
 

 

平成 16 年第 11 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 19 日(水) 17:50～19:25 

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     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  坂口 力   厚生労働大臣 

   同     金子 一義  内閣府特命担当大臣（規制改革） 

 

         宮内 義彦  規制改革・民間開放推進会議議長 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）規制改革について 

（２）社会保障制度改革について 

（３）「基本方針 2004」に向けて 

・「新産業創造戦略」について 

（４）その他 

3．閉会 

 

（説明資料） 

○規制改革・民間開放推進会議の主要検討課題について 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料） 

○規制改革・民間開放の推進のために（有識者議員提出資料） 

○平成 17 年度予算編成の基本的考え方について（谷垣議員提出資料） 

○社会保障制度改革等について（坂口臨時議員提出資料） 

○社会保障制度の総合的改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004（素案） 

○新産業創造戦略（中川議員提出資料） 
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（配布資料） 

○地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見 

（地方分権改革推進会議）  

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

（概要） 

○竹中議員から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○規制改革について 

（竹中議員）  本日は規制改革、社会保障改革、「基本方針 2004」について審議を行い

たい。なお、資料として５月 12 日に地方分権改革推進会議から総理に提出された

「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」を配布して

いる。 

（金子臨時議員） 総合規制改革会議の後継組織として、宮内議長を中心として、13 人

の民間委員からなる「規制改革・民間開放推進会議」が発足した。 

   「官製市場の民間開放」を中心課題として取り組む方向。併せて、５月 25 日に全

閣僚からなる「規制改革・民間開放推進本部」を民間委員代表の皆様方にも出席い

ただく意見交換の場としてつくらせていただく。個別テーマごとに、それぞれの関

係閣僚と民間委員が同じテーブルについて議論し、規制改革を促進させていく役割

を果たしたい。規制改革を一層加速させるよう最大限努めていくので、経済財政諮

問会議の皆様方にもお力添えいただきたい。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下「宮内議長」） 総合規制改革会議の後継

組織として、本年４月に「規制改革・民間開放推進会議」が設置され、議長を務め

させていただくこととなった。資料に沿って、当推進会議が考える主要検討課題に

ついて説明したい。２ページ目、規制改革は 1995 年の行政改革委員会規制緩和小

委員会による本格的な取り組み以来、経済的規制の分野を中心に大きく進展した。

現在、ようやく現実の経済活動に影響を与え、経済効果となってあらわれてきてい

ると思う。 

   一方で、規制が束となったような強固な制度がある社会的規制の分野ではなかな

か進展が見られなかった。そのため前身の総合規制改革会議では、医療、福祉、教

育、農業、労働などの社会的分野の改革に重点的に取り組み、官業の改革も含め公

的関与の強い官製市場を民間市場へと開放する改革に着手し、一定の成果を得た。

この流れを止めることなく、今後更に本格的な改革へと加速させることが当推進会

議に期待される役割であると認識している。 

   また、総理を本部長とする関係閣僚で構成された「規制改革・民間開放推進本部」

が設置される予定である。社会的分野の規制改革には高度な政治判断と決断が不可

欠であり、推進本部との連携による政治のリーダーシップにも期待している。 

   ３ページ、以上のような問題意識に基づき、今年度の主要検討課題を「官製市場

の民間開放」と定め、７月に「中間とりまとめ」を行う予定である。 

   第１の課題は、医療、福祉、教育などの主要な官製市場の改革である。前身の会

議が最終年度に取り組んだ規制改革推進のためのアクションプラン 17 の重点検討

事項を踏まえ、重点事項を選定し、集中的な審議を行いたい。 

   具体的な重点事項例であるが、例えば混合診療の解禁については、国民に対する

質の高い医療の提供や選択肢の拡大、日本の医療技術の発展のために最も重要な課

題であると考える。これまでの取り組みにより、特定療養費制度という限定的な枠

の中では自由度が広がったが、更に抜本的な改革を進めることができれば、日本の

 2



 

 
医療分野に飛躍的な改革を起こすだけのインパクトが期待できると確信している。 

   ４ページ、第２の課題は、官業の民間開放の推進である。これによりサービスの

質の向上や行政コストの削減と同時に、民間による需要と雇用の創出が実現可能と

なる。こうした効果が期待できる事業ごとの民間移管に取り組み、更に促進するた

めの「横断的な手法」の開発にも取り組む考えである。 

   具体的には、前身の会議が第３次答申で提言した「市場化テスト」の導入、「数値

目標」の設定などである。「市場化テスト」とは、官の事業を民間との間での競争

入札をさせ、効率性の比較を通じて民間移管を促進する制度で、既に多くの先進諸

国で導入されている。本年３月の「規制改革・民間開放推進３か年計画」でも平成

16 年度中に調査研究するとされているが、これを前倒しして、導入に向けた制度設

計に取り組むべき。５、６ページにそのイメージを添付した。 

   以上が重点検討課題であり、その他分野の規制改革についても、年末の答申とり

まとめに向けて検討を進める予定である。 

（奥田議員） 資料を御覧いただきたい。地域の活性化、新たな雇用機会の増加、民間

主導の経済成長を持続的なものにするには、一層の規制改革の推進が不可欠である。

民間有識者の発意と主導的な取り組みを生かし、新設の推進本部における閣僚のリ

ーダーシップの発揮によって、さらに広範囲の規制改革・民間開放の推進を期待し

ている。今後とも経済財政諮問会議と密接な関係をとり、特に次の点に取り組まれ

る必要がある。 

   １点目は「官から民へ」、「民に出来ることは民に」を加速させるための横断的な

取り組みである。政府の仕事を限定して開放することは、業務の効率化だけでなく、

中小企業の活動範囲を広げるという意味でも重要であり、「市場化テスト」の導入

などは大変有益なものだと思う。目標設定と併せて平成 16 年度を目途に整備し、

平成 17 年度のモデル的導入を目指すことが必要だと考える。 

   ２点目は“官製市場”の改革である。総合規制改革会議が取り組んだ医療、福祉、

教育、農業など、国民に密着した分野の規制改革は、一層強力に推進することが必

要である。特に利便性向上や雇用拡大につながる項目を選び、夏ごろを目途にアク

ションプランをまとめていただきたい。推進体制の名称も新しくなり、民間開放を

促進する手法と規制改革を組み合わせることで、より実効性が高められると思う。 

   ３点目は、構造改革特区との連携である。構造改革特区は引き続き積極的に進め、

特段の弊害を役所が立証できない限りは全国展開していただきたい。また、自治体

から提案されたものの実現率を高めるために、省庁別の実現率を公表し、省庁間の

競争を促すことも実行すべきだと思う。 

   それから、大企業からの提案が非常に少ないと言われており、経団連としても、

大企業にハッパをかけ、画期的な提案をさせたいと考えている。さらに利用者の使

い勝手を向上させる観点から、制度の改善についても取り組んでいただきたい。 

（牛尾議員） これまではかなりいい提案ができたけれども、実行面で問題があったと

いう懸念が「規制改革・民間開放推進会議」の設立となり、執行面でも縦割りでな

く、横でもできる形になったということで期待している。工程や数値目標も明確に

し、執行体制を確かなものにしていくことをぜひお願いしたい。 

   「市場化テスト」も諸外国ではかなり前から実施され、設計と工事を一緒にし、

入札で競争させるといった例もあるので、前例を調べ、平成 17 年度中にはモデル

ケースとして導入すること等をお願いしたい。 

   官から民へ、国から地方への総仕上げをなすには、この３、４カ月が正念場であ

るので、大変だと思うが検討していただきたい。 
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   一方で、地域再生には当然ながら資金が必要で、地域が自由に使える資金を確保

できる制度が必要、という議論があると聞いている。地域再生は重要であり、ばら

まきだけになってはいけない。構造改革特区の成功も踏まえると、地域の自主性と

成果主義を重んじ、いわば特区の予算版を行うには、地方が裁量権を持たないとい

けない。中央からの指示ではなく、地方独自の裁量権を持つ代わりに、成果は厳し

く問われるという地域改革のための特区のようなものも考えられる。初めてのケー

スであるが、こうした地方の裁量権を尊重する制度の導入を党とうまく連携し、育

てることを平成 17 年度からお願いしたいと思う。 

（金子臨時議員） 牛尾議員から御提言をいただいた件については、先日小泉総理とも

相談した。特区には金は付けない。この諮問会議で御議論いただいた予算の政策群

というのがあるが、余り使い勝手がよくない。 

   そこで、補助金の統合化、例えば学童保育だが、小学校１年生から３年生は文部

科学省の予算だが、学童保育に対する補助は、補助要綱で市が運営する以外は与え

ない。このような補助金は、ＮＰＯに預けたらいい。現実にそういう動きがある。

保育園になると、今度は厚生労働省の予算になり、また縛りがある。そういうもの

をむしろ一括して、幼稚園も学童も一括して、予算を統合する。学童放課後事業と

いったようなもので統合化していくといった類いの話をきちんと使えるものとし

て、政策群というものをもう一歩進めさせていただきたいということで今議論させ

ていただいている。 

   また、地方自治体にとってなるべく自分たちの判断で使えるような金が流れる新

しい仕組みをつくってくれ、という声もある。例えば、商店街関係の補助金につい

ては、経済産業省の中で 23 項目、各課にまたがっている。これらを組み合わせよ

うとすると、補助要件が足りないとか、店の数が足りないといった話になってしま

う。これらについては、経済産業省で御相談いただいて、同じ省内で各課にばらば

らではなくて、これとこれとこれを俺たちは一括して使わせてくれということが認

められるような統合化という方向で考えている。 

（牛尾議員） 特区に予算を付けないことは全く合意。表現としては、特区の予算版的

な地域の持ち味を生かした、地域が成果に責任を持てるものについては、あまり条

件を付けないで出るようにすると地域の再生に弾みがつくだろう。今おっしゃった

ことは非常によく理解できるので、そういう方向でまとめをお願いしたいと思う。 

（本間議員） 「特区」という言葉が少し誤解を招いたという感じがする。要は「過大

な社会資本」と「過小な民間資本」というのが地域経済の特徴であり、民間のファ

ンドを地域にいかに付けるかということが、地域経済の活性化にとって必須の作業

である。その際に、今までの縦割りの補助金を衣替えして、幾分裁量性を高めると

いう程度のことでは、非常に効果が薄いのではないか。地域の裁量性というものを

いかに資金の流れの中で確保していくかということが重要であり、その点で事後評

価、成果主義というものを結び付けて、自由と成果という二本立ての中でこのスキ

ームをつくれないかというのが民間議員の提案。交付金というようなスタイルをと

って、自由度を増したようなイメージがつくられるだけでは幾分問題があるという

気がするので、その辺のところの工夫をお願いしたい。 

（金子臨時議員） 三位一体、地方財源の移譲については、これから谷垣・麻生両議員

のところで枠組みをつくっていただくわけであるが、私の方で地方自治体を幻惑さ

せるような動きだけはしたくない。そういう枠組みができる中できちんと位置付け

たいと思っている。したがって、交付金という話が出た瞬間に、地方自治体として

は、三位一体が逆行するかのような幻想を抱く可能性がある。そうではなく、きち
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んと枠組みの話は進めていただきたい。そういう中で地域再生等を結び付けさせて

いただきたい。もう１つ、タウンミーティングで全国を回っているが、民間で研究

開発したものを商品化する際の資金が不足しており、いわゆるデスバレーになって

いる。ここのところも民間と、それから国もファンドのような形で支援して、それ

が商品化できるようなところをつないでやるという仕組みも、地域再生の１つのテ

ーマとして今議論をしている。これはまだ枠組みが固まってないので、もうしばら

くしたら報告できると思うが、おっしゃったことは酌み取って進めさせていただく。 

（牛尾議員） 経済産業省もこの２年間ぐらいはそういう努力をしていただいているが、

何しろ額が少ない。もう少し大きければポイントはいいのだが、額が少ない、期間

が短すぎるという制約がある。 

（中川議員） 今、金子臨時議員からデスバレーのところをどうするかという話があっ

たが、まさに今話があったいろいろな民間の投資、それから、政府系金融機関も含

めた無担保・無保証の融資であるとか、あるいは無体財産を担保にした融資である

とか、その辺は我々も、金融の面からもいろいろ考えているところである。 

（宮内議長） ただいまの民間議員の提言、特に「市場化テスト」という新しい分野、

平成17年度中にモデルケースもつくるようにということは大変重要な課題であり、

しっかりと受け止めて議論させていただきたいと思う。実施に当たっては、これか

らの議論によるが、専門の推進機関というようなこともまた御議論いただくという

ようなことも必要になってくるということを一言付け加えさせていただきたい。規

制改革についてよろしく御理解を賜りたい。 

（竹中議員） 一層の規制改革が必要であるということに関しては、金子臨時議員、宮

内議長をはじめ議員の皆様方の一致したところである。その際、新たな問題として、

官製市場の 17 の検討事項を特に強化して議論していくということ、それと「市場

化テスト」、更には特区の実現率を高める問題、こうした点については、金子臨時

議員、宮内議長に引き続き、ぜひとも前向きな取り組みをお願い申し上げたいと思

う。また、デスバレーの問題が提起されたが、これも中川議員はじめ関係大臣でぜ

ひ詰めていただきたいと思う。 

   地域再生をどうするか。特区に金は付けない、というのは改めての確認事項であ

るが、そうした中で地域再生に金をどのような形で付けてインセンティブを与えて

いくか。これについてのキーワードは「自由度」と「成果主義」である。補助金の

統合というのも１つの方向であるが、それだけでよいのか。自由度と成果主義を高

めるための新たなものについても、引き続き知恵を出し合うということなのではな

いかと思う。成果については引き続き議論して、骨太の方針に可能な範囲で反映さ

せていくということかと思う。規制改革に関して、小泉議長。 

（小泉議長） 先ほど金子臨時議員と話したが、今、経産省だけでも商店街で各課別に

難しい規制がある。それだけではなく、同じ省内の同じ課でもある。更に子どもの

問題は文科省と厚労省、幼保だけではない。また、環境省、国土交通省や公共工事

でも、あっち行かなきゃならない、こっちに行かなきゃならないといったことがあ

る。これは改正するのは大変だが、一括で考えて、うまく地方の裁量権を拡大する

ようなことを考えていただきたい。金子臨時議員に検討するようにと言っている。

そうすると、各役所からばっと反対が出るが、論点が整理されるからいいであろう。

きちっとやってほしい。それから、宮内議長も言った官製市場の改革については、

賛成論と反対論をわかりやすく、浮き上がらせておいた方がいい。それでまとめて

結論を出していこう。 
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（金子臨時議員・宮内議長、退室） 

 

○社会保障制度改革について 

（竹中議員） 社会保障に一部関連する問題として、谷垣議員から、財政制度等審議会

でとりまとめられた「平成 17 年度予算編成の基本的考え方について」の資料の提

出がある。簡単に御説明をお願いしたい。 

（谷垣議員） 一昨日、財政制度等審議会で貝塚会長から、お手元にお届けしてある「平

成 17 年度予算編成の基本的考え方について」を御提出いただいた。 

   この建議では、１つは 2010 年代初頭における基礎的財政収支の黒字化、それから

もう一つ、潜在的国民負担率 50％程度をめどに政府の規模の上昇の抑制、この２つ

の方針を確固たるものとするために、平成 17 年度の予算編成においても引き続き

歳出改革路線を堅持して、国債発行額を極力抑制する、そうして財政を持続可能な

ものとするための制度改革を強力に推進すべきである、こう言っていただいている。 

このような考え方に基づいていろいろ提言をいただいているわけだが、例えば、

社会保障では、年金、医療、介護等を総合的にとらえて、負担の総量の抑制につい

て明確な目標と時間軸を国民に明らかにして改革に取り組むことが必要である。具

体的には、社会保障給付費について中期的目標を定めて、これと整合的に制度改革

を推し進めて毎年度の歳出を抑制すべきである。 

   それから、国と地方については、国・地方の行財政改革に関して国と地方の意思

疎通を図るとともに、国民へのわかりやすい説明に努めるべきである。 

公共事業では、景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水準を目安に、

引き続き着実に重点化・効率化すべきである。 

文教・科学技術関係では、義務教育費国庫負担制度について、地方の自由度を更

に拡大するための改革を推進すべきである等の御建議をいただいており、ぜひこの

内容を「基本方針 2004」に反映させていただきたいと思う。 

（竹中議員） 坂口臨時議員から、資料に基づき御説明をいただく。 

（坂口臨時議員） 資料「社会保障制度改革等について」にもあるように、現在、年金

制度改革に取り組んでおり、今回の年金制度改革の影響を織り込んで社会保障の負

担と給付を見てみると、2025 年の社会保障の給付は対国民所得費で、前回計算した

ものと比較して、2.5 ポイントほど少ない 29％になる。そして、年金、医療、福祉

その他の費用に係る比率が、今まで５：３：２であったのが、年金制度改革の影響

により、４：４：２ぐらいになる見込みである。前回の給付の見通しだと 31.5％で

あったが、今回 29％になっている。 

   ３ページの社会保障にかかわる負担の見通しについても、今回の年金制度改革に

より、対国民所得費で前回と比較して、３ポイント少ない 29.5 ％、29 か 1/2％と

なる見込みである。これは、今の改革法案が通ることを前提にして申し上げている。 

   社会保障全体の見通しについては、介護の問題や医療の問題もあるので、これら

を総合的に見なければならない。今後、有識者の皆さん方を加えて、全体としてこ

の社会保障の給付と負担、そして税と保険料、そうしたものをトータルでどう議論

をしていくかといったことを、更に煮詰めていくということになった。また、衆議

院、参議院においては、それぞれの厚生労働委員会に小委員会をつくり、各党間で

議論をするといったように、議論をしていただく場が増えた。それを今後どう整理

し、展開していくかという問題があると思う。 

   それから、４ページは、「介護保険制度の見直しについて」まとめたものである。

介護保険については、来年改正時期になるので、今年の秋ごろまでにはその内容を
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まとめなければならないと考えているが、現在の状況をかいつまんで申し上げると、

介護制度の利用者はかなり増えてきた。しかし、増えてきたのは要支援とか要介護

１といったような非常に軽度の人たちであり、また、介護を受けても悪くなってい

くケースが多いということがある。もう少し軽いところ、あるいはまた予防的措置

のところを今後どうしていくかが大きな問題点の１つになるだろうと思っている。 

   それから、できるだけ在宅介護を選択していただかなければならないが、それを

国民の側が選択しやすい環境をどう作るか、整理をするかといったことも今後の課

題ではないかと思っている。 

   ５ページの「今後の次世代育成支援対策の課題について」。資料左側の「新エンゼ

ルプラン」、「待機児童ゼロ作戦」、「次世代育成支援対策推進法」と現状の取組を記

しているが、出生率の下げ止まりは、まだ見えておらず、子どもと家庭の環境が更

に悪化して虐待等が増えてきている。せっかく生まれた子どもを虐待するというこ

の問題は、ただ単に子どもだけにとどまらず、最近は高齢者に対する虐待、夫婦間

の虐待と様々な形で広がりを見せている。家庭というものをどう見直していくかと

いう、もう少し広い中で子育ての問題、子どもを産み育てられる環境をどう考えて

いくかといったことが必要ではないかと思う。 

   それから、６ページの「『人間力』の抜本的強化」について。これは若干労働の方

とも関係するが、地域的に雇用環境の良いところと悪いところがはっきりと見えて

きた。地域ごとの対策を立てなければならない時期にきていると思っている。全国

一律ではなくて、もう少しきめ細かな対策が必要ではないかと思っている。 

   地域、市町村においても、かなり雇用対策に取り組んでいただいているところが

増えてきた。増えたが故に、多少あちらでもこちらでもということが起こっている

が、規制改革をして、それぞれの地域で取組んでいただけるようにしたので、ある

意味ではいいことではないかと思っている。 

   その後については、予算制度の改革と今後のあり方の問題がある。年金、医療、

介護をトータルで見たときにどうするかという問題については、これは給付が義務

付けられているものであり、そのときの社会環境や経済環境によって影響を受ける

ので、一度法律を決めると、なかなか変わりにくいというところがある。この問題

をどうするか。給付の削減か、利用者負担の増加かといった選択を迫られることに

なるので、そこは慎重な御審議をいただければと思う。 

   それから、潜在的国民負担率の問題がある。これから先、消費税の問題が社会保

障の問題としても出てくるだろう。消費税を含めた負担額、そのときの潜在的国民

負担率だと、分子の方には間接税が入るが、分母の方には入らないというようなこ

とがあり、そうしたところをどうしていくかということで、もう少し消費税も含め

た負担のあり方を御議論いただく必要があるのではないかと思っている。 

   三位一体については、半分は厚生労働省関係の補助金であり、大変大きな額でも

あるので、ここをどうするかということは、来年の大きな課題ではないかと考えて

いる。 

   それから、現在、年金制度改革に絡み、社会保険庁の問題がある。いろいろな形

で社会保険庁の問題が出ているので、ここは大改革をやらせていただきたい。人の

配置問題にも取り組まなければならないし、地方では、社会保険庁に最初から入ら

れた方と厚生労働省の方から行く人、そうしたところも、何か少し断層ができてい

るのではないかという気がしないでもない。そうしたところの人事の交流や優秀な

人材は引き上げるといったようなことも含めて、少し見直しを行わないといけない

のではないか思う。 
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   また、社会保険庁の医療、年金に対する取扱い方ということについても、もう一

度見直しを行わないといけないと思っている。以上 

（竹中議員） 次に、民間議員から御説明をいただく。 

（吉川議員） それでは「社会保障制度の総合的改革に向けて」という紙に沿って説明

させていただく。 

   現在、年金の改革が行われているわけだが、社会保障については、ぜひとも抜本

的な改革を行う必要がある。社会保障は、言うまでもなく国民の関心が非常に高い

テーマである。 

   まず第一に強調したいことは、個々の制度改革と併せて年金、医療、介護、生活

保護、雇用保険等を一体としてとらえる、ということである。さらに、社会保障を

一体として考えるということは、二重の意味で一体ということだと思う。１つは社

会保障の中に年金もある、医療保険もある、介護もある、それを全部一緒にして考

える。その方がいいという意味であるが、実はもう１つの意味がある。社会保障は

大変重要な制度であって、規模も大きい、経済に与える影響も大変大きい。したが

って、社会保障の問題は、経済全体の中で考えなければいけない。これは、私は理

屈としてはそんなに難しいものではないと思う。日本なら日本で１年間につくり出

したもの、付加価値、所得、こうしたもの全体を超えていろんなことに使うわけに

はいかない。全体は決まっている。それが経済全体で言うと、国内総生産（ＧＤＰ）、

あるいは社会保障の場合にはそこから資本減耗とか間接税を引いた国民所得で議

論されることが多いが、どちらにしても、要は年々歳々一国でつくり出した以上の

ものは全体としては使い得ない。これは当たり前の理屈だ。さて、何に使うか。大

きく言えば３つある。食べる物、着る物、住むところ、それぞれの人が自分で稼い

だものの中から使うもの。それから安全・安心、外交など政府のサービス。それか

ら最後に、社会保障という非常に重要なものがある。この３つに国全体で生み出し

た所得をどのように使うか。バランスをとらなければいけない。われわれの問題は、

これに尽きると思う。 

   社会保障を考えたとき、たくさん給付ができればいいにこしたことはないが、給

付をするためには負担が伴う。社会保障の規模は経済活動にも影響を与える。先ほ

ど坂口臨時議員から数値目標、潜在的国民負担率の問題が出た。これは長い間、政

府の中でも議論されてきた。例えば酒量をコントロールしなければいけないという

ときに、どうやってコントロールするか。普通誰でも何かわかりやすい数値を考え

るのではないだろうか。一日何合という数字を決めたときに、その数値より少しで

も高いと健康を損ねる、逆にその数値より低ければ必ず健康かと言えばそれほど単

純なものではないであろうが、そういう数値がなければ酒をコントロールするとい

うことはなかなか難しい。したがって、数値目標というのは、コントロールをして

いくとき、つまり経済全体の中で民間が使うところ、政府が使うところ、そして社

会保障三者のバランスをとっていくときの１つの知恵として数値を使うというこ

とであり、それは賢明なことだと思う。これは自然なことであって、だからこそ、

政府でもそういうことを議論してきたのだと思う。そのときに、その数値からちょ

っとずれると経済にどういう影響を与えるのか。そうしたことがほんとに言えるの

か、というような議論をくり返すのは、余り生産的ではない。社会保障に関しては、

要は全体で大きなバランスをいかにとっていくかということだと思うので、それを

何らかの数値目標をとりながらコントロールしていかなければ、現実問題としてで

きないだろうと思う。 

   さて、そのバランスをとるとき、とりわけ、社会保障の改革を進めるに当たって
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は３つの視点・基準で考えていくことが重要だ。１つは効率性、もう１つは公平性、

それから３つ目に選択の自由（多様性）。成熟した経済、社会の中では、３つ目の

選択の自由が大変重要だ。これもわかりやすい例で言えば、着る服が大切だ、必需

品だといっても同じような服を政府が国民全員に与えれば、それでハッピーかとい

えば今の日本のような経済社会では、誰もそれが良いとは思わないだろう。なぜか

と言えば、選択の自由、多様性、自分で好きなものを選ぶということ、それ自体が

大きなメリットを持っているからだ。いずれにしても、この効率性、公平性、選択

の自由という３つの基準を頭に置きながら、大きなバランスをとっていくことが大

切だ。以上、述べたように社会保障制度の改革は、二重の意味で一体的に改革する

ことが大切だと我々民間議員は考えている。 

   具体的にそうした意味での総合的改革に向けて、平成 16 年度中に論点整理を、今

説明した一体的な立場から諮問会議の場で進める必要があるのではないかと考え

ている。 

   論点としてさらに具体的に申し上げると、それぞれのサービスについて公的に給

付すべき範囲のあり方、それから社会保障給付費における年金、医療、介護のバラ

ンス、制度間調整、それから、税と保険料を合わせた負担をどのようなところにも

っていくか。また、中期的な観点から社会保障給付費について目標を定めて、それ

と整合的に毎年の歳出総額を抑制する。これも数字を挙げるのはおかしいというよ

うな議論もあるが、先ほど申し上げたとおり、数字なしだとなかなか実際にコント

ロールできないのだから、そうした意味で、１つの数字がどういう意味を持つのか

ということをいつまでも議論しているのではなくて、その数字に合わせて全体をコ

ントロールしてバランスをとっていく、これは大切なことだと思う。 

   それから、保険料の徴収体制を抜本的に見直して税との一元徴収などを検討する。

これは坂口臨時議員からお話があったが、多くの国民は社会保険庁は今まで何をし

ていたのか、そう思っている人が多いのではないかと思う。これは既に坂口臨時議

員から大改革を行うというお言葉があったが、我々としては、まさにそうした大改

革を行うために例えば、民間から長官を任用するということも考えられるのではな

いかと提言している。そもそも今の社会保障制度は非常にわかりにくい、と３年間

民間議員は言ってきた。社会保障の個人会計ということが必要なのではないか。政

府としても番号をそろそろ考えてもいいのではないか。社会保障に関する各制度の

間の整合性を保つためには、法律の体系化、これも必要である。最後に国際的な社

会保障協定、国が違ったときに二重払いにならないように、そういうようなところ

もきちんと詰めていくことが必要だ。 

   「２、」以下は年金、医療、介護、それから生活保護など個別の制度改革について

書いてある。後ほど読んでいただければと思う。 

   １つだけ。医療制度改革については、先ほど宮内議長から規制改革との関係で混

合診療のお話があった。その点については、我々民間議員も大変重要なポイントで

あって、今後日本の医療システム全体、それから公的な医療保険の改革を考える上

でも、政府として真剣に考えるべき論点だと考えている。 

（竹中議員）それでは、どうぞ御議論いただきたい。麻生議員。 

（麻生議員）財政制度等審議会について、これは財務大臣に対する建議という話なのだ

ろうが、資料「平成 17 年度予算編成の基本的考え方について」の 21 ページの政府

開発援助（ＯＤＡ）の（２）と（３）に、いずれも予算規模の削減ということが書

いてある。これはいろいろ意見のあるところでもあり、今回の話は、財務省に設置

されている一審議会の意見として承知しておけばいいのだろうが、何となく経済財
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政諮問会議の認可を得たものとして、これが独り歩きされるのは適当でないと思う

ので、一言だけ言わせていただいた。 

   総務省として言わせていただければ、坂口臨時議員の資料にも基本的に三位一体

のことが書いてあるが、坂口臨時議員御存じのように地方には全く裁量の余地のな

い行政分野がある。例えば生活保護。生活保護は国が基準を全部細目まで決めてい

る。また、医療も診療報酬を国が全部決定する。そういった意味では、制度運営の

現場を預かる地方自治体に更なる責任を担っていただく、という言葉が入っている

のだが、裁量権と責任はセットで考えなければならないにも関わらず、ただ責任だ

けを地方に移管しても地方は対応できないという点は昨年末議論になったところ

である。財源等々、これは税源移譲の話と全部関係してくるところだとは思うが、

地方の裁量権の議論を、財源の話と一体的にしていかなければ、なかなか難しいだ

ろうというのが率直なところである。 

（谷垣議員）先ほど吉川議員から説得的なお話があったので、簡単に申しあげる。数量

的な目標を社会保障の中にも入れることが、私は必要だと思う。財政全体をコント

ロールしていくためには、やはりここが一つ天王山ではないかと思う。潜在的国民

負担率 50％ということについては、今までも色々な審議会と政府の方針の中に、ず

っと書き込まれてきていることであるので、これを外すと、全体の姿勢が後退した

というようなメッセージを与えかねないのではないかと思っているので、やはりこ

れも必要なことと思っている。 

（本間議員）坂口臨時議員のお話で、先ほど事業運営の改善という資料をお示しいただ

いたが、１つ社会保険庁の問題を取り上げたい。この問題については基本的な認識

が余りにも現実離れしているのではないか。ＢＳＥの事件が起こった時に、食糧庁

は組織改編を大幅に行って統廃合した。今は、それぐらいの重みのある事態なのだ

ろうと思う。この１年間を振り返っても、まずは社会保険料の使われ方が、グリー

ンピアをはじめ問題点として指摘された。さらに車の購入費等が国民の批判を浴び

たり、徴収事務を地方から社会保険庁に移管した途端に保険料の徴収率が下がると

いったような非効率の問題を一体どうするのだ、というような指摘もあった。 

そのような徴収の部分はともかくとしても、社会保険庁のサービスの部分で、個

人に対し情報をどの程度きちんと提供し、或いは払っていない方々に対する対応を

取っているのか、というような問題もあった。更には、個人情報のリークも含めて

モラルハザードが起こっているのではないか、という議論などもある。こういうこ

とを考えると、この程度の認識では全く不十分だ。抜本的に組織改編論を行ってい

ただきたいというのが第１点である。 

   それから第２番目の問題は、潜在的国民負担率について。これは、過去において

問題点や使われ方について、十分我々は議論してきたのではないか。しかも昨年、

基本方針 2003 で、閣議決定もしているわけであり、それを改めてまた持ち出して、

使われ方も含めての有り様について問題提起をしているというのは、如何なものか、

というのが私の印象である。 

   とりわけ、この 50％という数字には２つ意味があるのだろうと思う。１つは政府

の規模を時系列的にみるための１つのメルクマールであるということ。その点で、

分母の部分と分子の部分の扱い方、これは消費税を含めて間接税の入れ込み方や、

海外からのネットの所得の受け入れをどのように扱うのか、これはＧＤＰ等の間の

乖離であるが、それは統計上うまくつなぎ合わせれば、この指標というのは活きて

くるのだろうと思っている。 

   しかも、この問題については、昨年、国民負担率と経済の活性化の関係というこ
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とで議論があった。これらの因果関係の有無が議論され、それを受け止めて、内閣

府は政府の規模と経済の成長率についてきちんとした実証研究、つまりＯＥＣＤの

15 カ国の中で大きな政府になればなるほど経済成長率は落ちるということを検証

している。もちろん、細部に至ってはまだ検討すべき点はあろうかと思うが、私は、

そういう観点からも潜在的国民負担率というものを１つの政策軸に置いておくと

いうことは重要だろうと思う。２つの意味があると言った２つ目の点だが、資本主

義、市場経済において政府部門が 50％を超すということは、ある意味では論理矛盾

であって、民間経済が主役であるということは、五公五民というのが上限だと、こ

ういう意味合いを持っている。ここは軸としては外すことはできないと思う。 

   しかも究極的な 50％の目標だけではなく、先ほど吉川議員から話が出たが、制度

が法律で義務付けられているからコントロールできないという話は、短期的にはあ

り得る話だと思うが、常に経済の実力と制度の有り様というものを結び付けていく

という中期的なプロセス管理を我々は十分意識しておかなければならないという

ことである。目標年次が近くなって急激にやろうとしても、これは不可能なので、

毎年毎年、或いは３年から５年のスパンの中で、経済の実力と制度の見直しを不断

に行っていくことが重要と思う。つまり我々は、社会保障制度を総合的な負担とい

う観点でとらえ、それを中期的なスパンの中で工程管理していくという二重の意味

で施策目標に掲げているのである。ぜひ、我々の意図するところをおくみ取りいた

だきたいと思う。 

（奥田議員）私どもは実は、医療、介護、年金の問題については、総理にもお願いをし

たが、やはり１年で年金を完璧に仕上げるということは多分できないのではないか。

その後１年ごとに医療、介護と行っていくということになっているが、総合的に制

度改革を行うことになれば、平成 19 年の消費税を含む税制の抜本改革と一緒に行

うべきだが、そういった話を一遍、坂口大臣がどのようにお考えになのか、お聞き

したいと思っている。 

（牛尾議員）非常に根本的な問題で、社会主義経済体制をとるのか、市場経済、民間主

導をとるのかということを昭和 56 年以来議論してきて、今、本間議員が言われた

五公五民というのが最高限であって、かつては四公六民といって４割が限界だと。

それを超えると必ず一揆が起きるというのは歴史から言われている話で、土光臨調

でも45という数字を設定してきた。それがこうして50という数字が出てきており、

しかも今のように社会福祉行政に対する国民の不信感が高まっている時代はない

と思う。この時代の流れをくみ取ることが民主主義である。 

   小泉総理は３年前に、はっきり民間主導型の小さな政府、市場経済をとるとし、

宣言の中に「改革なくして成長なし」ということをはっきり仰っている。細かい議

論はたくさんあるが、基本はそこにある。それを採択するなら、最高限五公五民で

あって、基本的には四公六民を目指すぐらいの気概を持ってやらないといけない。

社会福祉は非常に重要である。現状の経済にかなり満足している国民は、未来に対

する不安を解決するのが大事なことは百も承知の上で、しかし、未来に対する不安

への対応は五公五民、四公六民の範囲の体力の中でやるしかしょうがないのだと。 

   財政審も書いているように、名目成長の範囲以外のことはできないとはっきり自

覚することが必要。高齢化もあるし、少子化にもなる。税収は減るかもしれないが、

そこで工夫しながらどうするかということが政治の決断であって、法律がこうなっ

ているから、ということであれば法律を変えればいい。この経済財政諮問会議とい

うのは、そういう根本的な中長期にわたる大きな決断をするために、われわれ民間

人の気持ちも入って議論している。民間経営者というのは、会社の存立を最優先す
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る。郵政の民営化のときにもあったが、初めから利益が出ないようなら民営化なん

て意味がないというのと同じように、会社の存立条件、経済の範囲の中しかできな

いということが民間経営者の基本である。 

   民間経営者の立場から言うと、すべての予算が名目成長の範囲内でしか上がった

り下がったりできないということは当たり前のことで、更に減らしていかなければ

ならないことだってある。ただ、はっきり言えることは、安全と安心に関しては国

際情勢、治安、防衛、サイバーテロと色々な問題が出て、費用がこれから増えてく

るということ。これは残念ながら割くことができない最優先の課題、国家の基本的

な責任と権利である。 

   そういう項目が立ったときに、本間議員や吉川議員が仰るように、厚生行政に対

する時代認識にかなり我々との間に落差があり過ぎるという印象を持った。坂口臨

時議員が社会保険庁の記者会見で激怒されている姿を見て、その苦悩のほどは十分

共鳴している。しかし、全体として、今日の資料を見て私は愕然とした気持ちであ

り、もう少し時代の要請というもの、改革なくして国の存立はない、ということを

我々は遵守していきたいと思う。 

（奥田議員） 正直に言えば、今、国民のほとんどが最近の年金問題について白けてお

り、また、一部マスコミがそれを煽っている状況。この際、新しい制度改革に向け

て、我々は今進むべきである。ここで立ち止まっていたらどうにもならない。例え

ば、未納となっている人は未納分を支払ってもらう。そうしなければ、参議院選挙

も、投票率が非常に落ちてしまうのではないか。国民の気持ちが非常に冷え切って

いるということを考えなければならない。社会保障制度が非常に難しく分かり難い

ところに問題があるので、できるだけ早く新しい分かり易い社会保障制度をつくる

ことが一番大切だと思う。 

（坂口臨時議員） いろいろな御意見が出たが、最初に、三位一体の改革において、財

源移譲と一緒に、いわゆる自由度をどう広げるか、という麻生議員のご意見につい

て。自由度を広げてもらいたいが、実現が大変なものも存在する。例えば、生活保

護の問題が今出されているが、生活保護の基準をそれぞれの都道府県にお任せする

と言えば、「それは勘弁してくれ」という話に多分なるだろう。その辺のところを

どうするかという問題があるため、よく相談をさせて頂き、渡せるものは渡したい。 

医療の問題についても、現在取り組んでいるところだが、例えば、保険料等につ

いて、その地域の医療費の度合いによって、都道府県単位で保険料を決めて頂くと

のアイデアがある。医療費が非常に少ない県、例えば長野県のようなところは、保

険料を下げて頂き、高いところは上げて頂くことについては、良いのではないかと

考えており、現在見直しを進めているところ。ただし、これは都道府県単位にする

ことが前提の話であり、都道府県は受け入れないと仰っているため、どうするかと

いう問題がある。 

三位一体の改革に関する問題としては、このような問題がある。できる限り地域

の特性を活かしていけるように、医療費も含めてやっていかなければならないと思

っている。 

   次に、社会保険庁の問題について。これは、過去の問題と現在の問題と両方ある。

過去の問題であるグリーンピアの問題については、社会保険庁や旧厚生省にも問題

があったと思うが、国会において奨励したことも事実であり、全部社会保険庁の責

任だと言うわけにはいかない。しかし、現時点で社会保険庁がやっていることにつ

いては、改革しなければならない点が多いと考えている。財源の問題として、車代

や職員の宿舎を直す費用を、一般財源から出すか、それとも年金の中から出すか、
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という問題があり、現時点では、１年延ばしになっているが一般財源よりも年金の

中から出すという割り振りになっている。これを来年からどうするか。 

   社会保険庁全体で現在約１万 5,000 人の職員がおり、その中で医療保険と年金と

両方やっている。社会保険料をいわゆる国税と一緒に徴収するという話もあるが、

国税庁が行っている範囲と、社会保険庁が行っている範囲では、社会保険庁の方が

数倍広い。ただし、社会保険庁の行っている内容は、広範囲だが単純で、それほど

難しいことをやっているわけではない。ここのところをこれからどのように進めて

いくのか。完全に一体にするのか、部分的に一緒にできるところをやるようにする

のか、いろいろあるだろう。しかし、約１万 5,000 人の職員を国税庁に移して再教

育し、社会保険庁を無くして全て国税庁で、ということはなかなか難しいだろう。

また、ＩＴ化を進めることでどう人件費を削減するかということも問題になると思

う。 

   また、今から思えば、社会保険庁に関しては、前回行った改革で、市町村で今ま

で徴収していたものを社会保険庁の方で徴収するという割り切り方を決めたこと

が問題であったわけだが、今はそれを言っても始まらない。これは、徴収に際して、

どのように各市町村の人を活用するかということだろう。パートのような形で地域

の役場に勤めてお辞めなった方にお手伝い頂くなど、いろいろなことを検討しなけ

ればならないと考えている。 

   次に、潜在的国民負担率 50％の話について。私も 50％とか、55 とか、その数字

に反対をしているわけではなく、そのときには税も一緒にやって下さい、と言って

いる。社会保険料だけではなく、税の話も一緒にやらなければ一方的にならないか、

ということを申し上げている。 

 次に、奥田議員から出された、今回の年金改革法案に附則として入れたこと等に

ついて。今回の年金改革については、どのような制度にしても、負担と給付の問題

はつきまとうし、少子・高齢化社会の中で、どれだけ負担をし、どれだけ給付がで

きるかということであるため、これ以外に方法はないと思っており、ぜひとも今国

会で通して頂きたい。しかし、それで済むかといえば、そうではないだろう。総理

にもご指摘頂いているように、さらに一元化ができるのならば一元化の方向で、ど

んな一元化の方向があるのか、加えて、以前この諮問会議で出させて頂いたが、個

人単位か世帯単位か、という問題も残っており、その辺のところの整理をどうして

いくかということが、年金問題としては大きな課題である。しかし、このことは社

会保障全体として捉えて、負担と給付を全体として見る。そして、負担については、

税と保険料と自己負担との割り振りをどうするかということに尽きる。その辺のと

ころは、年金だけを考えてもいけないし、医療だけを考えてもいけない。全体的に

見て、そこをどれだけの割り振りにしたらいいかということを決めて頂く必要があ

ると思っており、平成 19 年という話もあり、それに合わせた形で全体をやって頂

く。今から約３年の期間であるが、その後制度をどうするかという問題もあるため、

少なくとも結論は２年ぐらいで出して頂くスピードでなければならない。 

（竹中議員） それでは簡単にとりまとめさせて頂く。 

   社会保障の問題については、やはり今この時期に国民の信頼を高めるための努力

が極めて重要である。それとの関連で、この社会保障を総合的に考えていく必要が

ある。この点では多くの方々の意見が一致していると思う。また、これを何らかの

数値目標を踏まえてしっかりと制御していくことが必要である。その１つの方法と

して、既に閣議決定した潜在的国民負担率を参照にすることは意味があることであ

ろう。税も含めてそのような議論をするということであれば意味があるだろう、と
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いうことについても、意見の一致があったと思う。 

   年金に関しては、給付と負担が重要であり、それを踏まえて、体制、制度、体系

の問題を進めていく。これはまさに諮問会議での既定の方針であると思う。 

   もう一点、社会保険庁について、坂口臨時議員ご自身が「大改革が必要だ」と指

摘され、有識者議員からも厳しいご指摘があった。社会保険庁改革の非常に重要な

好機だと思われる。有識者議員からは、税との一元徴収を考えるべきだ、ガバナン

ス強化の観点から民間人を長官として任用してはどうか、という指摘もなされた。

こうした点も含めて、これは時間のかかる問題と急ぐ必要がある問題があると思う

が、比較的短期のガバナンス強化という観点に絞り、比較的短い期間で坂口臨時議

員にお考えをまとめて頂き、またこの場でご議論を頂くということで如何か。この

問題は国会での議論もあるため、そのタイミング等については、総理、官房長官、

坂口臨時議員と良くご相談をさせて頂きたい。 

（小泉議長） 今国会で年金改革法案を早期に成立させ、次の制度の議論に話を持って

いかなければならないが、社会保障は実に関心が大きく、また関連する問題が広い。

年金一元化１つ取っても、これは大変だ。いざやり出すと、納税者番号１つでも反

対論が出る。目的消費税の話についても、年金だけでは済まない。医療と介護も入

ってくる。税は五公五民が限界、と言うが、江戸時代に五公五民で一揆が出たのは、

お上だけが取ってしまい、民に施さなかったからだ。今は高齢化のため、税金を払

っていない人が多く、社会保障を受けている状態。だから、持っている人からどん

どん取ればいいじゃないか、という議論になってくるが、これには歯止めをかけた。

良い例が、消費税を目的税にしようと言ったときに反対した福祉団体だ。福祉を拡

充するためには消費税を上げなければいけないとの話に対し、「嫌だ。他から取っ

て来い。」と。そういう広い問題があるから、早く与野党協議に持っていくために

も、年金改革法案を今国会で早く成立させたい。枝葉のことで騒いでいるが、ここ

は耐えて、総合的にやらなければならない重要な問題だ。 

（坂口臨時議員） 耐えるところはしっかり耐えている。 

（小泉議長） 言うのは簡単。しかし、世論調査に見られるように年金一元化には賛成

が多いが、いざ具体論を出すとぱっと反対論が出てくる。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

 

（坂口臨時議員 退室） 

 

○「基本方針 2004」に向けて・「新産業創造戦略」について 

（竹中議員） 「基本方針 2004」の素案について事務局から報告させていただき、その

後、中川議員から報告いただく。 

（小平政策統括官） 簡単に説明させていただく。目次は、この前議論した骨子を更に

詳しくしたものである。 

   ４ページには、「日本経済の現状と課題」ということで、民需主導の景気回復を達

成した日本、改革成果の拡大と集中調整期間の仕上げということを述べている。 

   ５ページには、「集中調整期間」から「重点強化期間」へということで、その期間

におけるデフレからの脱却を確実にして、基盤の重点強化を図ること等を述べてい

る。 

   ６ページには、「構造改革とその目指すところ」ということで基本的な考え方をま

とめている。先ほど議論された潜在的国民的負担率についても触れている。これは

昨年の「基本方針 2003」と基本的に全く同じである。 
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   ７ページには、「第１部 『重点強化期間』の主な改革」の始めに「官から民へ」、

「国から地方へ」の徹底ということで、（１）が郵政民営化の着実な実施、（２）の

規制改革については、本日の審議を踏まえ、作成させていただきたい。（３）が地

域の真の自立である。三位一体の改革については、これから作成したい。 

   ８ページには、「予算制度改革の本格化」ということで、平成 17 年度から重点化

する予算すべてに成果目標を明示することや、公会計の整備、モデル事業、政策群

などについて述べている。 

９ページには、特別会計改革ということで、それぞれの性格に応じ、年内に改革

案を策定すると述べている。また、行政改革についても述べており、10 ページに、

府省間の人事交流、官民交流、統計等について述べている。（４）は税制改革につ

いて述べている、それから「民の改革」の推進の（１）に、将来の人口減少下での

成長戦略を諮問会議において平成16年度中に取りまとめるということにしている。 

   11 ページには、「『人間力』の抜本的強化」について述べている。社会保障関係は

本日の審議等を踏まえ、原案までに作成、提示させていただきたい。 

   13 ページからは第２部である。「地域再生」の「地域再生支援策の拡充」はこれ

から作成したいと考えている。次に、農業、建設業、観光戦略等について述べてい

る。 

   14 ページには、雇用政策・人材育成施策を述べている。 

   15 ページに「新産業創造戦略」、公正取引のためのルールの強化について述べて

いる。 

   17 ページ以降は第３部である。19 ページには、新規施策の計上に当たり、既存施

策の廃止・縮減を行う。これを予算見合いの原則ということで進めてはどうかとし

ている。 

（竹中議員）  「基本方針 2004」に関連し、中川議員から新産業創造戦略について説明

いただきたい。 

（中川議員） 過去２回中間報告をさせていただき、今回、ようやく「新産業創造戦略」

ができあがった。吉川議員にはとりまとめをしていただき、感謝している。 

   結論を言えば、世界に冠たる技術力と人材力を活かして、世界のための産業を国

内で再生、発展をさせていく、10 年、20 年先を見据えてやっていくということで

ある。80 年代のアメリカのヤングレポートにちなんで、「Ｎレポート」、日本レポー

トあるいはニューレポートと呼びたい。 

   革新技術（ナノテク、バイオ、ＩＴ、環境）と伝統技術については、からくり人

形や組紐、醤油の発酵技術が火星探査機に応用されたなど、そういうものをうまく

活用して、燃料電池、情報家電以下の７分野において、2000 年時点で 200 兆円だっ

たものを 2010 年で 300 兆円、それが 2020 年、2030 年と更に増えていく。これは産

業からの視点だが、それが国民的なニーズに合致すると同時に、３年や５年、10

年ではキャッチアップできないぐらいの技術水準を維持していこうということで

ある。 

   そのためには、産学官の一体や地方と中央との一体、そのためのインセンティブ

としての産業人材の強化ということで、家庭教育、社会教育から始まり、ものづく

りとか、人づくりをやっていきたい。子どものころに竹トンボをつくるとか、そう

いうところから始めていきたいと考えている。また、人材育成のための投資という

意味では、資金面も税制面も含めて考えていかなければいけないと思う。また、高

齢者という問題については、先週ＯＥＣＤで高齢者の人材活用の企業における資産

的価値という提言をしてきたところであるが、日本における大事な人材力というも
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のを活かしていきたい。前回の諮問会議でも発言したが、マイスターやフランスの

ＭＯＦといった大変な名誉ある称号、名誉と実力を伴った称号のようなものを、例

えば、かんな削り日本一とか、金型世界一の称号とか、そんなものを名実ともに与

えていくような、そういう顕彰制度みたいなものが必要である。それらは、ある意

味では誇りと自信と与え、後世代への人材育成にもなる。 

   昨日のテレビで、運慶の仁王像の修復について放送されていた。800 年の時空を

超えて、同じ技術を集大成したチームが復元したということだが、これは、くだん

の宮大工が大変な匠の技を持っていたということが証明されたわけである。 

   それから「知的財産の保護強化」ということで、やはりいい技術、いいノウハウ

は守るべきは守る。また、公開するべきは公開するということで企業秘密、あるい

は知的財産はきちんと保護すべきものは保護をする。技術流出の防止を徹底的にや

る。アメリカの場合は、産業スパイ法やエクソン・フロリオ条項など、大変厳しい。

こういったことをしなければ、自信と進歩はないと思う。 

   それから、研究開発の重点化ということである。例えば、情報家電分野というの

は、日本が強いと言われているが、実は、組立ではなく、川上の部分が日本は強い。

電子材料や製造装置といったもののシェアは日本が圧倒的に強い。ところが、いざ

組立段階、製品段階、大衆消費財的な段階にくると、海外の方が圧倒的に強い。こ

のギャップは何を意味するかというと、技術の流出、あるいは製造の海外への流出

であり、雇用の喪失につながっていくことになるので、川上から川下まで、強い部

分は一貫して国内でキープをしていく。一部先端産業は日本に戻ってきて、日本の

中で雇用と周辺産業、部品あるいはまた部材産業を、材料産業を含めて集積されて、

また戻ってきているということもある。そういうものを重点７分野、ビジネス支援

のようなソフトのものもあるが、基本的にはものづくりということで、20 年先、30

年先を見据えた「新産業創造戦略」というものをやっていきたい。 

   いずれにしても人づくり、そのバックアップとしては予算と税制、法制度等々も

極めて重要なポイントがあるということを、特に谷垣議員には理解をいただきなが

ら押し進めていきたい。 

（竹中議員） 今日はもう時間がなくなったが、素案については、本日の議論も含めて

更に追加していきたい。各省に今議論をお願いしているので、色々な意見をいただ

きたい。 

（麻生議員） １つだけ。三位一体の改革はものの見事に何も書いていないが、あうん

の呼吸でやらなければならないところだと思っている。ここを書き込まないで、ず

っと先延ばしにしようという意図を感じさせる役所があるので、そこは谷垣議員と

も協力して、ぜひ早く結論を得るようにしたいと思うので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員）  工程を明確にする等、各大臣としっかりと相談をして、次回、原案を出

させていただきたい。 

（小泉議長） ようやく３年間で「成長なくして改革なし」から、やはり「改革なくし

て成長なし」だという大方の理解を得てきたので、この路線を堅持してやっていき

たい。 

   最近、輸出よりも設備投資や消費が増えており、外需よりも内需拡大という望ま

しい形になってきている。こういった明るい兆し、この路線を更に進めていくため、

これからも協力をお願いしたい。予算、税制を含めて。 

（竹中議員）ありがとうございました。 

                                  （以 上） 

 


