
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 12 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  2 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年５月 28 日(金) 17:32～19:00 

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 

高橋はるみ 北海道知事 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）郵政民営化について 

（２）北海道・道州制特区について 

（３）「基本方針 2004」に向けて 

3．閉会 

（説明資料） 

○郵政民営化への最近の取組み状況（内閣官房郵政民営化準備室） 

○道州制特区に向けた提案（高橋北海道知事提出資料） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004（原案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年12回目の経済財政諮問会議を開催させて
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平成 16 年第 12 回 議事録 

いただきます。 

○郵政民営化について

（竹中議員） 本日の議題でありますが、まず最初に郵政民営化につきまして、渡辺

準備室長から御報告をいただきます。その後、高橋北海道知事に御出席をいただ

きまして、北海道の道州制特区について議論します。それから、残りの時間で「基

本方針２００４」に向けまして、本日は原案を提示し、それについての御審議を

いただきたいと思います。 

それでは、郵政民営化に関しまして、渡辺準備室長から御説明をお願いいたし

ます。 

（高橋知事入室） 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） お手元に「郵政民営化への最近の取組み状況」

という横長の資料を準備させていただきました。内容は２つでございまして、１つ

は５月に２回開催をいたしました「郵政民営化に関する有識者会議」の模様、それ

からもう一つは、５月23日に旭川で開催をいたしました「郵政民営化地方懇談会」

の様子でございます。 

 まず、１ページをお開きいただきたいと思います。有識者会議は４月26日に発足 

をいたしました六人会でありますが、この会議は準備室が具体案あるいは必要な法

案の作成をするのに対しまして、助言、指導を行うという目的を持っております。

５月は５月13日と５月25日に開催をされまして、６月にも２回、その後も月二、三

回程度で会議を開催していく予定でございます。地方懇談会の模様ともども、この

経済財政諮問会議に御報告申し上げて、御議論を賜りたいと思っております。 

 ２ページは、そのメンバー表でございます。宮脇先生には、旭川の地方懇談会に

も参加をしていただきましたし、奥山先生には、名古屋の地方懇談会に参加をし

ていただくことになっています。 

 ３ページでありますが、５月13日には４月26日のこの諮問会議でとりまとめてい 

ただきました論点整理を御説明申し上げまして、メンバーによるフリーディスカッ

ションが行われたわけでございます。 

 主な意見は資料３ページに「・」が５つございますように、新しい郵政会社と民 

間、両方ともが強くなるような、そういうふうな民営化であってほしい。それから、

見えざる国民負担ということを言われておりますが、その程度について、データの

裏付けが必要だ。それから、３点目にはユーバーサルサービスということにつきま

して、まだ諮問会議でも継続検討ということになっておりますが、さらに議論を詰

める必要があるということでございます。４点目は、当準備室に対する希望という

ふうに前提を置いておられましたが、縦割りでなく横が連携をして、多分、いろい

ろな省庁から人が来ているという意味ではないかなというふうに推測しておりま

す。それから最後に、公的債務管理の在り方についても幅広く議論すべきというこ

とで、当然、財政構造改革との関係がございますので、そういった点につきまして

も、この郵政民営化と十分関連をもってやってまいりたいという趣旨でございます。
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次に、４ページでありますが、第２回の会合は５月25日に開かれまして、加藤

寛さん、国鉄の民営化を担当された千葉商大の学長さんでありますが、御経験に

基づきまして、郵政民営化の進め方について御説明というか、アドバイスをちょ

うだいしたわけでございます。 

主な点は６つほどございまして、改革は60点でよいと、100 点満点を目指すと

なかなか摩擦が多いぞと。それから２つ目には「公のことだから、公共的なこと

だから国がやる」という話に入っていきますとデッドロックに乗り上げるので、

神学論争は棚上げして現実的な議論をしてもらいたい。それから民営化のメリッ

トをしっかり議論し、「なぜ民営化をするのか」、「民営化したらこうなる」と

いうことを強調すべきだということであります。それから、やはり全国的な規模

で、当事者が参加をしていくという意欲を高める必要があるという助言をいただ

きました。 

なお、国鉄の場合には、経営サイドと労組という間で板挟みになっている助役

を説得したところが成功の秘訣であった。さらに移行期間のイメージについては、

10年ぐらい経って方向が出てくるということではないだろうかという、ざっくり

と言いますと、そのような助言をいただきました。 

次は５ページ、地方懇談会の概要でありますが、旭川で開催されまして、麻生

大臣、竹中大臣、そして当会議からは本間先生に御参加をいただきました。論点

整理を紹介しながら、地域の実情、あるいは意見を聴取するということでござい

まして、来週６月５日土曜日、６月６日の日曜日にも名古屋と埼玉で開催をする

予定でございます。 

６ページは参加者がありますが、一般の方に大変たくさんお集まりいただきま

して、ここに出ておりますパネリストの間の意見交換だけではなくて、フロアか

らも質問をしていただきまして、お答えをするというふうな、時間がむしろ足り

ないというふうな状況でありました。 

主な意見は７ページでありますけれども、推進をするという御意見の方、いや

いや反対だという御意見の方、多様な意見が出ております。ここに「○」を７つ

ほど並べておりますけれども、過疎地における切り捨てが進むのではないか。そ

れから、公社化されてまだ時間が経っていないのに、なぜ今民営化ということが

必要なのかよくわからない。あるいは、経営の自由度とイコール・フッティング、

コインの裏表ということですが、真の意味でのイコール・フッティッグというの

をぜひ検討すべきだということです。 

４点目には、現在の店舗網の維持、これは大変なコストがかかるので、このコ

ストをどういうふうに賄っていくかということが大事だという話。そして、これ

は生保協会の方だと思いますが、簡保の民間生保の補完という役割は終わってい

るというふうな御意見。さらには物流関係者から物流産業が過当競争化すること

が懸念される。乗り出してこられるとちょっと強敵だなというふうな御意見であ

りました。さらに一般の、これは主婦の方だったと思いますが、近くに重複して

ポストがあるようなところがある一方で、そうでないところもあるという現状を
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見ると、さらに効率化の余地があるのではないかというふうな御意見を賜りまし

た。 

今後また、このような議論を６月５日、６日と名古屋、埼玉でやっていきたい

と思っております。 

以上が概要でございます。 

（竹中議員） どうも室長ありがとうございました。旭川懇談会で私は会のモダレー

ターをさせていただきましたが、この会には麻生大臣、本間議員にも御出席をい

ただいております。麻生大臣、本間議員、何か付け加えていただくようなことは

ございますでしょうか。 

（本間議員） では、ちょっと補足させていただきます。今、室長の方からお話がご

ざいましたとおり、民営化に賛成論から現状維持論まで幅広く御意見を賜りまし

て、勉強になりました。 

これに対しまして、私の方からは新郵政公社に移行することというのは、プラ

スサム、つまり国民にとっても利便性が増すし、公社が経営上の自由度を拡大し

てダイナミックに発展するという部分もねらっておるし、国にとっては今までの

財政負担というものを少なくしながら、新郵政公社に対して税金も払っていただ

ける状況をつくっていくという、三方一両得的な形でのねらいなんだということ

をお話しさせていただいた。その上で、国のかかわる公益性について、その目的

と、それを組織としてどのように供給するかというものは別問題であって、公益

性を追求するときに、国が直接かかわるべきかどうかについての検証というのが、

国際的には90年代以降非常に行われるようになってきたんだと、こういうことを

申し上げました。「国がやれば安心」というこれまでの考え方を、市場化テスト

であるとか、組織の見直しであるとか、そういうものを新たな時代状況の中で、

きちんと仕上げていくというのが民営化における最大の眼目なのだということを

申し上げました。 

例え話でありますけれども、民間の会社ですと、情報漏洩でもかなりエッセン

シャルなダメージを受ける場合がございますけれども、公的な形でやった場合に

は責任論は表に出ますけれども、具体的になかなかそれが組織、あるいは責任の

とり方というものにつながらないようなことが起こる。きちんとしたガバナンス

をきかせていくということも、その大きなねらいの１つだと、このようなコメン

トをさせていただきました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、先ほどのお話がありましたように、郵政民営化懇談会は６月５日に

名古屋で、６月６日さいたま市で開催をいたします。麻生大臣、本間議員、渡辺

室長に御参加をいただきます。こういう機会を通じまして、引き続き地域の実情

や意見をしっかりと受け止めてまいりたいと思います。どうも室長ありがとうご

ざいました。 

（渡辺室長退室） 
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○北海道・道州制特区について

（竹中議員） それでは北海道道州制特区につきまして、高橋知事に今日はおいでい

ただきましてありがとうございます。 

まず、高橋知事から御説明をお願い申し上げます。 

（高橋北海道知事） お時間をちょうだいしてありがとうございます。私どもからの

提案をさせていただきます。 

３つクリップでとまっておりますが、本体の２つの資料は分厚いもので、概要

版の５枚紙で御説明をさせていただきたいと思います。 

１ページをお開きいただきたいと思います。「道州制に関する取り組み～国か

ら地方へ、官から民へ～」と書いております。 

現在、全国で道州制の議論が様々な場所で進んでおります。全国知事会での議

論もスタートいたしましたし、また、北東北３県は様々な分野での地方債の発行

を含めて共同事業に取り組んでおられます。九州・四国、また関西では、民間の

方々を中心にいろんな議論が進んでおります。こういった中で、道州制に向けて

全国が変わっていくのは、今後の必然の流れだと考えているところでございます。

そうした中で、県合併を必要としない北海道においてまずやってみるということ

が、この北海道の道州制先行実施の意味である、このように考えているところで

ございます。 

次の紙をおめくりいただきたいと思います。２ページ目でございますが、私ど

もの提案は、総合的な事項、ここ以降、２ページ、３ページとございますものと、

あとは分野別の事項と２つ大きく分けているところでございます。まずは、国・

地方を通ずる行財政改革ということについての国の地方支分部局との機能等統合

の問題でございます。 

それに入ります前に、１枚紙をちょっと入れました。数字の表がございます。

北海道における主な地方支分部局と北海道と同じような仕事をしているところの

職員数というものを掲げました。北海道開発局以下、現在、約30の部局で国家公

務員が働いておられます。開発局が6,500 名で事業規模5,500 億円、以下、経済

産業局等々となっておりまして、トータルでは１万8,000 人強ということでござ

います。また、北海道庁はここにございます公共事業関係3,000 人、事業規模4,400 

億円等を含めて、トータルで警察、教職員を除いて２万名の人間が働いていると

ころでございます。 

さて、こういったことを前提に、２ページ目にお戻りいただきまして、フロー

チャートをまず左の方から縦に御覧いただきたいと思います。国の地方支分部局

と書いてございますが、ここから道への権限移譲、すなわち国と道との、ここで

は都道府県の「道」ではなくて、道州の「道」とお考えいただきたいんですが、

道との役割の見直しということを徹底して行って、権限移譲を行っていくという

のが１つの流れでございます。また、道から市町村へ権限移譲、これは道内分権

という言い方が適当かと思いますが、それをやっていくということでございます。

例えば、最近の例でいいますと、オホーツク海側で100 年に一度の大雪が降り
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ました。この際に縦割り行政でございますので、国は国道をきれいに除雪し、道

は道道をきれいに除雪し、市町村道が遅れてしまって雪の山になった。そして市

民からの苦情は全部町役場、市役所に行くわけでございまして、これではいけな

いだろう。やはり住民サービスの最も身近である除雪という作業は、市町村がや

るべきであると私どもは思っております。除雪は１つの例でございますが、縦割

りのものを権限、財源、それをコーディネートする人、セットでの移譲というよ

うなことを鋭意検討をいたしております。そして当然のことながら、こういった

国、道、市町村を含めて官から民間への徹底的な規制緩和、これも行う。これが

１つの大きな流れでございます。 

右の方を御覧いただきたいと思います。国の地方支分部局を、まずは白抜きの

四角でございます組織のスリム化、財源移譲の検討ということでございます。こ

れは国の方でもやっていただくし、道の方でもやっていくということでございま

す。管理部門、その他共通部門の組織のスリム化、これは国の機関もいろいろ見

るとあるに違いないと思っております。 

それから財源移譲でございますが、全国すべてが道州制に移行する場合には、

全体としての財源の移譲について、調整の議論も含めると思うのでございますが、

その全体が移行する前の先行実施の段階ではどういう形で北海道に財源を移譲す

るか。これはぜひ検討していく必要がある、このように考えています。 

そして道の立場でございますが、道も今スリム化を進めております。先ほど人

員は２万人いると申しました。15％にあたる3,000 人の人員適正化計画、これは

10年以内ということで平成24年まで計画的にやっております。加えて道立の大学

1,500 人、試験研究機関1,600 人、独法化を視野に入れて検討を進めております。

２万人の職員の徹底的なスリム化が必要だと思っております。 

また人件費についても、19年までに10％のカットを考えております。ラスパイ

レル指数で言いますと、国家公務員を100 とすると北海道は100.4 でございます。

これも減らしてまいろうと思っております。そして北海道では、こういった人件

費を含めて歳出一般財源の１割に当たる1,700 億円を、これも３か年計画で定量

目標を設けてカットをしようという徹底的なスリム化、合理化をやらざるを得な

いというのが本音でございますが、これを進めております。 

こういった国・道、それぞれのスリム化の努力を踏まえて、恐縮ですが、右の

上の方にピンクの丸で「統合」というところがございます。統合、２段階を私ど

もは提案をいたしております。 

まずは国の地方支分部局が１つ屋根の下に入るというか、統合をしていただく

と。そして、この統合を推進していただく政府の中における組織を、今年度中に

内閣府又は内閣官房にぜひつくっていただきたいと思っております。この組織に

おいて、国と道との役割分担の見直し、あるいは財源の問題等々を進めていただ

くということを考えております。また道州制推進基本法、これは北海道に限らず、

全国についての考え方も含めて制定が必要ではないかと考えております。 

さて、こういった２段階の統合に至る間、その場を和ませるというか、スムー
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ズに行かせるために一番真ん中にございます四角、黄色い四角がございます。

「国・道による共同の取り組み」という部分でございます。これも今年度スター

トするということが必要だと思っております。 

２分野書いておりまして、１つは連携・共同事業の実施、これは北海道と北海

道開発局、公共事業のセクターがともにやっていこうということでございます。

それから２つ目のテーマ別政策委員会、これは社会資本整備、あるいは地域内の

経済産業政策等々について、それぞれの担当の支分部局と私ども道庁の間で政策

決定あるいは来年度の予算要求等、重要なことについて意思決定を行う委員会を

設けていくということでございます。こういったことを経て、２段階の統合に至

るというのが私どもの考えでございまして、これ全体の２段階目の道州政府の実

現まで５年から10年以内の実現というものをぜひ目指してまいりたいと、このよ

うに考えております。 

市町村も合併については、道内は実は遅れております。広いということだけの

理由ではございませんが、今、法定協議会が進んでおりますものがすべて合併す

ると、現在212 市町村がございますが、大体150 程度になるところまでは一応目

途が付いております。今後ともソフトな形での市町村合併に対する私どもの関与

を進めて、基礎自治体の強化、合併の促進をぜひ図ってまいりたいと、このよう

に考えております。 

以上が国・地方を通ずる行財政改革についての私どもの提案でございます。 

そして次のページに入っていただきまして、「②法令面での地域主権の推進」

でございますが、法令面での地域主権の推進でございます。北海道に限らず、各

地域とも定められております全国一律の政省令等による規制というものについて、

いろんな不都合が出てきている。そのことによって、また国なり地方の財政に逼

迫感を与えているという実態があるかと思います。そういったことを、「上書き

権」という言い方もあるが、地域における法令等の置き換え条例といったことを、

ぜひ進めていく必要がある、というのが２番目の提案でございます。 

例を申しますと、１つはゴールデンウィークでございますが、北海道の５月の

ゴールデンウィークというのは、私ども道民にとってはちょっと寒い感じがいた

します。ただ、道外の方々にとってはこの時期暑いので、ちょっとぐらい寒い北

海道にぜひ来ていただく意味はあると思うのでございますが、例えば休日法を改

正していただいて、６月に道内の学校、あるいは会社、私どもの役所、こういっ

たところが休むことになりますと、５月はしっかり道外の方に休暇を楽しんでい

ただいて、６月のちょっと暖かくなってから、私ども道民がしっかりと楽しむと

いう２段階の需要拡大にもなるかなと思っております。 

例えば、司法手続面等の整備も必要でございますが、こういったことはお金は

かかりませんし、国と私どもの協力によってできることかと思っております。 

また、医師数の算定基準の問題がございます。これもそれぞれの地域の事情が

あるかと思いますが、私ども北海道は特に国土の22％を抱えている中で、住民サ

ービスを維持しつつ僻地医療の中でお医者様をどう確保するかということに常に
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苦労をいたしております。こういった中で、地域ごとの医師数、基準数の算定基

準の設定、これは私どもにとってとても有難いことである、このように考えてお

ります。 

「④その他の検討項目」の３つ目で、郵便局等の機能を活用した地域ネットワ

ークの形成と掲げております。北海道212 市町村ございますが、135 において銀

行、もちろん本店・支店を含めてでありますがございません。そして４つのとこ

ろでは農協もない。すなわち、郵便局のネットワークに地域の人々の生活が大き

く依存しているということが最も典型的な地方ではないかと私ども認識をいたし

ております。 

こういった中で、現状でも郵便局は各自治体、市町村との地域ネットワーク等

を形成し、いろんな地域住民サービスの展開の模索を始めておられるところであ

りまして、こういった実態を踏まえた場合に、郵政事業の在り方を検討するに際

しての「過疎地域型モデル」とでも言うんでしょうか、こういったことが北海道

で展開する意味があるのかなと、このように考えています。 

そして「⑤道州制特区の取り組み事項の具体化を図るための推進組織の設置」

でございますが、以上申しました項目の中で、①、②が特にそうでございますが、

国と道が共同して検討・推進することが適当な項目だと考えているところでござ

います。その意味では、この表紙に特区という提案と書かせていただきながら、

やや矛盾することを言って恐縮ではございますが、道の提案する特定の案に対す

る可否を国において検討していただくという一方的なやり方ではなくて、国と道

が互いに考え方を持ち寄って、最善の方法について国とともに検討をさせていた

だく。これがこの道州制の先行実施を展開していく上でベストの方法だと思って

おりますので、このような提案をさせていただいているところでございます。 

そして最後のページでございますが、ここには９分野書いてございます。道州

制という「国から地方へ」の行革という地域住民には見えにくい部分でございま

す。そういった道州制を進めていくことによって、人々の身近な生活の何が変わ

るのか。また別の言い方で言えば、道州制を通じて北海道民の生活をどういうふ

うに変えていくのかということを私どもなりにまとめたものでございます。ここ

の部分は今後、文化面等々いろんな幅広い面を含めてさらに充実をし、私ども何

を目指していくかということを書いていかなければならない、このように考えて

おります。 

以上、「官から民へ」、そして「国から地方へ」というような、いわば新しい

「国のかたち」を変えるというような大きなプロジェクトについて、先兵として

チャレンジしろという総理の御意向、御指示を受けての私どもの提案でございま

す。まだまだ不十分な点は多々あるかと思いますが、しっかりとやっていきたい

と私ども考えております。こういったことを実行するためにも、ぜひ政府サイド

においても共同で考える、あるいは推進する組織をつくっていただきたい、この

ように考えております。以上でございます。 

（竹中議員） それでは御自由に御発言をお願いいたします。 
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（本間議員） 口火を切らせていただきたいと思いますが、今の高橋知事のお話、非

常に論理的に整理されておりまして、我々も理解を深めることができたわけであ

ります。ひとつ考えてまいりますと機能別な統合というのが、恐らく、ここで言

う道州制特区の一番我々がアイディアとして考えているところだろうと思います

が、それだけではなくて、北海道における国の支分部局等の統合の問題、これは

各地域においても連動するものでございますし、それから、国の支分部局の統合

と並んで、道とどのように結びつけていくかということも、今後道州制を考えて

まいりますときに、全国への影響が残る部分でございますので、こういう３つの

統合のレベルの中で、しっかりと整理をしていかなければならないということだ

ろうと思います。 

その御努力を踏まえた上で、今のお話を伺っておりまして、まず最初の機能別

統合の部分のところ、つまり国と道の例として挙げられておりましたけれども、

除雪の連携とか、そういう具体的な機能別統合の部分のところにより具体的手順

について、道の方から御提案をいただいて、そして進化させ、それをどのように

実現していくかということを具体的なプロセスにまずしていく。そしてイメージ

として固めていくということが、私は非常に重要ではないかと思いますので、ぜ

ひ、この点についてもう一段御努力をいただいて、国の方に提案をしていただく

機会を早く持っていただきたいというのが第１点であります。 

それから、このまとめていただきました中で、もう一つ、道州制あるいはこの

問題を進めていきますときに、道民あるいはそれぞれの住民が、この問題が住民

にとってもプラスになるというようなときに、道と市町村の関係がどうつながっ

てくるか。今、除雪の問題で国と道がやって、市町村に苦情が多いというような

お話がございましたけれども、私は、道州制の問題は、道の中における道と市町

村の関係、これを抜きにして議論できないのではないかと。これは２層構造、３

層構造の部分のところにかかわってくる問題でございますので、この辺のところ

も併せて御検討いただけないかということであります。 

それから、この２ページの一番左端のところですが、道あるいは市町村が民間

とどのようにかかわってくるのかということについても、この行革、あるいは制

度上の改革にとりますと、官と民との役割分担ということで、規制改革あるいは

官業の民間開放というような部分のところが道庁の行革に非常に関係してまいり

ますので、ここのところも併せてやるんだということも、三位一体と申しますか、

機能別の国との統合の問題、道と市町村の問題、道・市町村と民間との関係を全

体像にまとめながら御提案いただくということになれば、かなり理解が全体とし

て進むのではないかということでございますので、ぜひ、その辺のところを、こ

れから御努力いただいて再提案をしていただきましたらという具合に思います。 

（竹中議員） どうぞ奥田議員。 

（奥田議員） お話しございましたが、現在、北海道の開発局だけでも6,500 人とい

う数字が出ておりますが、これだけの職員がおって、多くの事業を行っているわ

けでございますので、これを短期間に廃止とか合併とかはとてもできない、そう
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いうふうに思います。 

そういった意味で、先般の諮問会議で総理から御示唆がございました、経済産

業局や北海道開発局、こういうものについて改革の第一歩を踏み出せないのか、

道の方で具体的な取組みを検討していただいくのがいいんじゃないか、そういう

ふうに思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 高橋知事の要望として、推進組織を設置については分かりました。こ

れ以外は何をしたいかが具体的ではないと思う。今言われたような話は、合併や、

職員の、組織の廃止という話は、本省の方は全部知事に圧力かけて、これだけ残

せよと必ず言うんです。それに対して防波堤として推進組織をつくれという話な

のかなと理解はしますよ。だけど問題は、道としてはどうしたいか。これは要ら

ない、あれは要らないという自分の意見がちょっと見えてこないのが１点。 

もう１点は、権限移譲を市町村に対して、道は市町村に何を移譲するのか、と

いうところがもう少し具体的に見えてこないと、説得力を持たないのではないか

なという感じがしました。 

（竹中議員） それでは、牛尾議員、吉川議員。 

（牛尾議員） 道州制というのはわかりにくいところへもってきて、北海道と密着し

て議論しすぎるものですから、かえってわからなくなるんですよ。道州制という

のは将来の、今、三位一体は両大臣で御苦労されているようですが、最終的には

地方の在り方を考えて、道州制というのは全国の問題として大きな議論になって

くる。そのきっかけをここから始めるわけですから、やはり国民に理解させるた

めには、今回の議論は「道州制特区は北海道を支援するだけのものではなくて、

全体を考えながら初め北海道が出てきたんだ」というふうなことをきちっと明確

にした方がいい。事実、今度の三位一体なんかの問題で地方の方にお目にかかる

と、東北３県も関西も九州もかなり関心を持っているし、ここのところ観光立国

推進戦略会議の関連でみんなに会いますと、観光こそ、それをきっかけにしたい

とか、割と施策が前へ出ている地区もありますから、その辺というのは、政府と

してどう考えるかという論点が必要だというふうに私は思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 道州制については、そもそも論を国でも当然詰めていくんでしょうけ

れども、それには時間がかかるので、知事の方から特区として、北海道を道州制

のモデルにしたいということでお話があったと思う。何人かの方が言われたとお

り、私もこのことについては、北海道がイニシアチブをとるべきだと思います。 

そもそも分権というのは、それぞれの現場の人が一番よくわかっているという

のが、大もとなんですから、当然、国と話し合わなければいけないとは思います

が、麻生大臣が言われたとおり、北海道としては、こうしたいんだということを

はっきりと詰めていただくことが必要だと思います。 

付け加えれば、北海道の場合、はじめから道ですから論理的には道州制として

はわかりにくいところがあるんでしょうが、北海道の経済は知事もよく御存じの
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とおり、経済全体がよくなる中でなかなか厳しいわけですね。これはここ１、２

年の問題だけでなく、考えようによっては、100 年間の問題でもあると思ってい

る。道州制の問題は、北海道という地域が今度どういうふうに成長していくか、

繁栄していくかということを考えるいい機会だと思う。そういう意味でも、ぜひ

とも北海道がイニシアチブをとって、国に自分たちはこうしたいということをは

っきり言っていただく必要があると思います。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 北海道については、当たり前のことというか、皆さん御存じかもしれ

ませんけれども、北海道の特殊性のポイントを幾つか申し上げますと、広さは九

州、スイス、オランダの倍で、人口は九州の３分の１という、皆さん方は御存じ

ですけれども、普通の人から見ると、広さの感覚がほかの日本とは違うという、

これは意外と大事なポイントだと思うんです。地球が丸く見える場所なんていう

のがあるわけですから。広さと人口密度は意外と重要なポイント。それから北海

道というのは、言うまでもなく、先住民の人々あるいは鎌倉時代ぐらいから、い

わゆる内地から人が行きましたけれども、本格的に函館、小樽、根室から政府が

開発を始めたのはたかだか130～140年前。しかも北海道を開拓し、黒田清隆以下、

文字通り上からスタートをして、屯田兵とともに開拓をしていったという歴史が

あるわけであります。 

今、大雪の話が出ましたけれども、自然条件がいいところも厳しいところもあ

る。したがって、つい最近まで、最近はなくなったんですかね、燃料手当みたい

なものがボーナスというか、特別手当みたいなもので、冬、薪を買うための特別

手当みたいなものが出ましたし、また車も、全国紙で新車発売というと北海道だ

け別料金ということになっているわけです。こういうハンディキャップもあるわ

けでありまして、そういう条件がある中でどうやって、今、吉川先生と麻生大臣

からもお話がありましたけれども、「北海道が率先してやれ」というご指示を先

般総理から頂いたことから、知事は大層悩んで、私も北海道出身として知事の味

方として周りで見ていますけれども、大層悩んで、つまり下から突き上げられ、

あるいは北海道代議士会でもいろんな意見をぶつけられという中で、よくぞここ

まで、日本の新しい形の先駆けとしてやりたいという形で提案をされたなという

ふうに思っているわけであります。 

総理がよく言われるように、「国から地方へ」ということですから、この議論

の主役は北海道だというふうに思うわけでありますが、いろいろとまだまだ障害

があります。 

   他方、北海道ブランドというのは非常にいいわけでありまして、観光の面でも、

食べ物では牛乳でも、夕張メロンでも、長芋でもいいわけですから、ちょっと古

い話ですけれども、若者にアンケートをとって、「一度行ってみたいところ」と

いうと、海外は中国、国内は北海道。「一度行って二度と行きたくないところ」

でも、海外は中国、国内は北海道が１位。なぜかというとインフラが悪い。下水

道が整備されていないからトイレは臭いとか、あるいはどこに行っても、山に行
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ってもカニが出てくる、あるいは海辺に行ってもトウモロコシと牛乳が出てきて、

７泊８日毎日昼夜同じものを食べさせられて、もう二度と行きたくない。これが

北海道の現状だったか、田舎の方に行けば今でもそうだと思うんです。 

ある意味では可能性が無限にあるということですから、知事にここに来ていた

だいて、総理の一言で相当もがきながらここまでやってきているわけですから、

主役は道民、北海道ですから、ぜひとも後押しをして頂きたい。何をやりたいか

ということを知事がこれからどんどん出してくると思います。ここまで来るのも

相当のエネルギーを注ぎ込んだと思いますので、ぜひとも主役を応援してやって

いただきたい。 

逆に言うと、国が下手な指図をしないでくれと。国というのは政府ですけれど

も、遅れていれば、尻をたたくということは必要かもしれませんけれども、変な

指図を、斜め30度というやつを、いや30度じゃだめだと。40度にしろとか、25度

にしろとかつまらない指図を国からしないでくれと。私も国ですけれども、私、

今どっちの立場でしゃべっているかわかりませんけれども、北海道と言われても

仕方がありませんが、この目的達成のためには、余計な指図を国からしないで、

後押しをしてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 今の中川大臣のお話に刺激を受けて申し上げるわけではないですけれ

ども、やはり、そういう北海道が北海道として、真の自治体としての原版みたい

なものがあるというふうに感じましたね。 

最後にでき上がったチャートは、２ページのチャートですが、今は国に権限が

集中している。それからある意味で道にも権限が集中して、市町村と民間は縛ら

れている姿となっています。それを解くためには権限移譲という形で、上から下

に矢印が下りる格好になっている。本当は、北海道の人たちが自由にやれば、ど

んなことをしたいんだと、それを市町村はどういうふうにコントロールすればい

いんだ、どこのベースでどうコントロールすればいいのか。最後に国にお願いす

るのはほんのちょっとだよと、矢印が逆になる絵が原版だと思います。それを我々

がよりよくわかっていれば、この最後のチャートを非常に支持しやすくなるんじ

ゃないかと。地方分権というのは、今あるものを下に下ろしていくという、原型

というのは矢印が逆じゃないかなと、こういう気がいたします。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それでは高橋知事、まとめてもし御意見がございましたらどうぞ。 

（高橋北海道知事） まず、本間先生がおっしゃっておられた「より具体的な工程表」

について、これは今、口頭でちょっと申し上げたわけでありますけれども、国と

道との関係、あるいは道と市町村との関係、それから国と民間との関係について、

北海道がどういったことを考えているか、きちんとしたご提案をできる限り早く

したいと考えている。 

それから、奥田会長がおっしゃられた開発局、経産局の先行実施の件でござい

ますが、私どもの認識の中における現実性の中では、こういった団子論というん
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でしょうか。１つの統合体として、１つ屋根の下の入ってからの２段階というの

が現実的かなと思ったのでございますが、ただ、政府の方で開発局等の先行実施

ということも必要だということで御検討をなさるのであれば、私どもは私どもの

身を清めてというか、スリム化をするということは、きっちり準備をしてお受け

をする準備はございますので、そこはそのように申し上げたいと思います。こう

いった資料をつくってみても、やはりちょっと多いなということは正直思ったと

ころでございます。 

それから、麻生大臣がおっしゃられた「何をやりたいんだ」というご指摘でご

ざいます。私は道知事として道民の生活レベルの向上、あるいは道民福祉の向上、

それを如何にマックスに持っていくか、それが私の責務だと思っておりまして、

そのために道が何をやるか、国が何をやるか、市町村が何をやるか、それはいわ

ば手段でございます。 

ただ、私どもの目指す道民福祉の向上のために、この手段の部分で、今、中川

大臣にもいろいろおっしゃっていただいたんですけれども、なかなか遅れている

部分が多々ございまして、それは私ども自身の反省でもあり、また国に対して権

限移譲等をしていただきたいという申し出にもなるわけであります。また、道内

における分権にもなるわけでありますけれども、そういったことを手段として、

やりたいのは道民福祉の向上。ある意味、資料の４ページ、これは不十分ではご

ざいますが、こういったことを実現して道民の方々に少しでもいい生活をして頂

きたい。そのために我々行政が何をやるか、その一言に尽きるというふうに考え

ております。併せて、道州制が国全体でなるのであれば、その先行、先兵として、

私どもとしてできる限りの努力はしたいということでございます。 

牛尾会長がおっしゃられたのは、「政府として考えるべし」ということなので、

私がコメントすべき立場ではないと思いますが、吉川先生がおっしゃられた「道

がイニシアチブをとって検討の提案をすべきだ」ということについては、先ほど

申しましたとおり、国と道との関係、道と市町村との関係、あるいは北海道にお

ける官と民との関係で規制緩和はどういうところでやるか、これは提案をきっち

りとまとめて提出を申し上げたい、このように考えております。 

（中川議員） もう一言いいですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（中川議員） もう一言、簡単に申し上げる。北海道について、知事がやりたいと思

っていること、あるいは道州制を実現する上で最大のネックになっているのは、

労働組合問題と国の２つだろうと私は思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 高橋知事、今の話と似たようなことになるんですけれども、道民福祉

が目的であることはよろしいんですが、何をしたいかというのは、ここのいろい

ろな共同の取組みの中で「この局は要る」、「この局は要らない」、「これはう

ちと一緒にします」、というように、「全権限を与えてくれたら私はこうしたい」

と案が知りたいです。そこが一番問題なんです。そこが見えてこない。「これを
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やりたいんだけれども、本省との関係や労働問題があるからできない」というよ

うに提案して欲しい。 

（中川議員） 表に出た瞬間に大変なことになる。 

（麻生議員） そこが問題なんです。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。今日はかなりじっくりと御議論い

ただきましてありがとうございます。 

私なりに要約させていただきますと、総理が北海道の道州制特区の、まさにイ

ニシアチブをとってくださって、我々として今重要なのは、各論でしっかりと形

を出すということに尽きるのだと思います。その意味では、高橋知事は大変御苦

労が多い、フロントランナーというのは常にそういう御苦労があるわけでありま

すけれども、大変かとは思いますが、やはり、これは最後にまた麻生大臣がおっ

しゃったように、道としてどのようにしたいかということについて、やはり、も

う一段踏み込んで、具体案を示していただくことなのかなというふうに思います。

その場合、やはり大きな問題として、行財政改革では、国の出先の一元化とい

うのはみんな言うけれども、一体それはどういうやり方が考えられるか、それを

道の関連部局とどう統合することが考えられるか、道から市町村への道内分権を

どのように進めていくことが可能なのか、これらについて１つのトリガーを引い

ていただくことが必要なのではないのかなと思います。その上でそこから先は、

やはり当然、国がしっかりと対応することが必要なわけでありますので、高橋知

事にもう一段踏み込んで、トリガーを引いて具体策を提示していただいた上で、

必要に応じ国として必要な体制というのはどうなのかということを、我々として

は責任を持ってしっかりと考えていくということではないかと思います。 

もう一点、牛尾議員がおっしゃった、他の地域も大変関心を持っておりまして、

政府としては、他の地域もこういった手法に関心があるということを踏まえて行

動しなければいけないという面もあろうかということだと思います。高橋知事御

自身、これを今年度中にスタートさせたいという御意向がございましたけれども、

それから逆算しますと、予算の動き等々もありますので、若干きついかもしれま

せんが、１か月程度で今日の御意見等々を踏まえて、トリガーを引くような具体

案について、何か踏み込んだ御提案をいただけないかなというふうに思う次第で

ございます。何とかこういう方向で御努力をいただきたいと思いますが、いかが

でございましょうか。 

（中川議員） その前に私から。主役は知事、北海道なんですから、トリガーを引く

以上は、少なくとも、このメンバーは知事をバックアップするということをもう

一度強調したいと思います。 

（竹中議員） これは総論を各論にするという意味で、ここはやはり重要な我々の基

盤であるというふうに思います。 

（高橋北海道知事） １か月というのはなかなかきついという話ではございますが、

道内の様々な意見を調整しつつ、何とか具体的な提案を申し上げたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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（小泉議長） 改革で大事なのは、みんな総論だと言うけどね、総論なんてみんな大

体同じなんです。一番難しいのは各論なんですよ。私も、道州制をやれやれとみ

んな言ってきた、だから、北海道はそのまま、ほかの府県よりも道そのもので考

えればいいじゃないかということで、まず北海道が先端的な道州制をやったらど

うかということで出てきたのであって、ようやく案が出てきた。しかし、いざ北

海道の道州制を進めると、あるいは分権しようとすると、やはり一番中所してい

るのが、中央の役所と労働問題である。これはある意味では郵政と似ているんで

すよ。郵政では役所と全郵政の労働組合、これをうまく結びついて今までできな

かったのをやった。知事は中央の本省と労働組合を怖がっちゃだめ。各論という

のは、抵抗勢力を粉砕したり協力勢力に変える、これが一番難しいんだから。 

両方大事なんだよ。粉砕するのと協力勢力に変えるということ。 

今、言ったように、これから窓口をつくりますよ。応援しますよ。道州特区の

取組み事項の具体化を図るための推進組織ね、あれは太田政策統括官が窓口でや

っているのかな。よく相談して北海道はこうやりたいと、それを応援するから。

この前言った道、市町村、民間、福井総裁が言われたように、民間を活発にさせ

る。上から下じゃなくて、まず民間からが大事だ。 

この前、連休のちょっと後、北海道の民間会社にいったら、冬の６か月間は仕

事をしていなかったのを何とか冬の間も仕事をさせてくれと役所に言って、それ

で、北海道産の木材しか扱わないで100 年もつ木造住宅を作っている。本州から

注文が来るけど断っているほどだ。北海道の中しかやらないと言って、高いけれ

ども伸びているわけでしょう。まず民間がこうやってくれと。役所が抑えていた

んだよ。冬の期間は仕事ができない。こうやれば仕事ができるから、その規制を

緩和してくれということで通年工事、通年雇用ができた。そういう北海道自らが

民間の活力を規制しているものを解いていくような取組みも必要だと思うんです。

ともかく知事がこうしてくれと。これはいいですよ、知事の言った統合。まず、

第１段階で北海道開発局で6,500 名というのは、これまた多いね。中央の役所の

出先をまず統合して、北海道はこうやりたいという案をちゃんとぶつけてくださ

いよ。太田政策統括官と相談して、それを応援しますから。外務省は5,000 人し

かいないのに、何で北海道開発局で6,500 人要るんだ。こういうことも含めて、

本省と労働組合を怖がらずに大胆にやってください。応援しますから。 

（中川議員） 怖がらずじゃなくて、応援してやってくださいね。 

（小泉議長） 応援するから、言わなきゃ。私が郵政族と闘ったみたいにやってくだ

さいよ。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。どうも高橋知事ありがとうござい

ました。しっかりと応援したいと思います。 

（高橋知事退室） 

○「基本方針2004」に向けて

（竹中議員） それでは、引き続きまして「基本方針2004」に向けた御審議をお願い
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いたします。 

お手元に資料がございます。前回提出した素案をもとに、これまでの審議内容、

各省庁の意見も盛り込んで修正及び追加をしたものでございます。現在、事務方

を通じて、各方面とまだ調整を進めさせていただいておりますが、内閣府から原

案について御説明をいたします。小平統括官お願いします。(小平内閣府政策統括

官) 簡単に御説明を申し上げます。１ページから始まっておりますが、「はじめ

に」のところは、基本的には前回お示しをしたものと同じでございますけれども、

景気の動向が地方によってばらつきがある。あるいは大企業と中小企業で相違が

あるというようなことを付け加えております。 

それから、３ページに行っていただきまして、「構造改革とその目指すところ」

ということで、これも前回申し上げましたけれども、真ん中に「このような」と

いうところで始まりますところに、潜在的国民負担率についての記述がございま

すけれども、ここにつきましては、記述はともかくとして、そもそも潜在的国民

負担率という指標が適切であるかどうかということを検討するということを書く

べきであるというような御議論をいただいております。 

次に４ページに移っていただきまして、（１）の郵政民営化がございますが、

これは前回と同じでございます。（２）規制改革につきましては、前回書いてご

ざいませんでしたけれども、最初の項目は「市場化テスト」の関係、その次が民

営化・民間譲渡・民間委託等、次が重点17分野というようなことで、規制改革に

ついて記述をいたしております。下の方に「（Ｐ）」というふうに書いてござい

ますが、構造改革特区の実現度を高めるための指標等についての調整がまだ残っ

ているということでございます。 

次に５ページにお移りをいただきたいと思います。５ページは地域の真の自立

ということでございまして、地方の裁量権の拡大と地方行革の推進が最初に書い

てございますが、上の方は基本的には、前回お示しをしたものと同じということ

でございます。やや書き方は変わっておりますけれども、地方公務員の給与等に

ついても書いてあります。一番下のところに道州制について書いてございますが、

ここにつきましては、本日の御審議も踏まえて、これから少し修文等をしたいと

いうことでペンディングということにいたしております。 

次が三位一体の改革でございまして、これは前回全く記述をしておりませんで

したけれども、今回５ページから６ページにわたって書いてございます。最初の

ところは、今までの方針を踏まえて着実に推進をするということ。その次は、特

に全体像を平成16年秋に明らかにして年内に決定するということ。その次のとこ

ろは全体像の要素について書いてあります。その次が国庫補助負担金の改革につ

いての考え方。その下が税源移譲についての考え方ということでございます。 

次に６ページに移っていただきまして、６ページは地方交付税についての考え

方でございます。これらにより地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の

総額を確保するというふうにいたしております。 

次が財政力の弱い団体についての地方交付税の算定等を通じて、適切に対応と
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いうことが書いてございます。 

次の２の「『官の改革』の強化」でございますけれども、ここにつきましては、

前回と基本的に同じでございますので、説明は省略をさせていただきます。 

７ページは、政策群、特別会計等について記しております。下の方が公的債務

管理の充実でございます。 

次に８ページにお移りをいただきまして、（３）が行政改革でございます。こ

れも素案と余り大きく変わっておりませんけれども、公務員制度改革について少

し書き加えております。あと政省令等の行政立法につきましての記述が加わって

おります。 

あと、地域における公務員給与の在り方の早急な見直し、その次が人事交流で

ございます。幹部職員のところについて、まだ文言の調整が残っているというこ

とでございます。統計につきましても、前回のものと少し変わっておりますけれ

ども、基本的に同じでございます。抜本的な税制改革につきましても、前回と同

じでございます。 

次に９ページにお移りをいただきましいて、（１）、（２）は前回と同じでご

ざいます。（３）金融システムの一層の改革の推進につきましては、新たに加え

ております。金融重点化プログラムを平成16年末を目途に策定をするということ

で、その内容につきまして、９ページの下の方に①から⑤まで書いてございます。 

   10ページにお移りいただきまして、「人間力」でございます。「人間力」につ

きましても幾つか加わったところがありますけれども、基本的な考え方は前回と

同じでございます。（１）の「人間力」の２番目のところは、フリーター・無業

者等に対する対策、ここは一部表現がまだ調整中のところでございます。４番目

に障害者の雇用・就業につきまして詳しく書いてございます。次に雇用関連事業

の再編。 

それから下の方は教育現場の活性化ということで、最初のところは、「確かな

学力」の向上のためのお話、あるいは体験学習、幼児期からの「人間力」向上の

ための教育等について書いてございます。 

   11ページにお移りいただきまして、11ページでは寄宿学校ということが一番上

に書いてございます。あと、教員の給与、人数配置に関する現行法の規定につい

ての在り方の検討、結論ということでございます。大学関係についても何点か書

いております。それから、文化芸術・スポーツの振興、食育の推進ということで

加えております。 

５が「持続的な安全・安心」の確立でございます。（１）社会保障制度の総合

的改革につきましては、全体としてまだ調整中でございます。特に最初の項目に

つきましては、こういう具体的な課題は書くべきでないというような御議論をい

ただいております。 

それから、その次の社会保障給付費について目標を定めて、毎年の歳出総額を

見直すということについても御議論があるということでございます。 

12ページにお移りをいただきまして、12ページにつきましては、総合的な改革、
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保険料の徴収体制、社会保険庁の在り方の抜本的な見直し等々が書いてございま

す。年金制度改革につきまして、これからの検討についてまとめております。医

療制度改革につきましても何点かまとめておりますけれども、中央社会保険医療

協議会の在り方を見直すというようなことが書いてございます。介護保険制度改

革につきましては、来年度の改革に向けての課題が書いてございます。 

次に13ページにお移りをいただきまして、生活保護の見直しの次は、少子化対

策の充実ということでまとめております。（３）が健康・介護予防の推進という

ことでございます。これは全く前回の素案から新しく加わったところでございま

して、10か年計画で関係府省が連携して、重点的に政策を展開するということ。

その次は医薬品、医療機器関連産業について書いてございます。（４）は治安・

安全の確保ということでございます。最初のところは、少し詳しくなったところ

がございますけれども、前回と同じでございます。 

   14ページに移っていただきまして、最初は大規模災害、テロ、有事等の点でご

ざいます。その次が情報セキュリティについて、その対策を強力に推進するとい

うふうにさせていただいております。（５）の循環型社会の構築・地球環境の保

全ということで、循環型のお話と温暖化対策についてまとめております。その次

が森林の関係でございます。（６）に３点、司法制度改革、大陸棚の調査、エネ

ルギー等ということでまとめさせていただいております。 

次に15ページにお移りをいただきまして、最初の「地域再生」でございますけ

れども、これにつきましては、本部の決定を踏まえまして、その内容につきまし

てまとめて記述をさせていただいております。 

次に16ページにお移りをいただきまして、上の方に都市再生につきまして書か

せていただいております。それから、地域の基幹産業を再生・強化ということで、

農業につきましても、「農業改革基本構想」に示された攻めの農政の方向性等、

あるいは「立ち上がる農山漁村」というようなことを前回の記述に加えておりま

す。建設業、観光戦略につきましては、文言の修正が一部ありますけれども、前

回お示しをしたものと同じということでございます。 

次に17ページにお移りいただきまして、「雇用政策・人材育成施策の新たな展

開」ということで、これも項目的に前回の職業教育の強化、「若者自立・挑戦プ

ラン」の強化につきましては、前回のものをやや詳しくしているところがござい

ますが、基本的な考え方は同じでございます。その次にフリーター・無業者に対

する働く意欲の向上等ということで新たに加えております。地域主導の雇用政策

ということで、下の方に中核人材を育成するための人材育成プログラム等の推進

が書いてございます。 

   18ページにお移りをいただきまして、労働移動の円滑化等ということでござい

まして、ここも基本的には、一部記述が変わっておりますけれども、前回と考え

方は同じでございます。 

次に「新産業創造戦略」の推進、市場環境の整備、発展基盤の強化ということ

で、最初の７つの戦略産業分野の２番目のところに、産業クラスター、知的クラ
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スターと地域の産業のことを追加をいたしておきます。あと産業人材の育成につ

きまして記述をいたしております。製造現場の中核人材等々について書いてござ

います。その次が新技術の創造・保護等と最適な事業環境整備ということで書い

ております。 

次に19ページ、（２）の公正取引のためのルールの強化でございますけれども、

これは前回の記述に、公正取引委員会の機能強化、それから発注者側の談合に対

する罰則強化というようなことを付け加えております。それから、経済連携の推

進、対日直接投資につきましては、基本的な考え方を示しております。それから、

対日投資の残高の倍増というようなことについて書いてございます。（４）はＩ

Ｔ戦略でございまして、これは前回書いてございませんでしたけれども、最初の

４行で基本的な方針、その次に内容ということで医療のＩＴ化、教育などのＩＴ

化、それから電子政府の構築に当たって、ＩＴ化に対応した行政の減量、効率化、

ネットワーク分野での「u-JAPAN 構想」具体化というようなことについて書いて

ございます。 

   20ページはＩＴ戦略における成果主義の確立ということで書いてございます。

科学技術創造立国の関係、それから知的財産、中小企業等についてまとめており

ます。 

次に21ページにお移りをいただきまして、「第３部 経済財政運営と平成17年

度予算の在り方」でございます。ここにつきましては、基本的には前回と同じで

ございますので、21ページは省略をさせていただきます。 

22ページにお移りをいただきまして、真ん中から少し上のところに、「以下の

４分野の構造改革を引き続き推進する」ということで、ここは前回書いてござい

ませんでしたけれども、構造改革の基本的な考え方をまとめてあるということで

ございます。 

次に23ページにお移りをいただきまして、（２）の中期的な経済財政運営の在

り方は同じでございます。 

それから、「平成17年度予算における基本的な考え方」ということで、17年度

予算のねらい、歳出改革路線の堅持等についてまとめております。 

それから、24ページにお移りをいただきまして、予算配分の重点化・効率化と

いうことでまとめております。それから抑制の考え方も基本的には同じでござい

ます。下の方に総人件費の抑制ということで、地域における給与の官民格差を踏

まえて、地域における国家公務員給与の在り方についての検討を行い、早急に具

体的数字を取りまとめるように要請する等が書いてございます。 

   25ページが主要予算の改革でございます。項目的には社会保障のところは、前

の方のところがまだ調整中でございますので、同じく①は調整中ということでご

ざいます。雇用、公共投資、教育、科学技術、農林水産、地方財政、それから26

ページに移っていただきまして、⑧が治安でございます。最後のＯＤＡのところ

につきましては、特に水準についての、これ以上どんどん減るというようなこと

にならないように、もう少し書くべきであるという御意見を承っておりますので、
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そこにつきまして、現在調整中ということでございます。以上でございます。 

（竹中議員） それでは、我々まだ各省、各関係の方面と一生懸命調整しております

けれども、今、小平統括官の話にもありましたように、三位一体の問題、５ペー

ジあたりでありますけれども、社会保障の問題、３ページ、11ページあたりであ

りますけれども、さらに雇用、地域関連、10ページ、15ページあたりでございま

すけれども、それとＯＤＡ、26ページあたりでございますけれども、引き続きい

ろいろな議論をしていくという状況でございます。どうぞ自由に御討議をいただ

きたいと思います。谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 潜在的国民負担率50％のところ、いろいろ議論があるというお話でし

たけれども、小泉構造改革というのは、要するに、こういう言葉が適切かどうか

はわかりませんが、小さな政府ということだと思うんですが、それの今までの象

徴的表現が「基本方針2003」にも書かれた、この潜在的国民負担率50％めどとい

うことだと思いますから、これは表現を動かしたりなんかしますと、あるいはま

た実質的にハードルを低くするような表現になっちゃうと、そこは後退したとか

というようなことになって、多少景気がよくなってきた今こそ、これを堅持する

ということが私は大事なのではないかと思いますので、この諮問会議として、い

わば意思統一をして、これでやるというようなことが私は必要なのではないかと

思います。 

もう一つは社会保障の中期目標ですけれども、これは結局、小さな政府とかプ

ライマリーバランスを実現するとしたとき、一番大きな問題の１つは、大きな伸

びで経済の伸びを上回っている社会保障ですから、そこはやっぱり全体の数値目

標といいますか、中期的な目標をきちっと立てていただいて、明確な目標、それ

から時間軸、こういうものを国民に明らかにして進むということが基本的に必要

なんじゃないかと思います。前回のときもいろいろ御議論を賜りましたけれども、

ぜひ、これは入れていただきたいと思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 三位一体が初めてここに登場したんですが、ぜひ、ここは発言をさせ

ていただきたいところですが、これは前回の平成16年度の三位一体改革につきま

しては、これは簡単に言えば、税源移譲というのは実質4,000 億、補助金カット

は約１兆、したがって、何となく地方団体としては甚だしく不満が残った。おま

けに交付税等は12％削減ということになっていますから、地方はいわゆる貯めて

おいた積立金を取り崩しゼロとなる見込みの団体もある。そういったように甚だ

しく不満があるということがまず大前提ですが、ここに書いてあります文は、多

分、総務省と財務省との間に官庁文学としては大した表現なんだと思って、なか

なかよくできている文書だと思います。これは一般の知事がこれをパッと見て、

何となく感じるところは、この原案を見て何が進むのかなというイメージにしか

ならない。私はこれを見て、２回読み直してみたんですけれども、ちょっと私は

理解できないと思うんです。何となく、秋まで先送りするようなイメージという

のは断固まずい。それだけはだめなんだと、私は基本的にそう思っています。 
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そこで、18年度までに３兆円の税源移譲というのは、５月の25日の全国市議会

議長会の総理は発言しておられますので、私どもとしてはぜひ、３兆円の税源移

譲というのをきちんと数字を入れていただいて、これは地方の団体をある意味で

安心させてくれるというのは大事なことだと思っております。 

もう一点、補助金を削減するとき、先ほどの高橋知事のときも同じですけれど

も、何を削減するかというのはぜひ地方に考えさせてください。これを中央で、

これとか、あれとかと言うとうまくいかない。今何が起きているかというと、各

知事に対しては、各省庁からものすごい勢いで電話ですよ。知事さんに対しては

もう全部根回しに来ていますから。私どもは、地方団体を総括する立場の総務省

におりますので、誰が誰に言ってきたというのはわかりますから、そういった意

味ではすごく問題なんです。それを言ったって、裏に潜るだけの話ですから、私

どもとしては、そういったところははっきりと、地方に考えてほしいといって向

こうに振らないといけない。誰がどんな完璧な案を出したって文句を言いますか

ら、僕はそう思います。だから、地方に言わせる。 

私どもは社会保障の10兆円などは絶対手をつけられないものが大部分と、みん

な思っていますよ。しかし、細かく言って足していったら、１兆1,000 億円ぐら

いにはなるはずですなんて言う結構意欲的なことを言われる知事さんもいっぱい

いらっしゃいます。 

その方たちに言わせて、その方たちにまとめさせなければいけない。私なら幾

らいいことを言ったって、それは必ず不満を言われますので、私どもはそういう

点で知事に言ってもらう。 

ただ、そのためには、先にこれだけ渡すということを言わないと、俺たちが案

を出したら、そのいいところだけとって、また税源移譲は前回と同じで４割かと

か、今回は３兆円取り上げて１兆円かとか、１兆5,000 億円かというような話に

なって、最初から補助金の見直し案を出してこないから。そこらのところも考え

ておいていただければということをお願い申し上げます。 

それから、大陸棚はこの表現でどういうことになるのだかわかりませんけれど

も、要は、きちんと国益にかなう話なので、この点はぜひ対応が、予算がきちん

と執行できるようにしていただいて、国連と約束したまでの間に、きちんとまと

めていただかないと話にならん。そこが問題なんで、部屋はつくったは、予算は

ばらばらだは、というような状況のままでいくのが一番問題なんだと申し上げて、

前々回、話をさせていただいたということであります。 

ＯＤＡにつきましては、（Ｐ）になっておりますから、一番最後１行、26ペー

ジの一番最後に書き足していただきましたので、これもまだまだなんだと思いま

すけれども、最後に小平さんの方から御説明がありましたので、意識の中にとど

めていただいているのだとは思いますけれども、これは国全体としても、陳情は

ほとんど海外からはこれに集中すると言ってもいいぐらいですので、日本の国と

しては、数さえ減らせばいい、量さえ減らせばいいというのはいかがなものか。

質をきちんとするというのが大事と思っておりますので、よろしくお願い申し上
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げます。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 社会保障制度の改革でございますけれども、今回の骨太方針では、社

会保障制度の改革ということについて、従来以上に意欲的な方針を掲げてきたと

思います。この制度に対する国民の信頼を今取り戻さないと、日本の国は大変な

ことになるので、抜本改革に向けた大まかな方向性を示す必要があると、そうい

うふうに思います。 

具体的に申し上げますと３点ありまして、１つは、今、谷垣大臣からお話ござ

いましたが、潜在的国民的負担率という表現ですが、これを外せとか外さないと

かということでもめておるらしいですが、私は将来においても50％程度に抑制し

ていくこと、この表現は、やはり絶対後退させてはいけないと思います。 

それから、中期目標を設定して、それと整合的に歳出総額を抑制していくこと。

それから、諮問会議においても期限を明確にして検討を進めていく。この３つに

ついては、私は今回の骨太方針の３セットでありまして、これ以上後退させては

絶対ならない、そういうふうに思います。 

それからＯＤＡの件ですが、どうも外務省の人はＯＤＡの件については、この

まま放っておいたら下げられるんじゃないかとか、そういう前提でどうも話をし

ているのですが、私はＯＤＡとか、防衛費とか、こういうものはいかに貧乏な国

であっても、出さなきゃならないものは出さなきゃならないということですから、

これをマイナスにされるんだと思っている外務省の方はちょっと元気がないんじ

ゃないかと。むしろ、現状維持の水準にとどめてくれとか、そういうことを言わ

れておりますが、私は今の表現が非常にいいので、慎重にＯＤＡというものにつ

いて中身を見ていく。その結果、減らせるものがあったら、それは減らすと、そ

ういうふうに考えていただければいいんじゃないかと思います。私はこの記述に

賛成でございます。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。中川大臣どうぞ。 

（中川議員） まず、人事交流ですけれども、省庁間の人事交流は積極的に総理の指

示に基づいてやっておりますが、問題は、ここに民間の、特に幹部職員に数値目

標を付けてやれという話でありますが、我々としても民間の競争意識の強い、ま

たコスト意識の強い優秀な人材を経済産業省でもぜひと思ってはいるのでありま

すが、現実に、例えば民間の方の場合には一旦退職してということになると、年

金の問題とかいろいろと御本人にとって、あるいは会社にとって難しい問題があ

るのかなというふうに思います。それから利害関係があったりすると、これまた

なかなか難しい話ですが、経済産業省の場合には、ほとんどすべての企業と関係

がある、あるいはまた、委託費とかいろんな関係もあって、現実問題、数値目標

を設けて達成しろというと、それこそ、理念としてはいいけれども、現実難しい

ですねというのが率直な感じであります。 

それから、新産業創造戦略については何回もこの場でも御説明申し上げました

が、私も昨日の官邸の会議であえて申し上げたんですけれども、ＩＴ戦略会議と
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か知的創造戦略会議とかいろいろあって、それとの有機的な関係がないと、新産

業は新産業、ＩＴはＩＴ、何とかは何とかとばらばらになる。これまた国益的に

言って全くもったいないというか、無駄になりますので、ぜひ、ほかの戦略と整

合性を持つように、私も今日事務方には強く指示いたしましたけれども、これも

ぜひ、総理の御指示のもと、目的は多分１つ、大雑把には１つでありますから、

いろんな柱立てがあっても横串と言うんですか、横の連携をきちっとやることに

よって、初めてそれぞれの戦略も生きていくのだろうというふうに思います。 

それから大陸棚については、今日ある新聞で１面と社会面にでかでかと中国の

石油採掘の問題が出ておりまして、これは日中の尖閣絡みの中間線の絡みであり

ますけれども、既成事実をどんどん積まれていくと、エネルギー政策上も、もっ

と大きな意味でも、後退、後退ということになりますので、日本としても粛々と

やるべきことをやれという指示をしたところでありましす。ＯＤＡもそうですけ

れども、日本全体の問題についてもきちっとしたスタンスで、外にわかるように

やっていくという意味で、この表現については評価をしたいと思います。以上で

す。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 社会保障の問題に関しては、前回坂口大臣の前で言って、坂口大臣は

消費税さえうまくはまれば、異論がないような顔をしていていたので、そこのと

ころはもう一つはっきりしていないんですけれども、あえて繰り返しませんが、

谷垣大臣はわざわざ、こういうことをもう一回言わないとだめなような流れにな

ったように、全く正反対のことを時代の流れだと思っている人がいっぱいいる。

これは毅然とした態度を確認しないといけない。そのときに、やはり国民が一番

具体的に納得するのは、ここにも書いてあるいろんな事業の効率化の中で、保険

料の徴収体制と社会保険庁の在り方について、骨太や予算の前に、少しは手をつ

けて変わろうとしているという姿を見せることが非常に大事だと思うんです。そ

ういうことの方が先だと思うんです。ぜひ、これは経済財政諮問会議がそういう

ことをプッシュすることはできても、やるのは厚労省ですから、その辺のところ

をよろしく取り計らってもらえばありがたいと。 

それから、中川大臣がおっしゃったＩＴ等に関する会議は、ほとんどは内閣官

房、あるいは内閣府に事務局があるんです。そういうものは事務局が徹底的に横

の連絡をとれば、半分ぐらいは解決するんじゃないかと思うんです。事務局が結

構薄くて、それほど高くない壁があって結構連絡が悪いですね。その辺をやって、

しかも関連をしている１つの大きな行政官庁ときちっと打ち合わせれば、大体オ

ペレーション上で解決することが８割だと思うんです。これはぜひ、官房長官な

んでしょうか、その辺のところで、事務局の横のつながりも綿密にとるようにし

てはどうか。アメリカはそういう点では、いろんなプロジェクトが常に２か月ご

とぐらいに横に連絡をして、絶対に横の連絡から漏れないというところが非常に

強いところで、多様化した民主主義というのは、そういう意味では横割のところ

がきちっとつながることが非常に大事だということをお願いします。以上です。 
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（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 三位一体を麻生大臣が言われて、私がまた言いますと、財務省と総務

省が喧嘩しているようで言いにくいんですが、一言申し上げますと、まず３兆円

ありきということでは、私は改革が緩んでしまうということをおそれるわけでし

て、当然、麻生大臣は反論したいようなお顔をされていますが、私はそれは方向

が少し、手順が違うんじゃないかと思います。 

それから、廃止する、あるいは補助金をどうするかというのは、地方に知恵を

出させろというのは、その地方に知恵を出していただくのはいいことだと思いま

すけれども、要するに、地方に全部権限と財源を移譲するというだけではやはり

意味がないので、無駄なものを廃止して圧縮していく、スリム化していく。この

ことが併せてないと補助金改革も何かおかしくなっちゃうんじゃないかというふ

うに思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 反論ぐらい言わなきゃいけないでしょう。今の補助金のあれやら何や

ら、スリム化することに反対しているわけでも何でもありません。例えば、今、

地方の役所の給与の件については、前に総理から御指摘をいただいておりますの

で、人事院の話ですけれども、手を付けております。しかし、現実問題として、

いわゆる人事委員会の勧告等を下回っている。早い話が組合の騒動になりかねな

い一歩手前のところにいっているのが既に1,200 市町村ぐらいある。これが１つ。

もう一つは給与計算というものが、例えば、大阪府とたしか静岡県もそうだと

思いましたけれども、丸々給与計算一切を外へ渡しちゃった。だから、あそこに

はないわけです。アウトソーシングしちゃった。そんな役所は中央官庁には１つ

もないです。それだけ結構、地方もやっているところはやっておる。やっていな

いところは全然やっておらぬ。ここの差が激しいところが問題なんです。やって

いるところに合わせてある程度言っていかなきゃいかんところだとは思います。

ただ、何となく前回、俺たちは１兆円削減されて4,000 億しかこなかったという

イメージしかないところが、みんな貝のように動かなくなっちゃっているという

一番大きな理由だと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。各方面からの御意見に加え、与党での御議

論も来週から始まります。我々としてはあくまでも改革路線をしっかりと堅持し

ていくというのが、ここでの確認事項だと思います。同時に時間的制約の中で内

閣としての意思をとりまとめる必要がございますので、その点については、様々

な形での御協力もぜひお願いしたいと存じます。引き続き御協力をお願いする次

第でございます。 

なお、最後に、牛尾議員が言われた社会保険庁の改革の在り方もできるだけ早

くということでございました。これは前回、できるだけ早い時期に坂口大臣に改

革案を諮問会議でお示しいただこうということになっておりますので、総理、官

房長官とも時期を相談しながら、できるだけ早く対応したいというふうに思いま

す。 
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（小泉議長） 三位一体だけどね、三位一体が三すくみになっちゃ困っちゃうんだよ

な。今、そんな状況でね、３年間で４兆円、まず初年度１兆円をやった、あと17

年度、18年度で３兆円と決まっている。地方の警戒を解くために３兆円、この17

年度、18年度で税源を移譲する。その代わりさっき言った知事会、補助金のそれ

をまとめてこいと、それでしようと。それで一緒にやるというのはどうなんだ。

そうじゃなくて三すくみで、今みたいな議論をやっていたら同じだよ。三すくみ

を解消して、それから一歩進む。それで後の問題をどうするか。それでちょっと

調整してくれよ。 

（谷垣議員） それは秋までに工程表をつくるということでかなりできるんじゃない

かと思いますが。 

（小泉議長） それは方針をはっきり出しちゃうと。その代わり知事会をまとめろよ

と。３兆円。 

（麻生議員） はい。これは今、秋までにと言われましたけれども、先に渡すから、

その代わり先に出せという話のところが早く見えてこないと具合が悪い。具体案

を詰めるところまでは間違いなく秋までにというお話が出ております。それは当

然のことなので、17年度の法案が出てくることになりますので、２年間ですから、

18年度もちゃんと出すような法案はつくられたということで、具体的内容は、現

実問題、知事さんは結構大変です。能力のあるところ、組合問題の強いところ、

いろいろありますので、きちんとまとめて強引に押し切らなきゃいかんところだ

と思います。 

（谷垣議員） もう一つ申しますと、今、麻生大臣は知事さんとおっしゃいましたけ

ど、市町村長の本音というのがやっぱりございます。そこを相当丁寧に聞いてほ

ぐさないと、これはなかなか難しいんだと思います。そこのこなし方が、本音が

ようやく少しずつ出てきたというのが現段階じゃないかと思いますので、そこら

を相当丁寧にやる必要があると思うんです。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

今の総理の御指示を受けまして、財務大臣、総務大臣とも御相談をしながら、

しっかりと調整したいと思います。ありがとうございました。 

（以 上） 
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