
 

 

平成 16 年第 10 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

 

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

（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。 

 

（竹中議員） 本日は、「基本方針 2004」に向けた議論をお願いしたい。審議の前に、

構造改革の進展を概観した資料を内閣府から説明させていただく。 

（大田政策統括官） 経済の景気回復と構造改革の関係について、簡単に報告したい。 

   １ページは現状である。日本経済は、財政出動に頼ることなく、民需を中心に着

実に回復している。企業部門は増益を続け、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９兆円以上減少した。雇用情勢はまだ厳しさが残ってい

るが、失業率は 03 年に 13 年ぶりに低下した。 

   ４ページ、不良債権処理が進展し、不動産業、建設業を中心にほとんどの業種で

残高が減少し、株価にも反映した。５ページの図１は、小泉内閣が発足した 01 年
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４月 26 日を 100 とした株価の推移を示している。東証株価指数の上昇に連れて、

銀行業も市場平均並みの水準まで回復した。また、過剰債務をたくさん抱えていた

不動産、建設、卸小売業の利益率、株価もようやく回復に転じてきた。 

   ７ページ、不良債権処理により当初は失業者が 13～19 万人とかなり出てくると

予測されていたが、そこまでは増加せず、図１のように、高い水準ではあるが、こ

のところほとんどの地域で失業率が低下している。この背景には図２のとおり、倒

産自体が低く抑制されたことと併せて、倒産の中でも清算型ではなく、再建型の倒

産が増えたということがある。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だ。 

    11 ページ、企業は情報化投資、研究開発投資をこのところ増やしている。この１

つの要因に 03 年度からスタートした研究開発減税、設備投資減税がある。アンケ

ート調査によると、８割以上が企業関連税制を評価している。 

    12 ページ、最低資本金規制を５年間適用除外にする特例が昨年２月にスタートし、

新規設立の件数が急増した。年間１万社の新規設立が見られる。 

    17 ページは金融部門の動きである。図１のように、株式売買代金が増加する中で、

個人株式売買シェアが増加してきている。日本は個人株主が少ないと言われていた

が、証券税制改革の後押しもあり、増加につながったのだろう。 

    21 ページ、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、図１のとおり一般歳出が抑制されている。 

これに対して、私どもが行ったアンケート調査では、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」と評価した。

それからメリハリづけの努力をしてきた歳出の中身に対しても、「歳出の中身は大

胆に変えられてきた」、「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

くを占める。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よう。 

    残された課題だが、デフレからの脱却にはまだ一段の政策努力が必要である。そ

れから 10％を超える若年失業率、更なる地域再生への取組み、財政構造改革などに

は引き続き努力が必要であろう。 

（竹中議員） 骨太の方針をまとめるに当たり、現状を確認する意味を含めて、内閣府

で取りまとめをした。 

（麻生議員） 25 ページ、デフレでも景気がいいことはあるため、「デフレ不況からの

脱却」の方が正しい表現だと感じた。 

（大田政策統括官）  景気は回復しているが、緩やかなデフレが継続している。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い、このように表現した。 

（麻生議員） 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る。デフ

レから脱却するは難しいところだ。 

（竹中議員） 課題として書いているということである。 

（奥田議員） 25 ページの「地域再生」のところだが、ゴールデンウィークにイタリア

へ行き、いわゆるスローフードやアグロインダストリーなどを見た。地域再生のた

めに、そうした観光事業はイタリアなどにとって重要な産業だと思ったので、今後、

観光事業については地域再生とうまく絡んでやっていかなければならないと思う。 

（竹中議員） まさに骨太の方針を中心として議論させていただく。 

 

○基本方針 2004 に向けて 

（竹中議員）それでは、骨太の方針をこれから取りまとめるに当たり、その枠組み、骨
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子について、事務局から説明する。 

（小平政策統括官） 資料に沿って説明する。全体構成は、「はじめに」の後、全体を

３部構成にしたいと考えている。「はじめに」では、日本経済の現状と構造改革が

目指すところをまとめる。２.「『集中調整期間』から『重点強化期間』へ」は、「集

中調整期間」が、来年の３月までなので、その後２年間を「重点強化期間」と位置

づけ、その中でデフレ脱却を確実なものにし、新しい成長に向けた基盤強化を図る

ことにしたらどうかということである。 

   第１部は「『重点強化期間』の主な改革」ということで、５分野にまとめて記述

をする。１.が「官から民へ」、「国から地方へ」の徹底ということで、郵政民営化

の着実な実施、規制改革・官製市場の民間開放、地域の真の自立の中での三位一体

改革等についても記述をしたいと考えている。 

   ２.「官の改革」の強化とは、予算制度改革、行政改革、税制改革等である。 

   ３.「民の改革」の推進とは起業の促進、新しい企業法制、金融システムの一層

の改革の推進等である。 

   ４.が人間力の抜本的強化である。最近非常に問題になっている若年者について

の能力開発の充実、教育現場の活性化ということで、教育委員会の改革や学校の外

部評価等を含めてまとめたらどうかと考えている。 

   ５.は持続的な安全・安心の確立である。これは社会保障制度を一体的に改革す

るようなこと、来年に制度改正が予定されている介護保険等についても記したいと

いうことである。さらに少子高齢化対策、治安の安全の回復等がある。 

   第２部は「経済活性化に向けた重点施策」をまとめるということで、１.が地域

再生、２.が雇用政策・人材育成施策の新たな展開、３.が「新産業創造戦略」の推

進と市場環境・発展基盤の整備である。 

   第３部は「経済財政運営と 17 年度予算のあり方」で、１.が考え方、２.で 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考えている。 

（竹中議員） それでは、基本方針 2004 の骨子、目次、構成について、御意見をいた

だきたい。 

（麻生議員） 予算配分の重点化のところで、総理にもお願いしてスタートした大陸棚

調査についてはきちんとしておいていただきたい。これは期限が限られており、国

益にとってすごく大きな話であるので、よろしくお願いしたい。 

（小平政策統括官） 昨年は、それなりに対応したかというふうに思っているけれども、

いずれにしても、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。経団連はじめ民間の方は結構一生懸

命だが、内容を聞いてみると、役所からある程度持ちよりになっている。最終年度

までにどうにかすると言っても掘削する機械などは、絶対量が決められているので、

ある程度あんばいよくやらないと期限まで間に合わないということになる。そうな

ると、むざむざ国益を捨てることになる。 

（小泉議長） 企業も限られて、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） 掘削技術についてはできるところは限られていて１社。そういったこと

もあるのでぜひお願いする。 

（坂本経済産業副大臣） 経済産業大臣代行として申し上げる。第２部の「新産業創造

戦略」については、現在、最終的な取りまとめの段階に入っているが、第３部の「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

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う。次回の会議で
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提出予定の「基本方針 2004」素案では、この旨を反映することが大変重要である。 

（小泉議長） この第１部の「４．人間力の抜本的強化」の中で、雇用の問題について、

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のに、若い

人は 10％の失業率。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られないかね。どんどん採りたいというのに、どうしてこ

れだけ失業率が高いのか。 

（牛尾議員） 結局、雇用は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

では動けるけれども、横には動かないためにこっちに来れない。４大臣が一緒にな

って抜本的に縦の壁をなくせば、ミスマッチは大分減る。 

（小泉議長） 雇用の方法も訓練も必要である。 

（牛尾議員） はい。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る。それが大分改善されているし、Ｉ

Ｔとか、情報によって個人が動くようになったり、都会ではそういう傾向が大分出

てきたが、地方ではまだまだ。だから、抜本的に講じないといけない。結局、ミス

マッチに尽きる。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だが、そこは縦でたまっている。 

（竹中議員） ２年前の諮問会議で、雇用政策が非常に細分化され過ぎていて硬直化し

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、利用券みたいなものを実際に渡したらどうかというのが議論として出

されて、宿題になっている部分がある。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。 

（谷垣議員） 今の話は、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をよく分析していただく必要

がある。バウチャーというのも１つの考え方だと思うが、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のではないか。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、この検討をしていただきたい。 

（奥田議員） どんどん求人倍率はよくなっている。最近では、10 県ぐらいは求人倍率

が１以上になっている。悪いところは北海道、それから沖縄とか、そういうところ

は依然として 0.5 以下である。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いるが、やはり

北海道、沖縄、九州、そこらあたりを何とかしないといけないのではないかと思う。 

（竹中議員） 既に中身の議論に大分入っているようであるので、基本方針 2004 の骨

子については、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く。 

（本間議員） 資料「基本方針 2004 に向けて」について、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したいと思う。これ

は初年度１兆円超をやったわけであるが、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されていないような部分がある。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う。その意味で地方分権改革推進会議等で

この問題について議論をされているので、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う。 

   ２番目は、官の改革の問題。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。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い

るが、国民にわかりやすい予算制度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るかと思う。 
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   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、非

常に大きなロットになっているし、前財務大臣が「母屋でおかゆ、離れですき焼き」

と、非常に端的におっしゃったと思うが、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る。

それから、財制審の報告書で、登記特別会計について、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必要

性について検討すべきという提言もなされている。存立そのものを議論していくと

いう考え方もとり得るのではないかと考えている。したがって、平成 17 年度、平

成 18 年度予算においては、当面の平成 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

要であると考えている。 

それから、今、金利上昇が起こる、マグマがたまっているような状況であるが、

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

ていくことが必要であると思う。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

性があるかと思う。また、管理体制としてアドバイザリーボード的なものをきちん

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ると考える。 

それから、新行革大綱の策定の問題がある。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機動力が求められているが、現行の行革大綱は、

平成17年末が期限であり、新しい大綱の策定に向け、平成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・合理化を進める必要性が

ある。また我々としては、公務員の民間との人事交流を強化して、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していく必要性があると思う。幹部職員

については、例えば、自民党のマニフェストにもあるように、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ると考える。 

   さらに税制改革は、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。特に最近、スイスのＩＭＤの発表によると、法人税の問

題が経済の効率性のかなり大きな阻害要因であると具合に指摘されているので、現

行の研究開発、設備投資減税が平成 17 年度に終了するということもあり、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ると

思う。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ると考える。 

    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。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

であるが、戦略的に我々はここの部分をやはりしっかりと取り組んでいくというこ

とが必要であると思う。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、集中的に検討する場を政府部内に設けることを検討してみてはどう

か。 

   ４番目、これは人間力の抜本的強化の問題。人間力強化のための戦略を検討して

いくということで、やはりミスマッチの問題等を考えると、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していくかということが重要なポイント

になるかと思う。 

   年齢階級別完全失業率の変化を見てみると、15 歳から 24 歳のレンジの直近では
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12％近くにまでで高くなっている。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。これは将来的に考えると極めて重

要な問題になるかと思う。それを促進しているのは、やはり、新規大卒者の無業者

の増加である。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。それが将来どのような影響を残すかということになると、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いうことが

大きな特徴で、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いるので、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う。そのために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ると、やはり雇用関連事

業には、制度間の重複が非常に多く効率的ではない。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るかと考える。職業斡旋等いろいろなレベル

の中で、窓口は非常に多いが、現実にこれがどれだけ総合的な効果を上げているか

ということは疑問視されるところである。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う。また、こ

の点について、雇用保険３事業の各種助成金、29 の助成金という予算的な措置を

とっているが、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、先ほど竹中議員から話が出た手法の工夫も含めて

検討をしていく必要性があると思う。 

   さらに、教育現場の活性化の問題であるが、職業教育という専門的な問題だけで

はなく、教員の質の確保が重要。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るし、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ある。この辺につい

ての改革を進めていく必要性もあるかと思う。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るかと考えている。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くる。

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う。 

（吉川議員） 小泉内閣は構造改革を進めているが、時代の変化とともに制度は変わら

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いるが、わが国の統計は、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るをえない。国の統計職員数、全体で 7,382

人であるが、そのうちの約８割 5,737 人が農水関係。先進国の中で農業大国である

アメリカ、フランスでも、農水関係の統計の職員数というのは、シェアで１割前後

だ。現在の日本のＧＤＰで農業が占めるシェアは 1.4 ％ぐらいである。日本を含

む先進国ではサービス産業化が進んでいる。それに統計が対応しているか。職員数

だけで決まるものではないが、しかし、我が国の統計は、非常に異様な姿になって

いるということがわかると思う。小泉内閣として「農業にぜひとも頑張ってもらい

たい」というのには私も賛成である。しかし、国、経済、社会の鏡である統計の整

備というのは、それとは別の話だ。統計にこだわって、立ち入ってお話ししている

のは、これが構造改革の１つの試金石だと思うからだ。政府として統計をあるべき

姿に変えていただく必要がある。予算についても大判振る舞いをしない中で中身を

見直そうということを３年間やってきた。成果は上がったと思う。しかし、まだ課

題は残っている。中身を変える１つの試金石として、ぜひとも政府として統計の改
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革に積極的に取り組んでいただけたらと思う。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いた。 

（麻生議員） お手元の配布資料に基づいて申し上げる。国民の現下の関心事は、世論

調査を見ても、経済を回復軌道に乗せることと、安心・安全の実現の２つであると

考えている。ＩＴとかＩＣＴと言われるものの活用が、セキュリティの話も含めて、

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

いう部分を軸にして考えていくことが、今後の問題として大変大切だと思っている。 

   ２ページ目。「u-Japan」とあるが、「u」はユビキタスの略で、もともとはラテン

語だが、「至る所にある」という意味。また、ユニバーサルの「ｕ」にもつながる

ものだと思う。2005 年には、間違いなく、日本は電子化された政府としては最も

進んだものになると思うが、高齢化は避けて通れないと思う。従って、高齢化した

社会の中にあって、少なくとも、年金や介護を受ける方も、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側になるようにして行かなければなら

ないが、ＩＴとかＩＣＴの使い方によって実現が可能だと思う。そこで、「u-Japan

構想」として、2005 年に世界最先端のＩＴ国家を実現するという目標を達成した

後に、2010 年までに少なくともこういったことをやっていくということを資料に

図示した。音声入力は当たり前で非常に簡単で便利なものになるだろう。これまで

のＩＣＴとは全然違って、高齢者の方々が遠隔地にいる孫と大型画面で普通にしゃ

べれるような感覚、そういった使い易さが大切だと思う。 

   ３ページ目以下では、ｅ-Japan 戦略における 2005 年に世界最先端のＩＴ国家を

実現するという目標達成を目前にして、2010 年のｕ－Japan 実現に向けてのいろい

ろな問題点を記載してある。デジタル景気を牽引している地上デジタル放送の推進、

また、過疎地での情報インフラの整備の推進、電子タグなどのＩＣＴによる安全・

安心、電波の利活用、などに取り組んでいかなければならず、自由な活動をサポー

トするために、政策パッケージとして考えていかなければならないと思う。 

   ７ページ目。縦割りで構築されているレガシーシステムなどがよく言われている

が、Ｗｅｂの問題というのは、各役所はもちろんのこと、企業間でも、機械やシス

テムが違うと互換性が無いために話ができないため、不都合が生じることがあるが、

これを解決するためにＷｅｂサービスの開発をやっていきたいと思っている。大学

などと組み、自治体を最初の実験台とする。互換性を持たせるという意味で、業種

を越えてこのようなものができると産業全体としては非常に効率が良くなるし、大

きな効果になる。早急にアクションプランをつくり上げていきたい。これは、イン

ターネット上での自由なデータ交換やシステムの連帯を実現する技術であるので、

そういう意味からしても波及効果は大きいと思う。８－２ページでは、経済波及効

果は 2010 年に 120.5 兆円と試算されている。 

   次に、９ページ目、地域における安心・安全について、治安の悪化は大きな問題

であり、安全の確立は大前提。今、国民保護法等でもやっているが、自主防災組織

等を使うと非常に上手く使える技術は幾つもあるし、また、阪神・淡路大震災で救

出された人の 98％は住民のボランティアによるものでもあるため、そういった意

味では、「避難する時の集合場所等々にいる」とか「おれは生きている」というこ

とがきちんと分かるようにしておくとか、高齢者に持たせておきさえすればちゃん

とできるとか、いざという時に住民が便りにできるステーションをきちんとつくっ

ておかなければならない。 

地域のパトロールについては、既に三重県四日市でスタートしており、車の上に

ぐるぐる回っている青のランプをつけて住民が回っている。しかし、これは違反で
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あり、あれは緊急車両の赤か道路パトロール車両の黄色でなければ使用してはなら

ないという規則になっている。これはなかなか難しいところであり、規制等に関係

するところ。また、千葉県松戸市では、公用車をパトカーのように白と黒に塗装し、

市民安全パトロールを巡回している。しかし、四日市市の例においては、法令違反

で指導を受ける結果になった。少なくとも安心・安全のシンボルカラーは青という

ことも勘案しつつ、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

きだと思っている。 

11 ページ目。ＩＴを活用した安心・安全への取組は非常に重要である。神奈川

県横浜市の緑園都市で実施した例だと思うが、地域の大学であるフェリス女学院と

組んで、インターネットにＧＩＳを活用した安全・安心マップを作成し、活用して

いる。また、佐賀県では、警察、ＰＴＡ、学校が協力し、あらかじめ登録しておい

た保護者に対して、防犯上の緊急情報を携帯メールで配信している。資料を配布す

る代わりにメールで送る。こういったものでは、いずれも効果が上がっている。 

   12 ページ目。以前総理にご説明した消救車について書いている。右下の写真を見

て頂きたい。ちょっと背が低いためにこの格好で頭打ちになっており、なかなか長

く続けられない。また、マスクを当てている人も、もう少し高くしてやると楽にな

る。そこで、消救車、名前はすこし考えなければいけないかもしれないが、この消

防車と救急車とを一緒にしたものを、もう少し上手くやっていけるようなことを検

討している。 

   13 ページ目。行政の構造改革の推進について。これは、簡素で効率的なものにし

ていかなければいけないことははっきりしており、そういった意味で、民間の負担

の軽減になることが本来の目的であると思われるため、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・業務の廃止、民間・地方移管等の

検討に、本年の夏から前倒しで着手し、本年中に相当数の結論を出す。また、この

間、特殊法人等改革参与会議に協力をお願いしたいと思っている。 

   最後になるが、「電子政府の構築、ＩＴ化に対応した減量効率化」について。ｅ

－Gov(ｲｰｶﾞﾌﾞ)を活用したワンストップサービスの実現のために、自動車税の納税

等々いろいろあるが、一度で一括して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する。また、旧式なシステムを直すことによって、

定員削減にもつなげられると思っている。 

行政立法手続を検討しているが、行政手続法に盛り込むということに関しては、

国民が参加できるようにすることを精力的に考えていきたい。 

総務省としては、経済・地域活性化、特に安心・安全な社会の構築に向けて、今

ざっと申し上げたようなことに重点的に取り組んでいきたいと考えている。 

（竹中議員）  次回の諮問会議に骨太の素案を出さなければいけないことを前提に、こ

ういうことは重要である、今までの説明の中で、この点は違うのではないか、そう

いう点に絞って手短に御発言をいただきたい。 

（谷垣議員） 本間議員の説明資料の中で、特別会計の事務事業の見直しについて取り

上げていいただいたことは、我が意を得たりという思いである。ただ、中期的な数

値目標について、いささか頭を痛めているのは、特別会計の大きなところである国

債整理基金、交付税特会、あるいは外為特会である。これらは、国債の償還や外為

特会の数値目標を設けて、来年度の介入はこれだけに抑えろとはいかない。この３

つで大体７、８割になると思うが、数値目標というのは馴染まない。特別会計の見

直しとして、あと何があるかというと、年金のように、まさに今行っているような、

どういう制度改正をすべきかという議論が中心で、その出口のところで特別会計の
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数値目標で押さえていくというのは、制度改革が本筋ではないかと思う。むしろ、

数値目標を設定するのであれば、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ないと、特会の数値目標の設定というのは非常に難

しいと思う。公共事業に関しては、過去、長期計画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になった。そういう経緯とどういう関係に立つのかとい

う議論があり、数値目標というのは、たくさんの中で或いは、そういう手法でいけ

るものもあるかもしれないが、概して言うと、数値目標の設定というのは、厳しい

なというのが私の実感である。 

（竹中議員）  反論はあると思うが、今回は、問題点を出していただきたい。坂本経済

産業副大臣、麻生議員の順番でお願いする。 

（坂本経済産業副大臣） ＥＰＡについて、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

る。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させ

ていきたいと思っている。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様々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。 

   もう１点は、人間力強化のための戦略の検討について、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、「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いる。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、さらなる取組みを検討したいと考えている。 

   それから、麻生議員の資料の件に関してのお願いだが、ｅ－Japan 戦略の目指し

ている方向と同じ、所謂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

思う。今後ともＩＴ戦略本部を中心に、内閣府と一体となって、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いる。 

（麻生議員） 「『国から地方へ』の改革の徹底」と「官の改革」の２つについて、基

本的には、地方の裁量権拡大の一番の根本は、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う。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。

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している。 

   ２番目、裁量権の拡大だが、今、申し上げたように、この中に色々条例等々が書

いてある。確かに保健所などは、保健所長が必ず医者でなければならないとか、村

や小規模な町でも教育委員会、農業委員会は置かなければならないとか、本当に置

かなければならないのかと、色々な御意見が町村長からも出ているところでもあり、

こういったところは問題意識を持っている。 

   ３番目の地方公務員の給与水準について、私も知らなかったので御存じない方が

多いのではないかと思うが、地方公務員が、実は国家公務員より学歴が高い。大学

卒業者は、地方公務員（都道府県）で 53％、国家公務員 40.9％。それから平均年

齢では、都道府県が 42 歳、国家公務員が 40 歳。こういった点もある程度踏まえた

上でなければ、難しいかと思っている。地方の場合、第三者機関の人事委員会との

関係もあるので、是非その点を御理解をいただきたいのと、ラスパイレス指数がよ

く言われるが、これは昔の 110.6 から今は 100.1 まで下がっている。当然、まだ

高いところもあるし、100 以下もたくさんあるということも御理解をいただければ

と思う。 
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   それから、調整手当等々の国家公務員の手当の見直しという話もあり、この点は

人事院も色々考えているようなので、私どもとして、人事院等々と一体になって考

えていかなくてはならないと思っている。 

   次に、２の「官の改革」だが、官の改革のところで地方債の改革について、裏を

返すようで恐縮だが、例えば、小中学校は地方自治体でつくれと国が言うわけだが、

それに対しての償還等々の財源については、地方で手当せよとなると、多分、地方

は学校をつくらぬということになりかねないので、そこのところについては、地財

計画の中から除外すべきという意味ではないと理解したい。 

   行革大綱の１つ目のところだが、与党において目下精力的に取り組んでいる行革

大綱の課題として議論がなされていると伺っているので、この方向で進めていきた

いと思っている。 

   ２点目のところの幹部職員の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だと約 2,100 人、そのうち例えば２割とすると 400 人を

霞が関付近で引き受けてくれる会社というのは無いのではないか。常識的には元民

間側から言わせていただくと役人に来てもらったって迷惑するので、目標、数値を

入れるのはどうかというのが、正直な感じである。 

３つ目の純減目標を達成した現行定員管理計画というところだが、実績としては

国も地方も自慢しても良いほど、進んでいるように思っている。職員数はかなりの

勢いで減らしてきているので、平成 16 年度までで見ても、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

て削減にして、加えて警察官等が増加しているので、これらを差し引いた数で、役

人が多いと多いと言われるが、結構減っているという点も頭に入れておいていただ

きたい。実際には、ＩＴの導入等々により、さらに削減できるところもあろうかと

思うので、進めてまいりたい。 

   ４点目について、国家公務員が 33 万人というが、税務職員等々として地方に出

ているのが約 22 万人、本省が約 10 万ぐらいで、実は 22 万人は地方に出ていると

いうのが実態。国家公務員全体の３分の２に当たる職員は、出先にいるということ

であり、この件について人事院は既に検討を開始しており、寒冷地手当の見直し

等々の法律改正についても人事院は既に交渉というか、話を進め始めている。 

（福井議員） 先ほど、吉川議員から、統計について非常に重要な指摘があった。日銀

では、デリバティブやＡＢＳ等の新しい金融市場ができて来る際、その市場に関す

る統計を私どもが作成することが必要な場合は、非常に早い段階から統計をつくり

始めることにしている。なぜなら、市場改革を進める人々のイニシアチブにより新

しい市場の創造が行われた後、その市場に関する統計整備が早く進むと、市場関係

者は、市場における自らのポジションを早い段階から確認することができるように

なる。ポジションを確認することにより、そうした市場関係者がさらに市場の発展

に尽力する形で、自律的な改革・成長が進むようになるからである。すなわち、統

計は、改革を促していくためのインフラのような性格を持っている。近代国家にお

ける改革では、国が最初にそのイニシアチブをとった場合でも、あとは市場や民間

が自律的に改革を進める回転のメカニズムが働くという性格があるが、その際、統

計は非常に重要な材料になる。統計が整備されることにより、自律的な改革が進む

可能性があるからである。統計の重要性を認識する際には、そういう視点も重要だ

と思う。 

（谷垣議員） 先ほど麻生議員が指摘した官民交流について、現在の官民交流法には非

常に厳しい制限があることと、民間から国に異動した場合に一旦退職することにな

 10



 

 

 11

り、年金や福利厚生等の面で不利となることがあるといっ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という気がする。 

（竹中議員）  自民党の政権公約の中に実は数字も入っていて、内閣としてどのように

するかは、引き続き指摘された点も踏まえて検討しなければいけないと思う。 

   それでは、次回に本日の議論を踏まえた素案を提示させていただきたい。若干の

整理をさせていただくと、強く反対されていない部分については、本日のそれぞれ

の説明をベースに素案をまとめさせていただきたいと思う。 

   特に、重要な指摘があった点だけを繰り返すと、総理をはじめ何名かの議員が指

摘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訓練

を充実させる必要性、観光戦略、ｕ－Japan 等のＩＴ戦略、ＥＰＡ戦略である。 

   引き続き議論しなければいけない点は、特別会計はスリム化しなければならない

が、その数値目標をどうするか、それとの関連で社会保障の数値目標等もどのよう

に考えるか、という点である。また、三位一体改革の中で、税源移譲、補助金等、

交付税改革の問題をどのようにするのかというのが、引き続き、重要な項目である

と思う。 

   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

合意があったと思うが、中身については適切に行っていくということではなかった

かと思う。あと、骨太で扱えるかどうかはよく検討するが、統計の問題は別途重要

である、という議論があったと思う。 

（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。この３年間、ある程度慣例や常識を打ち破ってきたと思う。最初は財政出動し

ないとますます景気が悪くなると言われたが、ようやく財政規律というものが大事

であることがわかってきた。不良債権処理を進めると倒産が増える、失業率が高く

なると言われたが、３年経ってみると倒産件数は減り、失業率も低下している。今

までの常識と違ってきた。日本は貯蓄性向が高いといわれたが、最近はそうではな

く、次第に消費性向が高くなっている。株についても、日本は、個人投資家はなか

なか入ってこないと言われていたが、最近、個人投資家が結構入ってきている。か

つて円高についても、輸出産業が一番困ると言っていたが、トヨタなどは円高でも

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

らないといけない。 

   一番大きな問題は、官が大事な仕事をやって民間はそうでないという認識が間違

っていることだ。「官から民へ」というのは、そのことを言っている。民間でも、

むしろ役所よりも公共的な仕事をしているところがたくさんある。そういうことか

ら、道路公団なんか民営化できないといわれたが、現実にこれも成立する。郵政民

営化もその典型である。だから、今の「改革なくして成長なし」路線は正しかった

し、今後も進めていかなければならない。 

   かつて、生ものを欧米人は食べないと言ったが、今は寿司を食べている。農業に

ついても、輸入を阻止するばかりだったが、最近はイチゴやリンゴ、長芋も輸出し、

しかも高いものが売れている。農業についても攻めのことを考えていかなければな

らない。こういう傾向を促進し、最近、ようやく出てきた明るい兆しを良い方向に

伸ばしていただくよう、より一層頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いす

る。 

 

                                  （以 上） 


