身障害者とか、要介護者と

か、そういった人たちも、こういう技術の進歩によって、いわゆる税金を受ける

側から税金を納める方にという側になるようなものにしていかねばならないとい

うことで、ＩＴとかＩＣＴの使い方によって、そういったことに成り得るわけで

あって、ここに書いてありますのは、ｕ－Japan と書いてありますが、少なくと

もこういったものを2005年の目標達成の後、2010年までにはこういったものをや

っていくということで、音声入力なんて当たり前なものなのでしょうし、非常に

簡単で便利なものになるでしょうから、高齢者の人たちが遠隔地にいる孫と大型

画面で普通にしゃべれるというような感覚、そういった使いやすさが、これまで

のＩＣＴとは全然違って、使いやすいというところが大事だと思っております。 

したがいまして、2005年のｅ-Japanの目標達成への前に、目標達成を目前にし

ておりますけれども、ｕ－Japan 実現に向けていろいろ問題点を次の３ページ目

以下に書いております。地上デジタル放送の推進とか、また、過疎地での情報イ

ンフラの整備の推進とか、この間お話ししました電子タグとか、そういったよう

なものでＩＣＴによって安全とか、安心の確保、電波の利活用というものをやっ

ていかねばならぬというようなことが、３ページから６ページぐらいまで、自由

な活動をサポートするために、いわゆる政策パッケージとして考えなければいか

んと思っています。 

時間の関係で１つだけ、取組を説明させていただきます。７ページをごらんい

ただきますと、縦割りで構築されておりますレガシーシステムとか、よく言われ

ておるところは御存じのとおりですが、各役所はもちろんのこと、企業間でも情

報システムの問題というのは、機械が違うとか、システムが違うと互換性がない

ために不都合が生じることもありますので、Ｗｅｂサービスの開発をやっていき

たいと思っております。中央大学等々といろいろ組ませていただいて、自治体を

最初の実験台としていきたいと考えています。互換性を持たせる意味で、業種を

越えてこういったものができますと、産業全体としては非常に効率よくなります

し、いろんな大きな効果になると思っております。早急にアクションプランをつ

くり上げていきたいと思っています。これは、インターネット上で自由なデータ

交換や、いわゆるシステムの連帯を実現する技術ですけれども、そういった意味

で、こういったものの出します波及効果は大きいと思っています。次の８ページ

にも書いてございますが、８ページの２というところで、経済波及効果として、

約2010年には経済波及効果は120 兆というような形のものが出てくるだろうと思

っております。 

次に９ページ目に地域におきます安心・安全というものにつきましては、治安
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の悪化というのは結構大きな問題でありまして、安全の確立というのは大前提な

んだと思いますが、自主防災組織とか、今、国民保護法等でもやっておりますけ

れども、こういったものを使いますと、非常にうまく使える技術というのは幾つ

もありますし、また、阪神・淡路の大震災で救出された人の98％というのは、実

に住民のボランティアによるものでもありますので、そういった意味では、避難

するときの集合場所等々にいるとか、おれは生きているというのが、ちゃんとわ

かるようにしておくとか、老人に持たせておきさえすれば、ちゃんとできるとか、

いざというときに住民が便りにできるステーションというようなものをきちんと

つくっておかないといかんと思います。 

地域のパトロールにつきましては、既に三重県の四日市市でスタートいたして

おりますが、車の上にぐるぐる回っております青ランプをつけて住民が回ってお

るんですが、これは違反、あれは緊急車両の赤か道路パトロール車両の黄色じゃ

なきゃいかんという規則になっておるそうで、これはなかなか、そういったとこ

ろも難しいところでありますので、規制やら何やらに関係するところです。 

また、千葉県の松戸では公用車をパトカーみたいに白と黒に色塗りをいたして

おりまして、市民安全パトロールを巡回しております。四日市市の例におきまし

ては、法令違反とか、何とかということでいろいろ指導を受けたということにな

りましたけれども、少なくとも安全というものは青という意味では、こういった

パトロール活動のために必要な制度改正を講じるべきだと思っておりますし、事

実いろんな意味でほかにも10ページ、11ページと同じようなことが書いてありま

すけれども、ＩＴを活用した安心・安全の取組ということが非常に大きなもので

もありますので、これは神奈川県の横浜の緑園都市でやっていた例だと思います

が、いわゆる地域の大学、フェリスと組んでインターネットにＧＩＳを活用した

防犯、防災マップを活用いたしております。 

また、佐賀県では、警察とＰＴＡと学校が協力して、あらかじめ登録しておい

た保護者というものに対しては、防犯上の緊急情報というものを携帯メールで配

信するわけです。配らない、いきなり電話でボンとかかってくるというような形

をやりました結果、資料を配布する代わりにメールで送るということになってお

りまして、こういったものでは、いずれも効果が上がっております。 

その次のページは、この間、総理に御説明申し上げた消救車の写真をつけてお

りますが、その写真を見ていただきますと、右下のところにちょっと背が低いが

ために、この格好で頭打ちになっておりますので、なかなか長く続けられない。

それから、マスクを付けております人も、もう少し高くしてやりますと楽になり

ますということで、この消救車、名前はちょっと考えなければいけないかもしれ

ませんが、この消防車と救急車と一緒にしたものを、もうちょっとうまくやって

いけるというようなことを考えておるという例であります。 

13ページ目のところに「行政の構造改革の推進」と書いておりますけれども、

これは簡素で効率的なものにしていかなければいかんことははっきりしておりま

すので、そういった意味で、民間の負担の軽減ということになるのが本来の目的
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だと思いますので、56の独立行政法人の中期目標期間の終了時の見直しというこ

とで、組織の業務の廃止、民間・地方移管等との話につきましては、本年の夏か

ら前倒しで着手をいたしまして、本年度じゅうに相当数の結論を出します。また、

特殊法人等々の改革にセコムの飯田さんなんかがやっている参与会議というもの

に、この間に関しては協力をお願いをいたしたいと思っております。 

最後になりますけれども、一番最後の電子政府のＩＴ化に対応したということ

が書いてございますが、ｅ－Gov（イーガブ）を活用したワンストップサービスと

いうものの実現として、これは自動車税の納税等々いろいろありますけれども、

これは一括して一発でシングルウィンドウでできるワンストップでできるという

ようなものにやる。また、旧式なシステムを直すことによって、定員削減という

ことにもつなげられると思っております。 

行政立法手続というものをいろいろ検討していただいておりますけれども、行

政手続法に盛り込むということに関しましては、国民がいろいろ参加できるよう

にするということを精力的に考えていきたいということを考えております。 

総務省といたしましては、経済とか、地域活性化、特に安心・安全というよう

な社会の構築に向けて、今、ざっと申し上げましたように、こういったようなこ

とを重点して取り組んでまいりたいというように考えております。以上でありま

す。 

（竹中議員） あと時間が10分ぐらいになっております。次回の諮問会議のときに、

骨太の素案を出さなければいけませんので、その前提に、こういうことは重要だ

と、今までの説明があった中で、ここの点は違うのではないか。そういう点に絞

って、ぜひ手短に御発言をいただきたいと思います。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 本間先生に御説明をいただいたペーパーの中で、特別会計の事務事業

の見直しを取り上げていただいているのは、私もまた、引き続きここに突っ込ん

でいかなきゃいけないと思っておりますので、こういうのを取り上げていただい

たのを非常に、我が意を得たりという思いなんですが、ただ、中期的な数値目標

でいささか頭を痛めておりますのは、特会の大きなところは国債整理基金とか、

交付税特会とか、あるいは外為特会とかということになりますけれども、これは

みんなある意味では、国債の償還とか、外為特会にしても数値目標を設けて、来

年度の介入はこれだけに抑えろというのもなかなかいかないので、その３つで大

体７、８割になると思いますが、あんまり数値目標というのは馴染まない。 

あと何だということになりますと、年金とか、それはまさに今やっていただい

ているような、どういう制度改正をすべきかという議論が中心で、その出口のと

ころの特会の数値目標で押さえていくというのは、どうも制度改革というところ

が本筋じゃないか。むしろ、数値目標ということをするんであるならば、医療や

介護を併せた上での社会保障給付全体をどう抑制していくかという発想でいかな

いと、特会の数値目標というのは非常に難しいと思います。 

あとは公共事業ということになると思うんですが、公共事業に関しては、過去

長期計画みたいなものがある意味では弊害があった。それはやめようということ
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になって、それとどういう関係に立つのかというような議論があると思いますの

で、数値目標というのはたくさんの中に、あるいはそういう手法でいけるのもあ

るかもしれませんが、概して言うと、数値目標というのは、なかなかちょっとき

ついなというのが私の実感でございます。 

（竹中議員） 反論は当然あると思うんですけれども、それは次回にしていただいて、

問題点ということで出していただきたいと思います。坂本副大臣、麻生大臣の順

番でお願いします。 

（坂本経済産業副大臣） 代理としてまた発言させていただきます。ＥＰＡについて

でございますが、これは持続的に経済成長を図るためには絶対必要なことであっ

て、他国に遅れることなく、ＥＰＡに取り組むことが必要でありますが、今回、

我が国のＥＰＡ政策の本丸となる東アジアとの取組について本格化をさせていき

たいと思っております。関係省庁との連絡を密にしつつ、譲るべきは譲り、守る

べきは守って産業開発のさまざまな関係者が一体となって、広い意味での日本の

国益にかなうものとして、ＥＰＡを努めてまいりたいと思います。 

もう一点は、人間力強化のための戦略の検討についてでございますが、一昨年、

関係４大臣による若者自立・挑戦戦略会議を設置しまして、「若者自立・挑戦プラ

ン」を策定するなど、着実に成果を上げております。人材の強化は新産業創造戦

略の柱の一つでもあり、この４大臣会議なども活用して、産業界として一体とな

って職業教育に取り組むなど、各省庁が連携をして、さらなる取組を検討したい

と考えております。 

それから、麻生大臣の件について１点お願いしたいんですが、ｅ－Japan 戦略

を目指している方向と同じでありまして、いわゆる、ユビキタスネットワークの

実現は、まさに的を得ていると思いますが、今後ともＩＴ戦略本部を中心に、内

閣府と一体でその実現に取り組んでまいりたいと経済産業省としては考えており

ます。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） １と２、「『国から地方へ』の改革の徹底」と、その「官の改革」の２

つにつきましてですけれども、基本的には、地方の裁量権拡大というものの一番

の根本は税源移譲、地方の自由度を高める補助金改革ということになろうと思い

ますので、前回の４月26日の国と地方の改革に向けての税源移譲の１ページ目の

一番上のところに、「税源移譲については……三位一体の原動力となる」と書いて

あるのが、その後、話がなくなっているように見えるんですけれども、それは前

回も書いてあるから、今回は書いていないというように理解をさせていただいて

よろしゅうございますね。 

２番目、裁量権の拡大というところになってきておると思いますが、今、申し

上げましたように、この中にいろいろ条例等々が書いてあります。確かに保健所

なんていうのは、やめたいと思っても、保健所の所長は必ず医者でなければなら

んとか、村とか、小さな町でも教育委員会、農業委員会は置かなければいかんと

か、本当に置かなければいかんのかと、いろんな御意見は町村長からも出ておる
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ところでもありますので、こういったところは思っております。 

    ３番目のところの地方公務員の給与水準というところでありますが、一つだけ、

ぜひ御理解を、私も知らなかったんで御存じない方が多いんじゃないかと思うん

ですが、地方公務員の方が、実は国家公務員より学歴が高いんです。地方公務員

の方が大学卒というものは、都道府県でいきますと53％、国家公務員40％、正確

には40.9％、それから平均年齢でいきますと、都道府県が42歳、公務員が40歳と

いうことになっておりますので、この種の話もある程度考えておいた上でいただ

かないとなかなか難しいかなと思っているのが１点と、地方の場合、第三者機関

－人事委員会との関係もありますので、ぜひその点を御理解をいただきたいのと、

ラスパイレル指数がよく言われますけれども、これは昔の110.6 から今は100.1 

まで下がっております。当然、まだ高いところもありますし、100 以下もたくさ

んあるということと御理解をいただければと思っております。 

それから、そういった意味では、調整手当等々、国家公務員の見直しという話

がありますので、このところは人事院もいろいろ考えていただいておるようなん

で、この点につきましては、私どもとして人事院等々の話と一体になって考えて

いかなきゃいかんと思っております。 

次に２の「官の改革」のところになりますけれども、官の改革のところで地方

債の改革に当たってというところが当たり前のことなんでしょうけれども、これ

は普通に当たり前といえば、当たり前にとれるんですけれども、何となく当たり

前にとらないように、こういう役所と付き合っておりますと、段々当たり前にと

らない性格になりましたので、裏を返すようで恐縮ですが、例えば、小中学校は

ちゃんと地方自治体でつくれということで、国が言うわけですが、それに対して

の償還する等々の財源については、地方で手当しろよという意味だと、多分、地

方は学校をつくらぬということに成りかねませんので、そこのところにつきまし

ては、地財計画の方から除外すべきというような意味にとれぬこともありません

ので、そういう意味ではないと理解したいと思います。 

次、行革大綱の１つ目のところでありますけれども、与党において、これは目

下精力的にいろいろやっておられる行革大綱の課題として、いろいろ議論がなさ

れておると伺っておりますので、この方向でやっていきたいと思っております。 

２ポツ目のところの幹部職員と民間との人事交流について、多分、幹部職員と

いうのが課長以上ということになりますと約2,100 人、そのうち例えば２割とい

うと400 人、400 人を霞が関付近で引き受けてくれる会社というのは、なかなか

難しいんじゃないか、常識的には元民間側から言わせていただくと役人なんか来

てもらったって迷惑しますので、ここらのところはいかがかなと。目標、数値を

入れちゃうのはどうかなというのが、正直見た感じであります。 

（竹中議員） 今のは少し古いバージョンによる御発言かと思います。そういうふう

になっておりませんので、そこは適宜……。 

（麻生議員） それから公務員の削減ということで３つ目のところで純減目標を達成

した現行定員管理計画というところでありますけれども、これは実績としては国
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も地方も自慢してもいいほど、結構事は進んでおるように思っております。これ

の数はかなりの勢いで減らしてきておりますので、平成16年度までで見ましても、

独立行政法人への移行というのは20万3,700 人で、そのうち、大学で13万、病院

で４万、残りはすべて減にして、加えて警察官や何やら増やしておりますので、

そういったものを差し引いた数でいきますと、役人が多いと多いと言われますけ

れども、結構減っているという点も頭に入れておいていただかないと、私もこん

なに減っているという感じはなかったものですから、へぇーと思ったんですけれ

ども、実際問題として、さらに、この点につきましては、ＩＴ等々の部分があり

ますので、できるところもあろうかと思いますので、進めてまいりたいと思いま

す。 

最後の４ポツ目になりますけれども、国家公務員33万人といいますが、税務職

員とか等々で地方に出ておりますのが22万人、本省におりますのが約10万ぐらい

で、実は22万人は地方に出ておるというのが実態で、国家公務員全体の３分の２

に当たりますのは、出先におるということになっておりますので、この件につき

ましては、人事院は既に検討を開始しておりますので、寒冷地手当の見直し等々、

いろいろな法律改正も必要だと思っておりますので、人事院は既に交渉というか、

話を進め始めております。時間になりました。すみません。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 素案に直結しないかもしれませんので、恐縮でございますが、一言だ

け。吉川委員から非常に重要なお話があったと思いまして、統計の話ですね。こ

れは私どもで、例えば、新しい金融市場をつくると。例えば、デリバティブの市

場、あるいはＡＢＳの市場、その他、そういったときに非常に早い段階から統計

をつくり始めることをしております。なぜかといいますと、そういう市場の改革

創造のイニシアチブをとった後、統計整備が早く進みますと、そこの中に巻き込

まれていく人たちが、自分のポジションが認識されて、自律的に改革が進むよう

になるんですね。統計というのは昔のセンスでなくて、改革を促していくための

インフラみたいな性格を持っています。近代国家における改革と統制的な国家に

おける改革の違いというのは、そこに非常にありまして、近代的な国家における

改革というのは、国が最初にイニシアチブをとっても、あとは自律的な回転のメ

カニズムをつくる。そこにつなげるということで、統計が非常に重要な材料だと

いうふうに思います。統制的な国家はなかなか統計をつくりたがらないわけです。

勝手に動かれちゃ困るからなんです。改革というのは、その都度国が命令する。

ここに非常に違いがありまして、統計の重要性というのは、そういう意味で、そ

ういうセンスを持つということが、まず大事じゃないかなというふうに思ってい

ます。 

（谷垣議員） さっき麻生大臣がおっしゃった官民交流ですけれども、今の官民交流

法には、非常に厳しい制限がありますのと、それからやっぱり民間から国に異動

した場合に一旦会社を辞めることになり年金とか、福利厚生とかで不利になった

りするとか、こうした制度的な問題をまずは手当しないとなかなか動かないんじ
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ゃないかなという気がいたします。 

（竹中議員） 自民党の公約の中に実は数字も入っておりまして、それを内閣として、

どのようにするかというのは、引き続き御指摘の点も踏まえて検討しなければい

けないと思います。 

それでは、時間になりましたので、次回に今日の御議論を踏まえて素案を提示

させていただきたいと思います。若干の整理をさせていただきますが、非常に強

い反対のない部分については、今日のそれぞれのプレゼンテーションをベースに

して素案をまとめさせていただきたいと思います。 

特に、この点が重要だという御指摘があった点だけ繰り返し申し上げておきま

すと、これは総理をはじめ何名かの方が言いました労働の需給ミスマッチを解消

するための訓練、特に若者に焦点を当てた、その内容を充実させることが重要で

あろうということ。それと観光戦略が重要であろうということ。それとｕ－Japan 

等々ＩＴ戦略がやはり重要であろうということ。ＥＰＡ戦略が重要であろうとい

うこと。ここが特に強調されたということではないかと思います。 

それとまだ引き続き議論をしなければいけない点として提出されましたのは、

特別会計をスリム化しなければいけないんだけれども、その数値目標をどのよう

にするかしないか。それとの関連で社会保障の数値目標等々もどのように考えて

いくのか、いかないのか。その点は引き続き重要な議論の項目だと思います。ま

た、三位一体の中で、まさにその税源の問題、税源移譲の問題、交付補助金等の

問題、交付税改革の問題、それをどのようにするのかというのが引き続き、やは

り重要な項目であろうというふうに思います。 

それと地方公務員の給与水準については、見直しが必要であるということにつ

いて概ね合意があったと思いますが、中身については適切に行っていきましょう

ということではなかったかと思います。それと骨太で扱えるかどうかはよく検討

いたしますが、統計の問題は別途重要である。こういう議論があったかと思いま

す。特にコメントございますでしうか。総理。 

（小泉議長） これから明るい兆しを本物にしていかなければならない大事な時期に

なるので、この３年間、やはりある程度慣例とか、常識を打ち破ってきたと思う

んです。最初は財政出動しないとますます景気が悪くなっていくと、ようやく財

政規律というものが大事であるというのがわかってきた。不良債権処理を進める

とどんどん倒産が増える。失業率が増える。３年経ってみると倒産件数はどんど

ん減っているんです。失業率も落ちているんです。今までの常識と違ってきたな

と。日本は貯蓄性向が高い。最近はそうじゃなくなってきているね。だんだん消

費性向が強くなっているでしょう。株だって、日本はやはり個人投資家はなかな

か入ってこないよと言っていたけれども、最近、個人投資家が結構入ってきてい

る。かつての円高だって、輸出産業が一番困ると言っていたが、トヨタなどは円

高だって全然困っていない。１兆円以上の利益がある。だから、常識というのは

疑ってかからないと。 

一番の大きな問題は、官が大事な仕事である。役所が大事な仕事をやって、民
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間はそうでない。そうじゃないよ。官から民へというのは、それなんだよ。民間

でも、むしろ役所よりも公共的な仕事をしているんですよ、たくさん。そういう

ことから、道路公団なんか民営化できっこないじゃないかというのは、現実にこ

れも成立する。郵政民営化もその典型。だから、今の「改革なくして成長なし」

路線は、やはり正しいかった、進めていかなきゃならない。 

かつて生物は欧米人は食べないと言ったんだよ。今はどこだって寿司を食べて

いるよ。農業だって、輸入を阻止するばっかりだったけれども、最近はイチゴだ

って、リンゴだって、長芋だって輸出しているんです。高いのが売れているでし

ょう。農業だって攻めのことを考えていかなければならない。こういう傾向をど

んどん促進していかなければならないと思いますので、最近、ようやく出てきた

明るい兆しをどんどんいい方向に伸ばしていただくように、より一層頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

(竹中議員) それでは、どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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