
 

平成 16 年第 12 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 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） 

 

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

（概要） 

○竹中議員から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員）  本日は郵政民営化、北海道の道州制特区、それから「基本方針 2004」の

原案を提示し、まず、郵政民営化について御審議いただきたい。 

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

料を説明する。５月に２回開催した「郵政民営化に関する有識者会議」の模様と、

５月 23 日に旭川で開催した「郵政民営化地方懇談会」の模様を述べている。 
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   １ページ、６名からなる有識者会議は４月 26 日に発足し、具体案あるいは必要

な法案の作成をする準備室に対して、助言、指導を行うという目的を持っている。

５月は 13 日、25 日に開催され、６月にも２回、その後も月２、３回程度で会議を

開催していく予定。地方懇談会の模様ともども、経済財政諮問会議に御報告申し上

げ、御議論を賜りたい。２ページは、そのメンバー表である。宮脇先生には、旭川

の地方懇談会にも御参加いただき、奥山先生には、名古屋の地方懇談会に御参加い

ただくことになっている。 

   ５月13日には４月26日の諮問会議でとりまとめられた論点整理を御説明した後、

フリーディスカッションを行っていただいた。主な意見は資料３ページのとおり５

点ある。新郵政会社と民間とがともに強くなるような民営化であってほしいという

意見や、見えざる国民負担をデータで裏付ける必要がある。また、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指摘などがあった。 

   ４ページ、第２回会合は５月 25 日に開かれ、国鉄の民営化を担当された千葉商

大の学長である加藤寛さんから、御経験に基づく郵政民営化の進め方についての説

明、アドバイスをいただいた。主な点は６つある。先ず、改革は 60 点で良い。100

点満点を目指すと摩擦が多く厳しいという指摘があった。そのほかに「公共的なこ

とだから、国がやる」という話に入っていく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すること、移行期間については、10 年くらい

で方向が出てくるのではないか、といった助言をいただいた。 

   ５ページは旭川市での地方懇談会の概要で、論点整理を紹介しながら、地域の実

情、意見を聴取するという趣旨で麻生議員、竹中議員、本間議員に御参加いただい

て開催した。パネリストの間の意見交換だけでなく、一般参加者からも質問をいた

だいた。 

   推進、反対など、多様な意見が出され、主な意見は資料７ページにあるとおりで

ある。過疎地における切り捨てが進むのではないか、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が必要なのかわからない。あるいは、真の意味でのイコ

ール・フッティングをぜひ検討すべきという意見などをいただいた。 

今後、６月５日土曜日、６日の日曜日にも名古屋市とさいたま市で開催予定であ

る。 

（本間議員） 民営化には賛成論から現状維持論まで幅広い意見があり勉強になった。

これに対して、私からは、新郵政公社に移行することは、国民にとっては利便性が

増し、公社にとっては経営上の自由度を拡大してダイナミックに発展する部分もね

らっており、国にとっては今までの財政負担を少なくしながら、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

いだという話をした。その上で、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は別問題であり、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が、国際的には 90 年代以降に行われるようになって

いると申し上げた。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や組

織の見直しなどできちんと仕上げていくのが民営化における最大の眼目なのだと

申し上げた。 

   例えば何か問題があったときに、民間会社では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あるが、公的組織の場合には責任論は表に出るが、具

体的な組織の見直しや責任のとり方などにつながらないことが起こる。きちんとガ

バナンスをきかせていくことも、民営化の大きな狙いの１つだとコメントした。 

（竹中議員）  ６月５日に名古屋市で、６日はさいたま市で開催する。こうした機会を
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通じ、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。 

 

                （渡辺室長 退室） 

 

○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いて、高橋知事から説明をお願いしたい。 

（高橋北海道知事） 概要版の１ページ、現在、全国で道州制の議論が進んでいる。全

国知事会での議論もスタートし、また、北東北３県は地方債の共同発行など様々な

共同事業に取り組んでいる。九州・四国でも議論があり、また、関西では、民間の

方々を中心に議論が進んでいる。こうした中で、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。県合併を必要としない北海道において

まずやってみることが、北海道の道州制先行実施の意味であると考えている。 

   私どもの提案は、２、３ページに総合的な事項を、それ以降に分野別の事項と大

きく分けている。まずは、国・地方を通ずる行財政改革についての国の地方支分部

局との機能等統合の問題である。資料では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を示している。北海道開発局以下、

30 強の部局、トータルで１万 8,000 人強の国家公務員が働いている。また、北海

道庁では公共事業関係 3,000 人を含め、警察、教職員を除けば２万人が働いてい

る。 

   資料２ページであるが、国の地方支分部局から道への権限移譲、ここでは都道府

県の「道」ではなく、道州の「道」とお考えいただきたいが、道との役割の見直し

を徹底的に行い、権限移譲していくのが１つの流れである。また、道から市町村へ

権限移譲、道内分権という言い方が適当かと思うが、それをやっていく。 

   最近の例で言うと、オホーツク海側で 100 年に１度の大雪が降った。この際に、

縦割り行政のために、国は「国道」を除雪し、道は「道道」を除雪し、「市町村道」

は雪の山になった。しかし市民からの苦情は全部町役場、市役所にいってしまう。

住民サービスの最も身近な例である除雪作業は、市町村がやるべきであると私ども

は思っており、除雪は１つの例であるが、縦割りとなっているものの権限、財源、

それをコーディネートする人、セットでの移譲などを検討している。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も行う。

これが１つの大きな流れである。 

   国の地方支分部局は組織のスリム化、財源移譲を検討する。これは国でも道の方

でもやっていく。管理部門、その他共通部門の組織のスリム化、国の機関について

もいろいろ見ればできるところがあるに違いないと思っている。 

   財源移譲だが、全国すべてが道州制に移行する場合には、全体としての財源移譲

について、調整の議論も含まれると思うが、その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。 

   そして道の立場であるが、今、２万人いる人員のスリム化を進めており、15％、

3,000 人の人員適正化計画を平成 24 年まで計画的に進めている。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、

徹底的なスリム化が必要だと思っている。 

   また人件費についても、19 年までに 10％のカットを考えている。ラスパイレス

指数で言うと、国家公務員を 100 としたとき北海道は 100.4 である。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、３カ年計

画で定量目標を設けてカットする。こういった国・道、それぞれのスリム化の努力
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を踏まえて、私たちは２段階の統合を提案している。 

   まずは国の地方支分部局を１つに統合していただく。そして、この統合を推進す

る組織を、今年度中に内閣府又は内閣官房につくり、この組織において、国と道と

の役割分担の見直し、或いは財源の問題等々を検討していただきたいと考えている。

また、道州制推進基本法については、北海道に限らず、全国についての考え方も含

めて制定が必要であると考えている。 

 さて、こういった２段階の統合をスムーズに進めるために、資料の真ん中にある

「国・道による共同の取り組み」という部分を今年度スタートすることが必要だと

思っている。 

   この資料には２分野書いており、１つは「連携・共同事業の実施」。これは北海

道と北海道開発局という公共事業のセクターが共に事業を行うというものである。

２つ目の「テーマ別政策委員会の設置」は社会資本整備、或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北海道庁の間で政策決定、或いは

来年度の予算要求等の重要事項について意思決定を行う委員会を設けていくとい

うものである。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

考えであり、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こと

を、ぜひ目指して参りたいと考えている。 

    市町村合併については、道内は実は遅れている。広いということだけが理由では

ないが、今、法定協議会で議論が進んでいるものが全て合併すると、212 市町村が、

大体 150 程度になるところまでは一応目途が付いている。今後ともソフトな形で

の市町村合併に対する道の関与を進めて、基礎自治体の強化、合併の促進をぜひ図

りたい。 

    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ある。 

    そして次のページの「②法令面での地域主権の推進」。北海道に限らず、各地域

とも定められている全国一律の政省令等による規制について、色々な不都合が出て

きている。これにより、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

かと思う。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。例えば、１つ

はゴールデンウィークだが、北海道の５月のゴールデンウィークというのは、道民

にとってはちょっと寒い感じがする。ただ、道外の方々にとってはこの時期暑いの

で、少しぐらい寒い北海道に来ていただくという意味はあると思うが、例えば休日

法を改正し、６月に道内の学校、あるいは会社や役所が休むことになると、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月は少し暖かくなってから、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と思っている。司

法手続面等の整備も必要であるが、こういったことはお金も掛からないので、国と

北海道の協力によってできることかと思っている。また、医師標準数の算定基準に

ついて、それぞれの地域の事情があるかと思うが、北海道は特に国土の 22％を抱

えている中で、住民サービスのレベルを維持しつつ、へき地医療の中で医師をどう

確保するかということに常に苦労をしている。こういった中で、地域ごとに医師標

準数の算定基準の独自設定が可能となると、私どもにとってとても有難いことであ

る。 

   「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

クの形成を掲げている。北海道に 212 市町村あるが、135 市町村において、本店・

支店を含め銀行がない。そして４市町村では農協もない。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最も典型的な地方ではないか
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と認識をしている。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、色々な地域住民サービスの展開の模索を始めているとこ

ろであり、郵政事業の在り方の検討に際しての「過疎地域型モデル」といったこと

を北海道で展開する意味があるかと考えている。 

   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」だ

が、これまで申し上げた中で、①、②が特にそうだが、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。資料の表紙を「特区に向けた提案」とし

ながら、やや矛盾することを言って恐縮だが、道の提案する特定の案に対する可否

を国において検討するという一方的なやり方ではなく、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いる。 

   そして資料の最後のページだが、ここには９分野書いている。道州制は、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ある。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。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まとめたもの

である。ここの部分は今後、文化面等々の色々な幅広い面を含めて更に充実し、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と考えている。 

   以上、「官から民へ」、そして「国から地方へ」といった、いわば新しい「国のか

たち」を変える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

理の御意向を受けての私どもの提案である。まだまだ不十分な点があるかと思うが、

しっかりとやっていきたいと考えている。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、或いは推進する組織をつくっていただきた

い、このように考えている。 

（本間議員） 今の高橋知事のお話、非常に論理的に整理されており、我々も理解を深

めることができた。機能別の統合というのが、恐らく、道州制特区の一番のアイデ

ィアとしているところだろうと思うが、それだけではなく、北海道における国の支

分部局等の統合の問題は、他の各地域においても連動するものである。これは今後

道州制を考える時に、全国への影響が残る部分であるので、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思う。 

   その御努力を踏まえた上で、まず最初の機能別統合の部分、つまり国と道の例と

して挙げられた除雪の連携とか、そういう具体の機能別統合の部分についての具体

的手順について、道の方から御提案いただき、そして進化させ、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し、イメージを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う。ぜひ、この点についてもう一段御努力をいただ

き、国に提案をしていただく機会を早く持っていただきたい。 

   それから、もう１つ、道州制の問題の議論を進めていくときに、北海道と市町村

の関係がどうつながってくるか。今、除雪の問題で国と北海道が行って、市町村に

苦情が多いという話があったが、私は、道州制の問題は北海道の中における道と市

町村の関係を抜きにして議論できないのではないかと思っている。これは２層構造、

３層構造の部分のところに関わってくる問題であるので、この辺も併せて御検討い

ただけないかと思う。 

   それから、道あるいは市町村が民間とどのように関わってくるのかということに

ついても、官と民との役割分担、規制改革あるいは官業の民間開放という部分で道

庁の行革に関係してくる。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き、併せてやることにな
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れば、かなり全体として理解が進むのではないかと思うので、ぜひ、御努力いただ

いて再提案いただきたいと思う。 

（奥田議員） 現在、北海道開発局だけでも約 6,500 人という数字が出ているが、これ

だけの職員が多くの事業を行っているわけであり、これを短期間に廃止とか合併と

かはとてもできないと思う。 

   そういった意味で、先般の諮問会議で総理から御示唆があった、例えば経済産業

局や北海道開発局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くのがいいのではないか思う。 

（麻生議員） 高橋知事の要望として、推進組織の設置については分かった。これ以外

は何をしたいかが具体的ではないと思う。今言われたような合併や、職員の吸収、

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。それに対する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する

が、問題は、北海道としてどうしたいか。これは要らない、あれは要らないという

自分の意見が見えてこないのが１点。 

   もう１点は、権限移譲について市町村に対して何を移譲するのか、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と感じた。 

（牛尾議員） 道州制というのは分かり難いところへもってきて、北海道と密着して議

論し過ぎるものだから、かえって分からなくなる。将来の地方の在り方を考えて、

全国の問題として大きな議論になってくるきっかけをここから始めたい。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、全体を考えながら、初めに北海道が出てきたのだということを明確にした方が

いい。事実、今度の三位一体問題で地方の方にお目にかかると、道州制について東

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

会議の関連で色々な方に会うと、観光をきっかけにしたいとか、具体的な施策が前

へ出ている地区もあるから、政府としてどう考えるかという論点が必要だと私は思

う。 

（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のだろうが、そ

れには時間がかかるため、知事から「特区として、北海道を道州制のモデルにした

い」という話があったのだと理解しているが、複数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取るべきだと思う。当然、国と話し合

わなければならないとは思うが、そもそも分権とは、それぞれの現場の人が一番よ

く分かっているというのが大もとなのだから、麻生議員が言われた通り、北海道と

してはこうしたい、ということをはっきりと詰めて頂くことが必要だと思う。 

   加えて、北海道の経済は、日本経済全体が良くなる中でなかなか厳しい。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 年の問題でもある。道

州制の問題は、北海道という地域が今後どのように成長・繁栄していくかを考える

良い機会だと思う。そういう意味でも、ぜひとも北海道がイニシアチブを取って、

自分たちはこうしたい、ということを国にはっきり言って頂く必要があると思う。 

（中川議員） 北海道の特殊性のポイントを幾つか申し上げる。 

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ということで、広

さの感覚が他の日本とは違う。地球が丸く見える場所があるほどだから。広さと人

口密度は意外と重要なポイント。 

次に、北海道は、先住民の方々がいて、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、黒田清隆以下の文字通りのお

上が開拓をスタートし、屯田兵と共に進めていったという歴史がある。 
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先程、大雪の話が出たが、自然条件については、良いところも厳しいところもあ

る。最近は無くなったかもしれないが、つい最近まで、燃料手当という、冬、薪を

買うための特別手当が出されたし、また新車販売も、北海道だけ別料金となってい

る。「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、私も

北海道出身であるため知事の味方として見守ってきたが、このようなハンディキャ

ップもある中で、知事は大変悩み、下から突き上げられ、あるいは北海道代議士会

でも色々な意見をぶつけられたが、その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、と思っている。 

総理が「国から地方に」とよく言われるように、この議論の主役は北海道だが、

いろいろとまだまだ障害がある。１つの障害は、労働組合問題。 

   他方、北海道ブランドは非常に良く、食べ物では、牛乳、夕張メロン、長芋と、

沢山ある。しかし、少し古い話だが、若者に「一度行ってみたいところ」のアンケ

ートを取ると、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位だった。理由は、インフラの悪さ。下

水道が整備されていない。また、どこに行っても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。これがかつての北海道の現状で、田舎に行

けば今でもそうだと思う。 

しかし、ある意味では可能性が無限にあるということだ。知事が相当もがきなが

らここまでやってきており、主役は道民、北海道だから、是非とも後押しをして頂

きたい。何をやりたいか、知事がこれからどんどん出してくると思う。ここまで来

るのも相当のエネルギーを注ぎ込んでいるので、是非とも主役を応援してやって頂

きたい。逆に言えば、国が下手な指図をしないで欲しい。政府は、遅れていれば尻

をたたくことが必要かもしれないが、変な指図、つまらない指図を国からしないで

欲しい。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

って頂きたい。 

（福井議員） 今、中川議員が北海道の特色を話されたが、これを聞くと、当然のこと

ではあるが、北海道には北海道として、真の自治体としての原版のようなものが備

わっていると感じた。 

   資料２ページのチャートをみると、今は国に権限が集中していて、また、ある意

味で道にも権限が集中しており、市町村と民間は縛られている姿となっている。そ

うした縛りを解くために、権限移譲を進めるという形で、上から下に矢印が下りる

格好になっている。しかし、本来の地方自治つまり地方自治の原版は、まず北海道

の人たちが自由にやれるならばどんなことをしたいのかということに始まり、それ

に必要に応じて、市町村や道がどこのベースでどのように関わっていくのかを考え

ていくことにある。そして、最後に国に最低限の関与を求めていく、というように、

矢印が逆になる絵が本当の姿だと思う。それを我々がより良く分かっていれば、こ

のチャートを非常に支持しやすくなるのではないか。地方分権の考え方は、今ある

権限を下に下ろしていくのではなく、原型は矢印が逆ではないかと思う。 

（高橋北海道知事） まず、本間議員からご指摘があった「より具体的な工程表」につ

いて。これについては、国と道との関係、道と市町村との関係、そして国と民間と

の関係について、北海道がどのような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。 

   次に、奥田議員ご指摘の、開発局、経産局の先行実施の件について。私たちの認

識では、１つの統合体にした後に実施するという２段階が現実的だ、と考えたのだ

が、政府が開発局等の先行実施も必要だとご検討されるのであれば、北海道として
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は、スリム化等きちんと準備をして受ける準備はある。資料を作った段階で、やは

り少し多いな、とは正直思ったところ。 

   次に、何をやりたいのか、という麻生議員からの御指摘について。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、を如何にマックスに

持っていくかが責務だと思っている。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は、いわば手段。ただ、北海道の目指す道民福祉の向上のため

のこの手段の部分で、中川議員にもご指摘頂いたが、遅れている部分が多々ある。

それは北海道自身が反省するところでもあり、また、国に対して権限移譲等をして

頂きたいという申し出にもなり、また、道内における分権にもつながってくる。そ

のようなことを手段としつつ、やりたいことは道民福祉の向上だ。不十分ではある

が、資料４ページに記載しているようなことを実現し、道民の方々に少しでも良い

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考え

ている。併せて、道州制が国全体で採用されるのであれば、その先兵として、私ど

も北海道はできる限りの努力をしたい。 

   牛尾議員の御指摘は「政府として考えるべし」ということであるため、私がコメ

ントすべき立場ではないが、吉川議員の「道がイニシアチブをとって検討の提案を

すべきだ」という御指摘については、先ほど申し上げたとおり、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、規制緩和をどう

いうところでやるか、について、提案をきちんとまとめて提出したいと考えている。 

（中川議員） もう一言、簡潔に申し上げる。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いる。 

（麻生議員） 道民福祉が目的であることは良い。ただ、何をしたいか、というのは、

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、これは道と一

緒にする、というように、全権限を与えられた場合に私はこうしたい、という案を

知りたいということ。そこが一番問題。そこが見えてこない。これをやりたいが、

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） そこが問題だ。 

（竹中議員） 要約させて頂く。総理が北海道の道州制特区のイニシアチブを取って下

さったので、今我々にとって重要なのは、各論でしっかりと形を出すということに

尽きる。その意味では、高橋知事はフロントランナーの常として大変御苦労が多い

かとは思うが、麻生議員がご指摘されたように、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、具体案を示して頂きたい。その場

合、国の出先機関の一元化にはどのようなやり方が考えられるのか、道の関連部局

とどのように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、について、１つのトリガーを引いて頂くことが必

要だと思う。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。高橋知事に、もう一段踏み込んでトリガーを引き、具体案を提示して頂い

た上で、必要に応じ国として必要な体制について責任を持ってしっかりと考えてい

くということだろうと思う。 

   もう１点、牛尾議員が仰った通り、他の地域も大変関心を持っているため、政府

としては、他の地域もこのような手法に関心があることを踏まえて行動しなければ

いけないという面もあると思う。高橋知事から今年度中にスタートさせたいという

意向が示されたが、それから逆算すると若干きついかもしれないが、予算の動き
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等々もあるため、１カ月程度で今日の意見等を踏まえ、トリガーを引くような具体

案について、踏み込んだ御提案を頂けないかと思う。何とかこういう方向で御努力

を頂きたいが、如何か。 

（中川議員） 主役は知事、北海道なのだから、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。 

（竹中議員）  これは総論を各論にするという意味で、ここは重要な我々の基盤である

と思う。 

（高橋北海道知事） １カ月というのはなかなかきつい話ではあるが、道内の意見を調

整しつつ、具体的な提案をしたい。よろしくお願いしたい。 

（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

同じである。一番難しいのは各論である。道州制をやれやれとみんな言ってきた。

だから、北海道は道そのものだから、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。いざ北海道の道州制

をすすめるとあるいは分権しようとすると、やはり一番躊躇しているのが、中央の

役所と労働問題。これはある意味では郵政と似ている。郵政では役所と労働問題が

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問題を

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

が一番難しいのだから。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、応援するよ。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、あれは大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カ月間は仕事

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。役所が抑えていたのだよ。

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。 

   ともかく知事がこうしてくれと。知事の言った統合、これはいい。まず、第１段

階で北海道開発局 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。大田政

策統括官と相談して、それを応援するから。外務省は 5,000 人しかいないのに、

何で北海道開発局に 6,500 人要るんだ。こういうことも含めて、本省と労働問題

を怖がらずに大胆にやってください。応援するから。 

（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）  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う。 

 

（高橋北海道知事 退室） 
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○「基本方針 2004」に向けて 

（竹中議員）  それでは、「基本方針 2004」に向けた御審議をお願いする。 

   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ある。現在、事務方を通じて、各方面とまだ調整を進めさ

せていただいている。内閣府から原案について御説明をする。 

（小平政策統括官） １ページの「はじめに」のところは、基本的には前回お示しをし

たものと同じであるが、景気の動向が地方によってばらつきがある、大企業と中小

企業で相違がある等付け加えている。 

   ３ページの「構造改革とその目指すところ」で、これも前回申し上げたが、真ん

中に「このような」で始まるところに、潜在的国民負担率についての記述がある。

ここについては、そもそも潜在的国民負担率という指標の適切さに疑問があるとの

御指摘をいただいている。 

   次に４ページの「（１）郵政民営化の着実な実施」について、これは前回と同じ

である。「（２）規制改革・民間開放の積極的推進」については、「市場化テスト」、

「民営化・民間譲渡・民間委託」、「重点 17 分野」等と、規制改革について記述し

ている。下の方に（Ｐ）と書いてあるが、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ある。 

   次に５ページは「（３）地域の真の自立」。「地方の裁量権の拡大と地方行革の推

進」の上の方は基本的に前回示したものと同じである。やや書き方は変わっている

が、地方公務員の給与についても書いてある。一番下のところに道州制について書

いてあるが、ここについては、本日の御審議も踏まえたいのでペンディング（Ｐ）

としている。次に「三位一体の改革」について、今回５ページから６ページにわた

って、今までの方針を踏まえて着実に推進するということ、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、全体像の要素等について、書いてある。

その次が国庫補助負担金の改革についての考え方。その下に税源移譲についての考

え方を書いている。 

   ６ページは地方交付税についての考え方。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している。次に財政力の弱い団体におい

ては地方交付税の算定等を通じて、適切に対応ということが書いてある。「２．『官

の改革』の強化」については、前回と基本的に同じなので、説明は省略をさせてい

ただく。 

   ７ページは、「政策群」、「特別会計改革」、「公的債務管理の充実を通じた市場の

安定」について記している。 

   ８ページ（３）の行政改革。公務員制度改革について少し書き加えている。あと

政省令等の行政立法についての記述が加わっている。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ある。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。統計については、前回と少し変わっているが、基本的に

同じである。抜本的な税制改革についても、前回と同じである。 

   ９ページの（１）、（２）は前回と同じである。「（３）金融システムの一層の改革

の推進」については、新たに加えている。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、その内容について、下の方に①から⑤まで書いて

ある。 

   10 ページの「人間力」についても幾つか加わったところがあるが、基本的な考え

方は前回と同じである。（１）の２ポツ目のところは、フリーター・無業者等に対

する対策は一部表現が調整中である。４ポツ目に障害者の雇用・就業について詳し
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く書いてある。次に雇用関連事業の再編。下の方は「教育現場の活性化等」という

ことで、最初のところは、「確かな学力」の向上、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ある。 

   11 ページの一番上には、「寄宿学校」について書いてある。あと教員の給与や人

数・配置に関する現行法の規定についての在り方を検討し、結論を得るとしている。

大学関係の記述の後、「文化芸術・スポーツの振興」、「食育の推進」について加え

ている。「５．持続的な安全・安心」の「（１）社会保障制度の総合的改革」につい

ては、全体としてまだ調整中である。特に最初の項目については、具体的な課題は

詳しく書くべきでないという御意見をいただいている。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ことについても御議論がある。 

   12 ページは、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

いてある。年金制度改革のこれからの検討についてまとめている。医療制度改革に

ついても中央社会保険医療協議会の在り方の見直し等何点かまとめている。介護保

険制度改革については、来年度の改革に向けての課題が書いてある。 

   13 ページは「生活保護の見直し」、「（２）少子化対策の充実」、「（３）健康・介護

予防の推進」とまとめてある。「健康・介護予防の推進」は素案から新しく加わっ

たところであり、10 カ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

いうことである。その次は医薬品、医療機器関連産業について書いてある。「（４）

治安・安全の確保」は、少し詳しくなったが、ほぼ前回と同じである。 

   14 ページは大規模災害、テロ、有事等について、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させていただいている。「（５）の循環型社会の構築・地

球環境の保全」については、循環型社会の構築、温暖化対策、森林関係についてま

とめてある。「（６）持続的な発展基盤の確保」では、「司法制度改革」、「大陸棚の

調査」、「エネルギー等」をまとめさせていただいている。 

   15 ページ最初の「地域再生」については、本部の決定を踏まえて、まとめて記述

をさせていただいている。 

   16 ページは「（２）都市再生の総合的な推進」について、それから、地域の基幹

産業の再生・強化ということで、農業については、「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」を前回の記述に加えて

いる。「建設業」、「観光戦略」については、文言の修正が一部あるが、前回と同じ

である。 

   17 ページの「雇用政策・人材育成施策の新たな展開」について、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」については、前回

よりやや詳しくしているが、基本的な考え方は同じである。その次に「フリーター・

無業者に対する働く意欲の向上等」を新たに加えている。下の方に地域主導の雇用

政策ということで、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

てある。 

   18 ページの「（３）労働移動の円滑化等」について、前回と一部記述が変わって

いるが、基本的な考え方は同じである。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つの戦略産業分野と地域再生

の産業群の育成」の２ポツ目のところに、「産業クラスター」、「知的クラスター」

と「地域の産業」のことを追加している。あと「産業人材の育成」については、製

造現場の中核人材等々について書いてある。その次が「新技術の創造・保護等と最

適な事業環境整備」について書いてある。 

 19 ページの「（２）公正取引のためのルールの強化」について、これは前回の記
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述に、公正取引委員会の機能強化、発注者側の談合に対する罰則強化について付け

加えている。それから、「（３）経済連携の推進、対日直接投資の促進」については、

基本的な考え方を示し、それから、対日投資の残高の倍増について書いてある。

「（４）ＩＴ戦略の推進」については、前回書いてなかったが、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」具体化について書いてある。 

   20 ページはＩＴ戦略における成果主義の確立ということを書いている。ほかに、

「（５）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

めている。 

   21 ページの「第３部 経済財政運営と平成 17 年度予算の在り方」については、

基本的には前回と同じである。 

   22 ページの真ん中から少し上のところに、前回書いてなかったが、「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、構造改革の基本的な考え方をま

とめてある。 

   23 ページの「（２）中期的な経済財政運営の在り方」は同じである。それから、

「２．平成 17 年度予算における基本的な考え方」ということで、平成 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いる。 

   24 ページは、「（３）予算配分の重点化・効率化」についてまとめている。それか

ら抑制の考え方も基本的には同じである。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、早急に具体的措置を取りまとめるように要請する等が書いて

ある。 

   25 ページの「（４）主要予算の改革」について、項目的に社会保障のところは、

第一部の社会保障がまだ調整中であるので、同じく①は調整中である。②が雇用、

③が公共投資、④が教育、⑤が科学技術、⑥が農林水産、⑦が地方財政、それから

26 ページの⑧が治安についてである。最後の⑨のＯＤＡについては、水準がこれ

以上減るというようなことにならないように、すべきであるという御意見を承って

おり、調整中である。 

（谷垣議員） 潜在的国民負担率 50％について、いろいろ議論があるというお話だった

が、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らな

いが、小さな政府だと思うのだが、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％程度ということだと思うから、実質的

にハードルを低くするような表現になると、そこは後退したとかというようになる。

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

ないかと思うので、この諮問会議として、これでやるというような、いわば意思統

一をすることが私は必要なのではないかと思う。 

   もう１つは社会保障の中期目標だが、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、経済の伸びを大きく上回って伸びて

いる社会保障だから、そこはやっぱり、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

が基本的に必要になると思う。前回のときもいろいろ御議論を賜ったが、ぜひ、こ

れは入れていただきたいと思う。 

（麻生議員） 三位一体が初めてここに登場したのだが、ぜひ、ここは発言をさせてい

ただきたい。これは前回の平成 16 年度の三位一体改革については、これは簡単に
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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るから、地方は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。

ここに書いてある文は、総務省と財務省との間の官庁文学としては大した表現で、

なかなかよくできている文章だと思う。しかし、何となく感じるところは、一般の

知事がこの原案をパッと見て、何が進むのかなということにしかならない。私はこ

れを見て、２回読み直してみたのだが、ちょっと私には理解できなかった。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。それだけはだめだと、

私は基本的にそう思っている。 

   そこで、平成 18 年度までに３兆円の税源移譲というのは、５月 25 日の全国市議

会議長会の定期総会でも総理は発言しているので、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きたい。地方を安心させてくれる

というのは大事なことだと思っている。 

    もう１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だが、何を削

減するかというのはぜひ地方で考えさせてほしい。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がある。私どもは、地方団体

を総括する立場の総務省におるので、誰が誰に言ってきたというのはわかるから、

そういった意味ではすごく問題。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思っているが、積み上げると

１兆 1000 億円ぐらいにはなるとか結構意欲的なことを言われる知事さんもいっぱ

いいる。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るので、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る。 

   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らないが、要は、

きちんと国益にかなう話なので、この点はぜひ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、部

屋はつくったは予算はばらばらだはという状況では話にならない。 

   ＯＤＡについては、（Ｐ）になっているが、26 ページの一番最後に書き足してい

ただき、小平統括官の方から御説明があったので、意識の中にとどめていただいて

いると思うが、海外からの陳情はほとんどこれに集中すると言ってもいいぐらいな

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いるので、よろしくお願

いしたい。 

（奥田議員） 社会保障制度の改革であるが、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う。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思う。 

   具体的に申し上げると３点あり、１つは、今、谷垣議員からお話があったが、潜

在的国民的負担率という表現だが、これを外せとか外さないとかということでもめ
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ているらしいが、私は将来においても 50％程度に抑制していこうと、この表現は、

やはり絶対後退させてはいけないと思う。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こう。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、これ以上後退させては絶対ならない。それからＯＤＡの件だが、どうも外務省

の人はこのまま放っておいたら下げられるのではないかという前提で話をしてい

るのだが、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すということだから、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むしろ元気がないんじゃないかと。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いるが、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と思う。私は

この記述に賛成。 

（中川議員） まず、人事交流だが、省庁間の人事交流は積極的に総理の指示に基づい

てやっているが、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。経済産業省で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

をぜひと思ってはいるが、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思う。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

率直な感じである。 

   それから、「新産業創造戦略」についてはこの場でも御説明申し上げたが、私も

昨日の官邸の会議であえて申し上げたが、ＩＴ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無駄になるので、ぜひ、総理の御指示の

もと、ほかの戦略と整合性を持つようにしてほしい。私も今日事務方には強く指示

した。目的は多分１つであるから、いろんな柱立てがあっても、横串と言うか、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

と思う。 

   それから大陸棚については、今日ある新聞で１面と社会面に中国の石油採掘の問

題が大きく出ており、これは日中の尖閣絡みの中間線の絡みであるが、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

退ということになるので、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。ＯＤＡもそうだが、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

う。以上。 

（牛尾議員） 社会保障の問題に関して、坂口大臣は、消費税の扱いさえうまくできれ

ば、異論がないような感じであった。しかし、谷垣議員がわざわざ、もう一回発言

しないといけない流れになったように、全く正反対のことを時代の流れと考えてい

る人が多くいる。ここで毅然とした態度を確認しないといけない。そのとき、国民

が納得するためには、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、基本方針や予算の前に、少しは手をつけて変わろうとしてい

る姿を見せることが必要だと思う。これは経済財政諮問会議で促すことは出来ても、
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やるのは厚労省だから、よろしく取り計らってもらいたい。 

   それから、中川議員が指摘したＩＴ等に関する会議は、ほとんどが内閣官房ある

いは内閣府に事務局がある。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のではないかと思う。事務局が横の連絡をきちんととり、関

連の１つの大きな行政官庁ときちんと打ち合わせれば、大体オペレーション上で解

決することが８割だと思う。これはぜひ、例えば官房長官のところで、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。アメリカでは、いろんなプロジェク

トが常に２カ月ごとぐらいに横の連絡をして、絶対に横の連携を確立する。多様化

した民主主義は横の連携がきちんとつながることが非常に大事だと思う。 

（谷垣議員） 三位一体の改革について、まず３兆円ありきということでは、改革が緩

んでしまうことを恐れている。少し手順が違うのではないかと思う。 

   それから、廃止する、あるいは補助金をどうするかということについて、地方に

知恵を出していただくのはいいことだと思うが、地方に全部権限と財源を移譲する

というだけでは意味がないので、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てしまうのでは

ないかと思う。 

（麻生議員） 補助金などをスリム化することに反対しているわけではない。例えば、

地方公務員の給与については、今、まさに手を付けている。しかし、現実問題とし

て、人事委員会勧告等を下回っているところがあり、労働問題になりかねないとこ

ろまでいっているのが既に 1,200 市町村ぐらいある。 

   もう１つは給与計算というものをアウトソーシングしている地方自治体がある。

中央官庁には、そういうところは１つもない。地方も結構やっているが、改革をし

ている自治体とそうでない自治体の差が大きい。改革を緩めるつもりはないが、前

回、１兆円削減されて 4,000 億円しかこなかったというイメージが、みんな貝の

ように動かなくなっているという一番大きな理由だと思う。 

（竹中議員）  各方面からの意見に加えて、与党での議論も来週から始まる。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

であると思う。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あ

るので、その点については、様々な形での協力もぜひお願いしたい。 

   最後に、牛尾議員から社会保険庁の改革の在り方をできるだけ早く示すべきとい

う意見があった。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

で示していただくことになったので、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。 

（小泉議長） 三位一体については、三すくみになっては困る。今、そんな状況だと思

う。３年間で４兆円ということで、まず初年度１兆円をやり、あと平成 17 年度、

平成 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、この平成

17 年度、平成 18 年度で税源を移譲する。その代わり、知事会の方で補助金の削減

案をまとめてきてほしい。それで一緒にやるというのはどうなんだ。今みたいな議

論をやっていても同じなので、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、少し調整してほしい。 

（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のではないか

と思う。 

（小泉議長） それは方針をはっきり出してしまう。その代わり、知事会でまとめてほ

しい。３兆円。 

（麻生議員） これは今、秋までにと言われたが、先に渡すから、その代わり先に出せ
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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話は当然のことなので、平成 17 年度に法案が出てくる

し、２年間だから、平成 18 年度も法案をちゃんと出す。現実問題として、知事は

結構大変で、能力のあるところ、労働問題の強いところ、いろいろあるので、具体

的内容をきちんとまとめて強引に押し切らなければいけないところだと思う。 

（谷垣議員） もう１つ申しあげると、今、麻生大臣は知事とおっしゃったが、市町村

長の本音というのがやはりある。そこを相当丁寧に聞かないと、なかなか難しいと

思う。本音がようやく少しずつ出てきたというのが現段階であると思うので、その

あたりを相当丁寧にやる必要があると思う。 

（竹中議員）  今の総理の指示を受け、谷垣議員、麻生議員とも相談しながら、しっか

りと調整していきたいと思う。 

                                 （以  上） 


