
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

    

    

 

   

 

 

 

 

 

    

  

平成 16 年第 14 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  4 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年６月 21 日(月) 18:03～18:58 

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    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    吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

       武藤 敏郎 日本銀行副総裁 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）郵政民営化について 

（２）「基本方針 2004」の具体化に向けて 

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） 

○１７年度予算に向けて（有識者議員提出資料） 

○「日本経済２１世紀ビジョン（仮称）」に向けて（有識者議員提出資料） 

○サービス分野における雇用の増加について（竹中議員提出資料） 

（本文) 

○郵政民営化について

（竹中議員） それでは、ただいまから今年14回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日の議題でありますけれども、最初に「郵政民営化」につきまして、渡辺室
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平成 16 年第 14 回 議事録 

長から御報告をいただきます。その後「『基本方針2004』の具体化に向けて」と

いうことで、「17年度予算」の件と、「日本経済２１世紀ビジョン (仮称) 」の

検討等ついて御審議をいただきたいと思います。 

なお、本日は福井総裁は御欠席で武藤副総裁が御出席でございます。それと実

は、天候の影響、台風の影響が出ておりまして、坂口大臣が御出席いただく予定

だったのですが、参加できなくなられました。また本間先生も、つい先ほど実は

参加できなくなったという御連絡がありました。申し訳ございませんが、よろし

くお願いいたします。 

それでは郵政民営化につきまして、渡辺室長からさきの報告をお願い申し上げ

ます。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） お手元に準備室が用意しました「郵政民営化

への最近の取組状況」という資料がございます。これに沿って御説明申し上げた

いと思います。 

１ページをお開きください。内容は有識者会議の概要と、それから地方懇談会

の様子でございます。 

初めに有識者会議の概要でありますが、１回目、２回目を５月に開催をいたし

まして、６月は16日と18日に開催をいたしました。この中では、特殊法人民営化

の先行事例に関するヒアリングを実施いたしたところでございます。５回目以降、

まだ開催の予定をつくっておりまして、ここでは関係業界のヒアリングであると

か、郵政公社の決算の様子、あるいは海外の民営化の進行状況等につきましてヒ

アリングをする予定になっております。 

２ページをお開きいただきたいと思います。 

16日の第３回の模様でありますが、ＪＲ西日本の井出さんから国鉄改革のヒア

リングをいたしました。２つ目の「・」にありますように、改革の意義として４

点、規制緩和、自己責任、地方主権、市場原理、これが実現できたということで

ありまして、現在進めております構造改革と同様の効果が期待をできるし、実現

ができるということでございました。 

この際、注目される事項といたしましては、改革の原動力には３つある。１つ

は世論の支持、それから２つ目には、強力な政治的リーダーシップ、そして３番

目に部内の改革者の存在とそのエネルギーということでございました。御自分自

ら公共サービスの提供という名のもとに国鉄は立ちどまっていた。しかしよく考

えてみたら、私鉄もやはり同じように公共サービスをきちんと実施していたとい

うふうなことを述べられていた。 

３ページでありますが、ＮＴＴの高部さんのヒアリングでございます。ＮＴＴ

は御承知のとおり、民営化をまずして、その上で持ち株会社のもとで再編成をす

るという２つの段階を踏んでおります。 

旧公社制度では、今ここに書いてありますような５つの制約がございまして、

これをどうしても改革していく必要があったということでございます。民営化な

いしは再編成を通じまして、この２つ目の「・」にありますように、進展著しい
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国際ビジネスのチャンスに的確な対応ができるということ。それから、これは持

ち株会社に担当させておりますけれども、研究開発に集中ができる。それから赤

字・黒字が明確になって経営が効率化できる。そして、資本関係を維持しながら

社員の流動化、あるいは地域ごとの賃金水準ということで、人的な資源であると

か、資金が最も効率的に活用ができるというふうに体制がなっていったというこ

とでございます。そして最後に、やはり株主を意識しながらグループ全体を最適

化するような経営が実現できたということでございました。 

地域ごとの賃金水準の問題につきましては、井出さんも同様のことをおっしゃ

っていまして、ＪＲ貨物がやはり全国統一賃金なので、ちょっとその辺が弱点か

なという話もあったところでございます。 

４ページ目は、18日の模様でありますが、ＪＴの本田さんからヒアリングをい

たしました。臨調以前から、もう少し極端に言いますと、昭和40年代からどうし

ても民営化、改革をしなきゃいけないという意識が部内にあったようでございま

すが、特に欧米各国からの大きなインパクトがございまして、立ち遅れが目立っ

たところでございます。そういう中で民営化を主体的に自ら選択してやったとい

うことで、改革というのは、やはりどうしても自らやろうという内発的なことが

ないと事が成就しないということを強調されておられました。 

５ページに、東京電力の築舘副社長のお話でありましたが、ここはどういう趣

旨かと申しますと、日本の電気事業制度というのは、電力会社に供給責任を与え

まして、そして最終的にはそこが供給責任を果たす。特に家庭の電力につきまし

ては、ユニバーサルサービスをきちんとやっていくということが前提になってお

りますので、公益事業とユニバーサルサービスを自由化の中でどういうふうに調

整していったのかということのお話を伺った次第でございます。 

２つ目の「・」にありますが、ユニバーサルサービスにつきましては、経営努

力によって提供していくし、コストを吸収し、これを維持することは可能だとい

うことを強調されておられました。東京電力の場合には、あらかたインフラが整

備されておりますので、持ち出すコストはそんなに高くないというふうなお話も

あったところでございます。 

効率化の成果については、ここにあります３つ、お客さまにお返しする、株主

にお返しする、そして新事業投資などトータルの利益を配分するということでご

ざいました。 

なお付言といたしまして、2007年ごろから再びこの自由化の議論が始まるやに

聞いているので、それに備えなければいけないということでございました。 

６ページ目から地方懇談会の概要でありますが、麻生大臣、竹中大臣、そして

本間先生に御参加をいただきまして、５月23日の旭川を皮切りに３か所で開催を

したわけでございます。旭川の様子は前回お話をいたしました。 

５日、６日を通じまして、３回を総合した主な御意見を並べておりますが、行

政サイドからは、行政とのパートナーシップの維持、活用ということで、かなり

の程度、行政の代行だとか、受託だとか、協定だとかによって郵便局の窓口ネッ
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トワークを使って公的な役割を果たしておりますので、その重要性、必要性につ

いての御意見が強うございました。経済界の御意見は３地区共通した意見であり

ます。それから消費者からは、やはり窓口ネットワークが過疎地域などでなくな

ってしまうのではないかという危惧の上に立ちまして、やはりこのサービスは維

持をしてほしいし、むしろ向上させてほしいという御意見でございました。 

７ページでありますが、７ページの１つ目の「・」と２つ目の「・」がちょっ

と旭川とは違っておりまして、全く新しい視点と言ってもいいと思います。民営

化に対する考え方がコンビニ業界とか、物流事業者ではやや前向きにとらえられ

ているというふうな印象を受けました。ここには「不安と期待」と書いてありま

すが、実際使った言葉は、たしか「脅威と期待」という言葉ではなかったかと思

います。怖いところもあるけれども、今協調してお互いに手を握って、例えば２

つ目ですけれども、国際的なインテグレーター、国際物流業者などに対し、国内

的にも海外へ出るときにも、手を握れる分野があるのではないかというふうなこ

とで、かなり前向きの議論ができたという気がいたします。 

それから、金融業界、生保業界は、どちらかというと否定的な御発言でござい

ましたが、農協は過疎地域にまである種のネットワークを持って仕事をしている

ということと共通するのかも知れませんが、「競争・協調」という言葉を使って

生き残りへの決意を表明されたところでございます。 

公社の御意見、それから労働組合の御意見は、やはりユニバーサルサービスの

維持と経営自由度の確保といった方面についての要望、もしくは組合としては、

初めに民営化ありきということに対しての反対表明などがございました。 

最後に、どの地区でも共通項として聞かれましたのは、今なぜ郵政民営化が必

要なのかということについてかみ砕いて行っていく必要があるのではないかとい

うふうに私ども印象を持っております。これからいろいろな御意見をいただく必

要があると思いますので、私ども準備室といたしましては、近々、ホームページ

を立ち上げまして、広く意見の募集をする。その中で新規業務のアイディア、あ

るいは民営化に向けた御意見を期待したいというふうに考えおります。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。最近の取組につきまして、特に追加的な御

発言、コメント等がございますでしょうか。 

麻生大臣、特によろしいですか。 

（麻生議員） はい。 

（小泉議長） 御苦労さまでした。よくまとめてある。 

（竹中議員） 引き続き取組をよろしくお願いいたします。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） はい。 

○「基本方針2004」の具体化に向けて

（竹中議員） 	それでは「基本方針2004」の具体化に向けまして議論をお願いいたし

ます。 
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まず17年度予算に向けた御審議でありますけれども、有識者議員から資料が提

出されておりますので、お願いします。 

（吉川議員） では、私から「17年度予算に向けて」という民間４議員の名前が書い

てある紙を御説明いたします。 

   17年度予算は、御承知のとおり、「重点強化期間」の第一年目の予算になるわ

けであります。「重点強化期間」を銘打って、その初年度の予算であるわけです

から、実際に重点を強化したということがわかるような、成果が見えるような予

算をつくるべきであります。 

基本的な考え方、これは小泉内閣の下で一貫した基本方針になっているわけで

ありますが、予算の全体の規模は抑制する。そうした中でメリハリをつけて中身

を見直していく。具体的には、民間需要を誘発する効果、あるいは民間の潜在力

を最大限に引き出すような政策、こうしたところに集中するべきだ。これが基本

的な考え方であります。 

実際に重点課題へのメリハリのある予算配分をどのように実現していくか。そ

れが「２．」に書いてあるわけであります。考え方は、我々の資料の一番最後に

イメージ図がかいてあるんですが、残念ながらあまりできのいい図になっていな

い。変な破線とか補助線がたくさん引いてあってわかりにくい。100 というのが

現状ということであります。予算は御承知のとおり、裁量的な経費、義務的な経

費という形で大きく分かれております。これが右の方に書いてある。それとは別

に重点４分野とそれ以外ということで分かれているわけであります。100 という

のが現状、あるいは前年度として、サイコロのようなもの、立方体をイメージし

ていただくと、これが今申し上げたそれぞれ２つによって４つの固まりに分けら

れるわけであります。基本的には重点４分野に集中し、そこが大きく伸びるよう

にしようと、こういうイメージ図であるわけです。裁量的な経費・義務的な経費、

この分類の方は、財務省でも十分に考えられて予算編成されているわけですが、

重点４分野への集中というのが実際上どれぐらいできているのか、この点がどう

しても薄くなっているのではないかというのが大まかな印象であります。 

１枚目に戻っていただいて、１つは、実際に重点４分野にどれくらい集中して

いるのか。こうしたことを財務省でもよく検証していただく必要があるのではな

いか。 

もう１つは、１枚目「２．」の最後に書いてありますが、従来の概算要求基準

のもとで、どれくらいこうしたメリハリがつけられるのか。そもそも要求・要望

段階で重点分野へ絞り込むということ。これをどう実現するか。要求官庁にもそ

うしたインセンティブと言いますか、重点４分野に集中するということのメリッ

トがあるような何か方法を考えられないのか。繰り返しですが、要求段階で各省

がそういうところに重点的に絞り込んで要求を出すというような仕組みを何か工

夫できないのだろうか。これをぜひとも財務省にお考えいただけないだろうか。

いずれにしましても、重点配分ということが予算編成のポイントになる。総額は

抑えるというわけですから。これが２番目であります。 

5




 

 
   

   

   

    

    

    

    

平成 16 年第 14 回 議事録 

３番目は、２番目と関係する。昨年度から「モデル事業」、あるいは「政策群」

という考え方を出している。モデル事業というのは、他年度で使いやすいわけで

すが、こうしたことをもっと活用してもらう。あるいは複数省庁にまたがるよう

なもの、これは後ろに少し例が挙げてありますが、政策群の活用を図るというこ

とであります。 

２枚目にまいりますが、成果目標というものをきちんと明確にする。これは当

然のことです。 

５番目、「評価等の予算への反映」。これも当然のことであります。評価につ

きましては、総務省での評価というものもありますし、我々も第三者の評価とい

うのが大変重要であって、それが予算にフィードバックするべきだと考えている。

厳しい評価が出れば、そうしたところの予算は大幅に縮減されるべきだというこ

とは常日頃言ってきたわけであります。同時に要求官庁、それぞれの省が予算の

中身を見直していくというときに、一番知っているのは本人なのだから、自己評

価も大切である。行政の１つの弱点は、誤りがありうるという前提に立っていな

いところにある。 

民間の企業でも間違えるということはあるわけですし、大学の研究で言えば、

そもそも初めから正解に行くなんてことはあり得ないわけで、10のうち９は失敗

するということが前提です。無謬神話のような「間違えるということはあり得な

い」という考えを捨てて、毎年毎年修正していくのは当然のこととして政策を考

える。当然、はじめに考えたこととは少しずれてきて、必ずしもうまくいかない。

人間がやっていることなんですから、それはむしろ当然のことである。重要なこ

とはそのまま直進していくということではなくて、それを常に修正していく。こ

れが中身を見直すということにつながるのではないかと考えております。 

今、私が申し上げたことは、第三者評価の意義を否定することではない。自己

評価とそれに伴う継続的な修正、あるいは進化といったことが予算づくりで毎年

行われるべきだ。霞が関全体で行われるべきだと、このように考えています。 

最後に特別会計の改善を実行していくということであります。 

以上17年度予算に向けて民間議員が考えていることを申し上げました。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは今の御提案等々につきまして自由に

御発言をいただきたいと思います。 

（谷垣議員） 今、吉川先生からお話しいただいたことは、我々も大変共感する部分

がございますので、要求時からどうするかというようなことも少し研究してみた

いと思っておりますが、いずれにせよ、歳出改革路線を堅持するということで努

力してまいりたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

（牛尾議員） 17年度予算は、やはり重点強化期間の第一年目の予算ということを各

省にも意識付けて、特に社会保障に関しては、これまで別格という感じであった

けれども、今回の法律によって、給付をするためには負担が要るということを明

確にしたということと、その負担の先行きを見て、ここまで来るとこうだという
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関係、これまでは社会福祉は負担と給付の関係なく、必要なものは全部給付する

んだという概念にちゃんとした関係を付けたということに一番意義がある。 

問題は、これが18％台までいくのが高いか低いかという議論とか、私はその国

の経済の名目成長の範囲の中でしかできることはできないんだとか、その辺の世

帯持ちのよさというか、会社経営は完全に自分の利益の範囲内でしか説明できな

いわけですから、そういうふうな考え方をどうやって予算に持ち込むかというこ

とは、従来から言うと革命的なことだと思うんですね。今度の法律は、そういう

意味では、社会福祉という聖域でも聖域がなくて、負担と給付というのはきちん

と、そこの関係に説得力がなければ出せないんだというようなところがまだ十分

強調されていない。だから、従来の制度をどう変えるかということと、一元化す

るというのは、ある一部の手段だけが評価されて、やはり予算というものが、た

とえ社会保障予算でも、やっぱり給付と負担の関係なくしては政府の仕事はあり

得ないということを明確に示すことが非常に大事だ。 

そういう点では、その意義というのは非常に大きいし、また17年度予算では、

そういう点をはっきり明確に打ち出すべきだと。だから、今、吉川さんからこの

「予算のメリハリ実現のイメージ例」というのは確かにできの悪い表で、幾何学

の勉強していないんじゃないかというような感じがするんですが、裁量的な経費、

義務的な経費でも減らすものは減らすんだということをこれは言いたいんですね。

これはそう見えないので、もうちょっとわかりやすい絵を、積み木でも持ってき

てちゃんとすりゃわかります。これは減るところが減らないで、増えているとこ

ろが増えているような気がするんですが、言いたいのは、要するに減らすものは

減らさないといけないんだということがはっきりしてやって、そこへもってきて、

「改革なくして成長なし」というのは、改革の効果が出てきて成長し始めると、

当然金利は高くなるのは当たり前のことであって、金利が高くなると、国債の発

行というのは相当抑えないと大変なことになる。抑えると、今度は金利を低くす

ると引き受け手がなくなるわけですから、そういうのも１つの経済原理というの

も、はっきり現実にいろんな選択を迫られているという実感を17年度の予算から

示すべきだと。ぜひ、当たり前のことですが、強調しておきたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

よろしゅうございますか。 

今回の骨太方針の中では、実はかなり予算改革に焦点が当たっております。予

算改革を通して、小泉改革をステップアップする非常に重要なチャンスだという

ふうに思います。具体的には、今民間議員のペーパーの中にもありましたように、

特にモデル事業において、ＩＴ等々非常に幅広い部分を含ませるということ、成

果目標を徹底して掲げるということ、特別会計は数値の目標も含めてやるという

こと、こうしたことに関しては、「要求時からの工夫も含めて」というふうに財

務大臣からもお話がございましたので、財務省を中心にぜひ積極的に前向きに御

検討を賜りたいというふうに思います。 

予算に関連して総理。 
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（小泉議長） 全体の歳出を減らす中で重点分野を増やしていく、これは極めて大事

で、ますます、これはよろしくお願いします。 

（竹中議員） メリハリに結果を出しますようにお願い申し上げます。 

それでは続きまして、「日本経済２１世紀ビジョン」についてお願い申し上げ

ます。吉川議員またお願いします。 

（吉川議員） 本間先生御欠席ですから、私から御説明します。 

もう一度４人の名前が書いてあります「『日本経済２１世紀ビジョン（仮称）』

に向けて」という紙を御覧ください。 

「基本方針2004」でも既に書いてあるわけですが、「日本経済２１世紀ビジョ

ン」をとりまとめる。これは大変大きな意義があると思います。やはり一番大き

なことは、現在の日本の経済社会というのが歴史的に見ても大きな転換点にある

ということだと思います。歴史の流れの中では余り大きな変化はなく、10年、20

年続いてきたことがそのまま流れていく時代もあるんでしょうが、非常に大きく

いろいろなことが変わっている時代、国際環境、あるいは国内の条件が変わって

いる時代もある。現在は非常に大きく変わっている時代である。 

大きく変わるときには、ビジョンが必ずしもすぐに共有されるわけではない。

経済社会の中に様々な混乱も生まれる、いろんな考えが出てくる。ようやく経済

が10年の低迷を脱却しつつあるこの時期に、構造改革に関して、あるいは日本の

２１世紀の経済社会についてビジョンをまとめるということは大変大きな意義が

あると思っております。 

いろいろな問題があるかと思いますが、ここでは大きく４つ挙げております。

１つは、人口が減少していくということ、これは間違いない事実でありますが、

これに加えて地球規模で資源も大きく制約条件が出てきている。こうした中でい

かにして持続的な経済成長を実現するか、このことに関するビジョンということ

であります。 

２番目は、経済社会と言いましても、国際的なディメンジョンがあるわけで、

２１世紀を生き抜く国際競争力をどう強化すべきかという問題。 

それから、これからの生活の豊かさ、地域とのかかわりをどうつくっていくか。

具体的には、例えば少子化の問題ということがあるわけでありますが、こうした

ことについてのビジョンをまとめる。 

４番目は、とりわけ中国経済の台頭、あるいはアジアとの連携、ＦＴＡ等だと

思いますが、グローバル化した国際関係の下での新たな連携を探る。 

ビジョンをまとめるというわけですが、こうやって挙げてみると、個々の問題

についてはかなり議論されてきている。特にここにいらっしゃる方々であれば、

こうしたことは一回も聞いたことがないということはないわけで、政府の中でも

いろんな検討会とか審議会とか研究会というのがある。しかしながら、これを全

体としてまとめて１つのビジョンにするという作業は不十分である。ビジョンで

すから余り専門的なことを言っていてもビジョンにならない。直観的にわかりや

すい、明治の初めに例えば「文明開化」とか４文字熟語がいろいろあるわけです
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けれども、そうした抽象的ではあるけれども、直観に訴えるようなものがビジョ

ンだとすれば、今挙げてきたようなことを全体としてまとめてビジョンにすると

いう作業は必ずしもなされていない。言いかえれば、国民とのコミュニケーショ

ンの問題ということでしょうが、そうしたことがある。 

また、幾つかの問題については、必ずしも専門家の間でも意見が一致していな

い。テクニカルな問題というのがある。ここに挙げてあるものでは、例えば、少

子化をいかにとめるか。これは国際的に見ても、専門家が百家争鳴といいますか、

未だに議論が終わらない専門的な知見を要する問題だ。あるいは郵政民営化後の

金融システム、これも非常にテクニカル、専門的な問題だ。このように専門的な

知見についてもう少し詰めた方がいいこともある。個々には議論されてきたけれ

ども、総合的なビジョンにはなりきっていないなものがある。 

こうしたことを含めて、２１世紀のビジョンを政府としてまとめるということ

は重要なことだと思います。具体的には、諮問会議の下に専門調査会を設置する

ということを提案いたします。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、専門調査会の設置等々の提案がございましたけれども、どうぞ御自

由に御議論いただきたいと思います。 

（牛尾議員） 非常に適切な時期に１つのビジョン、今、吉川さんが説明されたとお

りだと思います。ただ、先の話というのは大体極端になりやすくて、人口問題で

も何か100 年経ったら日本の人口が6,400 万になるとか、そういう話をしてみて

もしょうがないので、現実的には2050年に１億60万になるかもしれない。その前

提は出生率が1.32だと。それがもし1.29になったらもっと早くそうなる。僕は１

億人というのは、１つの死守するべき大きな人口像だと思うんです。その範囲の

中でどう考えていくか。 

しかし片方で競争力が減っている中でやっていくとすれば、個人の優れた能力

をどんどん発揮させるような社会をつくろうとすると、やはり弱者切り捨て的な

イメージになってきて、しかし成功した個別企業がなぜ生き残っているかという

と、中核的なものは非常に優秀な人の能力を最大に発揮させながら、片方で和の

経営というものをやっているわけです。努力する人で少々力が弱くても、それを

吸収するような独特のマネジメントというものが存在しながら、中枢部では競争

を意識した緊張したグローバルレベルの経営をするという、そういう２つの能力

のセッティングというものを、政治の場合には、国と県と市町村と官と民の間で

どういうふうに分担していくんだということは十分議論されていないということ

です。 

アメリカでも現在20年ぐらい前から、そういう意味でトラストという問題を提

起して、信頼をどう植えつけるかという議論が新しい民主主義の基盤になってい

る。しかし我々も「改革と展望」にしても、構造改革と成長にしても、つい日本

の国内だけで見がちなんですが、去年ゴールドマン・サックスが書いているよう

に、ブラジルとロシアとインドと中国、ＢＲＩＣｓが世界の経済の50％を占める
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だろうということを書いていると、今、日本の世界２位で15％なんて維持できっ

こないので、もしそれが本当なら、その表では日本は５位以下で恐らく６、７％

になってしまう。 

世界経済のパイが永遠に伸びていれば６、７％でもいいけれども、経済なんて

永遠に伸びっこないので、それが１％か、２％で停滞してきて、６％、７％にな

ったら、日本のことだけでは解決できないものもあって、やはり日本は分相応の

国民生活というものを考えなければならない。しかも片方では競争力を増してい

かなければいけない。いわゆるヨーロッパや中南米が一緒になってやっているよ

うに、アジアはアジアの中で、グローバルな国際関係の中で日本がどういう役割

を設定していくか、中国と日本の間で10年先を考えてどういう設定をしていくか

もう真剣に考えなきゃいかぬときに来ているのに、もっぱら中国に対してどう見

て、短期的な目先の問題ばっかり議論しているところがあるので、やはり、アジ

アの中で日本が中国とともにどのようなイニシアチブをとりながらアジアの力を

引き出して、我が国もそれによって成長していく考え方をとるかということはか

なり真剣に考えなきゃならない。少子化で人口は減っていくし、世界のパイは大

きくなってくるし、日本のシェアは落ちてくることは必然的な現実ですから、そ

の現実から目をそらさないで、しかし、明るい希望に対しては徹底的に努力をす

る。そういう民間経営で持っている経営努力と、やはり汗をかいている人が皆救

われるような和の経営というものを、国でもどういうふうにそれを置いていくか

ということが大事です。 

そういう点では、こういうものを総合的にやるわけですが、これは成功するか

どうかは人選にかかっていると思います。大平政権のときに、こういうものを十

ぐらいの懇談会をつくったんですが、その中の１つは、僕はそれをつくるのに作

業したりしていたんですが、40％ぐらいに若い官僚を入れたわけです。その人た

ちがつくって、それを中曽根政権で実現していく過程の中で、我々のつくった案

だという意識が非常に行政の協力体制をつくった。今の行政の人にこういうもの

をやったときに、本当に国のために省を離れた議論ができるだろうかという、い

ろんな議論もあるでしょうから、そういう人を選んで、この課題はここには４つ

になっていますが、４つあれば十分だと思いますけれども、やはり官民の連動、

産官学の連動、そしてアドバイザーとしては外国の知恵も入れて、人選が非常に

大事だということを申し上げたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。麻生大臣。 

（麻生議員） やっぱりこれは「ほら」が要るんだと思うんです。吉川先生、私らの

表現で言うと、気宇壮大なほらを考えないと、夢とかないと何となく実現可能な

ものだと、どうしてもこういう通念的なことになりますから、最低でも20年、し

かし20年後のことは何人も予測し得ないというのが、20世紀が人類に与えた最大

の教訓だったと僕はそう思っているんです。だから、私が生まれた1940年に日米

安保条約ができるなんて思っていた人は１人もいませんし、あの時代にイスラエ

ルなんていう国ができると思った者も１人もいませんし、1980年の時点でソ連が
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なくなるなんて思っていた者も１人もいませんから、やはり20年後のことは予想

できないというのが20世紀が人類に与えた最大の教訓の１つだと思っているんで

す。それでも、やっぱりその国の国益に立って置かれている状況を考えて、先ほ

ど明治で言えば、明治４年の岩倉具視たちが見て、これはこのまま行ったらロシ

アの植民地だと、生き残るためにどうすればいいかと言えば、敵は力の信奉者と、

道義を説いても始まらない。飢えたオオカミの前で太った羊の正義は通らないと

見抜いたところがあの政治家たちの一番偉いところだと思うんです。 

そういった意味で、今の国際状況に置かれて、このような教育も含めていろい

ろあるんでしょうけれども、これは「ちょっとあと10分で発言をとめてください」

なんていうところでは出てこない。一杯飲みながらのところじゃないと、なかな

か気宇壮大な話は出てこないんだと思うんです。ただ、これは猛烈必要なのであ

って、こういったものは今までは役所の人たちと一杯やりながら、お互いにほら

を吹いた中からいろいろ出てきたんだと思うんです。最近はそれはできないこと

になっていますから、まさかバンコの上に座ってお互いにお茶一杯飲みながら、

対談しながら、こんな案は出てきませんから、もうちょっと、プラスそういうこ

とを何となくしゃべりたくなる雰囲気みたいなものが出てこないと頭の整理もな

かなか、縦割りになっていますので、どうもという感じがしますので、僕は断固

やるべきものだと思いますけど、シチュエーションはぜひと思います。 

（竹中議員） 谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 今までの御議論の中で出ていますので、今更言うまでもないんですが、

ビジョンというからには、やはり麻生さんのおっしゃるような気宇壮大なもので

なければいけませんので、余り狭い意味での経済になってしまうとおもしろくな

い。やはり経世済民ということで広く文化とか歴史とか、ここにも出ていますが、

家庭の役割は何なんだ、地域社会の役割は何なんだというようなところも含めて

広く議論をしていただくべきじゃないかと思います。 

それから、牛尾さんがおっしゃった人選というのは私も大事だと思いまして、

大平研究会のことを聞きますと、今、牛尾さんがおっしゃったように、役人なん

かも、あれで若いうちから参加して、毎回総理がじっと耳を傾けてくださるので、

えらく燃えたということだった。そういったようなことから、いろんな若い学者

の方々のネットワークもでき、いろんな意味で日本の政治の質を高めるのに役立

ったと思いますので、ぜひ、そういう若い方で志に燃えた方を、官界だけじゃな

く、経済界、学界、文化人、幅広く選んで活発に議論していただきたいと思いま

す。 

（竹中議員） ありがとうございます。よろしゅうございますか。ほかに。官房長官

どうぞ。 

（細田議員） 私自身は21世紀と言えば若い人だと思うんです。だから若い人を一人

一人を磨いていくと、一人一人がいろんな意味で役に立つ、キラリと光る人材を

若いうちから磨いて、それぞれが有意義な人生を送り、その集合体としての日本

がまた力をつけていくと、こういう若い人対策ですね。人口の減少とかいろんな
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ことがありますけれども、そういうことをビジョンに持ってくるべきじゃないか

なと。どうやって磨いていくんだと。先輩あるいは指導者、教育者を含む社会、

企業、そういったところがこれまでと考え方を変えて、親とか家庭とかあります

けれども、そういう時代に入っているのに、そこがやっぱり十分でない。実態は

深刻なので、磨き方だと私は思うんです。 

（竹中議員） ありがとうございます。それではよろしゅうございますでしょうか。 

実はこの21世紀ビジョンも今回の骨太の非常に大きな目玉であると思っており

ます。今いただいた御意見を集約しますと大体４点、人選が大変重要であるとい

うのが第１点、特に官の参加も積極的に考えるべし、若い層も考えるべし。２点

としては、やはりこれは参加型ということだと思います。官の参加もありました

けれども、恐らく民の参加も重要であって、オープンソース、参加型でやるとい

うことが２点目だと思います。３番目が、麻生大臣の言葉によれば「ほら」、私

の言葉によれば「ビッグピクチャー」、大きな絵ということになると思いますが、

広い分野で議論するということだと思います。４番目は、官房長官は、恐らくベ

ースは人、何を議論するときもそのベースに人をやはり見ておけということでは

ないかと思います。 

そういう方向を踏まえまして、基本的な専門調査会の設置、それと検討すべき

課題等々について、今日の民間議員のペーパーを基本に据えて提案に沿ってやっ

ていくということかと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

（小泉議長） 逆に言えば、今の改革を進めていくとこうなるんだということだよな。

これ、裏から言えば。それが大事なんだ。今の改革を進めるとこうなりますと。

要はやっぱり人だな、人。 

（竹中議員） 改革とのつながりを人でやるということだと思います。ありがとうご

ざいました。 

それでは、残りの時間で「基本方針2004」の具体化に向けた課題ということで、

雇用の問題を少しだけ御議論させていただきます。 

坂口大臣はいらっしゃらないので、簡単に私の方から最近の雇用情勢について

申し上げますけれども、御承知のように、民需主導で経済は着実に回復している。

４月及び５月は失業率4.7 ％のところまで低下をしております。厳しさが残るけ

れども改善している。お手元に雇用者数、特にサービス業に関する資料がいって

おりますけれども、御承知のように小泉内閣としては、サービス業の分野で530 万

人の雇用創出ということで目標を掲げてやっておりますけれども、最近の内閣府

の試算によりますと、結論だけ言いますと、この３年４か月で530 万のうちの250 

万人の雇用が創出されたという結果が出ております。今まで200 万人というふう

に申し上げてきたんですけれども、250 万人創出されたという数字を今後ぜひ心

にとめていただきたいと思います。 

ただ、雇用につきましては、若年層の失業率が依然として高い。また、地域に

よってはばらつきが見られる。厳しい状況もありますことから、今後ともこれに

関する強化が必要であると思います。これに関してご意見等々いただければと思
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います。 

なお、18日に開催されました「若者自立・挑戦戦略会議」でとりまとめられま

した「若者自立・挑戦プランの強化の基本方向」を配布しております。また、本

日、坂口大臣の資料も配布しておりますので、御参照いただければと思います。 

それでは、雇用の対策等々について、これは民間議員から御発言ございますで

しょうか。 

（奥田議員） 最初に雇用のことについてお話ししたいんですが、雇用保険の枠外に

あります若者と主婦、それから一度職を離れた中高年、こういう施策の空白地帯

になっている人たちの雇用問題は現在大きいというふうに思っています。これら

の人たちに思い切った対策を講じて、ミスマッチを解消して雇用拡大の実を上げ

るということはともかく重要なことだと思います。 

特に今お話がございましたが、新卒で働く意欲があるのに職がない若者という

ことについては、我が国の労働力の質を劣化させないために、職業訓練のあり方

というものを本気で検討することが必要であるということで、18日の「若者自立・

挑戦戦略会議」の場で議論がされたと聞いておりますが、若者は自分の選択で本

格的に能力開発するための新しい仕組みをなるべく早く講じてほしいと、そうい

うことが第１の問題でございます。 

もう一つ注意していかなきゃいかんと思うのは、フリーターとか、あるいは若

年無業者、こういう言葉があちらこちらに出てくるわけでございます。やはり、

若年で職に就いていない人についての分類をもう少し類型化して、例えば非正社

員とか失業者、それから非労動力とか、こういうようなことを見ますと、各省庁

がつかんでいる数字は、フリーターは内閣府では417 万人になっておるんですが、

厚労省では193 万人、それから若年無業者というのが約200 万人、それから、い

わゆるニートという働く気のない人、勤労意欲のない人、こういうのは１つの層

として43万人ぐらいいるということで、もうちょっとフリーターとか若年無業者

とか、こういうものについて教育をするということが必要だと思います。これに

ついてはもうちょっと層別して、それに応じた供給とか職業訓練とか、そういう

ものはやるべきじゃないかと、そういうことを考えております。 

それから、この機会にぜひお話ししたいんですが、社会保険庁の問題ですが、

これは大臣が欠席なので、ここで発言するのがいいのかどうかよくわかりません

が、社会保障全体の改革について連絡協議会が設置されて本格的な議論がやられ

るのは当然で、ぜひこれは歓迎したいと思います。 

ただし、経済全体とのかかわりとか、あるいは国民負担全体のかかわりという

視点で、この諮問会議での議論は不可欠であると思いますので、ぜひ、諮問会議

を全体像の議論をする場に使っていただきたい、使うべきだと、こういうふうに

思います。 

それから、社会保険庁の改革については、坂口私案というのが発表されており

ますが、大臣の熱意は伝わってきていますが、概ね１年をかけて検討するという

のは、国民の意識とはとてもかけ離れているということで、すぐ実施すること、
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あと１年かけて議論すべきことを分けて改革に取り組むべきだと、そういうふう

に思います。 

それから、途中段階であっても、国民の関心事でもありますので、諮問会議に

経過報告をしてほしいと、そのように思っております。民間有識者の会合を開催

して意見を求めるということは評価できますが、抜本的な改革に向けて国民の納

得する人選をぜひお願いしたいと、このように思っております。いずれにしろ、

国民がより質の高いサービスを享受できるように他の公的機関との統合連携、そ

ういうことまでも視野に入れて改革を検討すべきだと考えております。 

国税庁と一緒にしたらどうだとかそういう話も出ておりますし、あるいはアウ

トソーシングでやったらどうかとか、そういう話がこの社会保険庁の問題につい

て出ておりますが、この問題については、出口のところではコンピュータ化して

やるんですけれども、入り口のところが非常に難しい。自分の嫁さんが一時若い

ときに就職しておって、会社をやめて専業主婦になったと、たったそれだけのこ

とで社会保険庁へどうなっていますかと話を聞きに行ったら４時間かかったとい

うんです。そういうケースを見ていると、幾ら立派なコンピュータのシステムを

つくっても、結局インプットするデータベースが全然はっきりしていないという

ことで、データベースをはっきりするために社会保険庁というのは非常に難しい

努力が要るんじゃないかと思っていますので、この点についても、ぜひ霞が関全

体で、システムを今やっているわけですから、システムのことをよく勉強して、

それを実際に取り入れるべきじゃないかと、そういうふうに思っています。 

（竹中議員） ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

それでは、ほかにどうぞ。 

（麻生議員） 今の件については、住基カードと公的個人認証サービスの電子証明書

を用いて本人確認を厳格に行った上で、俺の年金はどうなっているかは端末で全

部わかるようにする。2005年までに必ず全部できるようにしてくれという話は、

総務省として、行管としてというのが正しいのだろうと思いますけれども、これ

は社会保険庁には既に申し込んであります。できないはずはありませんので。実

際、４時間並んで聞くのは大体３分ですから。和歌山の社会保険庁に４時間並ぶ

んですよ。４時間並んで、和歌山県の社会保険庁で答えられるのは２人しかいな

いですから。それできないんですよ、難しくて。ものすごく難しいんです。 

（竹中議員） ほかにどうぞ。 

（牛尾議員） 17年度予算から、こういう中で今年度から発足した規制改革ですね、

これを本当に実行すれば、特に今、予算が乏しいわけだから、規制改革みたいな

ところで活性化するしかしょうがない。なかなか進んでいないんですね。今度出

た市場化テストというのは非常に効果があると思うんです。これは競争の緊張感

というのは嫌なものですから、放っておけばなんだかんだ言ってできないと思う

ので、最近は議員の方が非常にしっかりしていらっしゃるから、全省庁が強制的

に参加するように法制化をするというぐらいのことを考えられると、予算が厳し

くても活性化は非常にいいものになると思います。これは規制撤廃がほんと進ん
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でいないんですよ。常に僕は規制緩和と言わないんです。規制撤廃と言っている

んです。ディレギュレーションというのは規制撤廃ということですから、「緩和」

なんて意訳なので、それは17年度予算と並行して実行する決意を固めることによ

って、経済の活性化をどんどんもっていくと。 

新聞も書いているように、自分のことは自分でやるしかしょうがないと思って、

３年前から決意したことが現在の活性化をつくっているわけですから、市場化テ

ストというのは完全に官民の競争条件、競争入札ですから、非常に活性化するだ

ろうと思います。ぜひ、そういう点も配慮に入れていただきたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 観光のことに関して、今、規制のことを申し上げたいんですけれども、

観光については、結局、規制撤廃と同時に新規制をつくるという、改廃と言うの

か、改革と言うのがいいのか、どういう言葉を使うのがいいのかわからないです

けれども、単なる緩和じゃなくて、なくしてまたつくるという、例えば町並みな

んかの電柱の地中化とか、ああいうのは公共工事の中でも馬鹿にしてあんまり言

わないですけど、ああいうところを整理していかないと、総理主催でやっている

観光なんかをやるということはできないので、そこらあたりは逆に規制をかけて

いかないと、汚い電線を埋めるとか、看板をどけるとか、そこらあたりは新しい

ものが要るだろう。そこのところをぜひ考えていただきたいと思います。 

（牛尾議員） ニュールールとかリレギュレーション、日本の場合はニュールールが

一番いいんじゃないか。新しいルールをつくろう、しかも簡素なものをつくろう、

誰が見てもわかるようなものをつくる。 

（竹中議員） ほかに特にございますでしょうか。 

よろしゅうございますでしょうか。それでは、今のパートに関しましては、今

日、坂口大臣御欠席でございますので、冒頭にありました雇用保険の枠外の若者

シフトとの対応策を強化すること、フリーターの実態把握とそれの対応をしっか

りすること、社会保険庁の改革については、すぐできることと必要があれば１年

かけること等をしっかり吟味の上、諮問会議に御報告をいただきたいということ、

そういう御意見があったことを私の方から坂口大臣にお伝えをいたします。 

市場化テストについては、法制化を含めて前向きに積極的に対応すべしという

御意見があったことを金子大臣に私の方からお伝えします。 

それと観光に関する新しい枠組み、ニュールールについては観光立国の今の専

門家の会議がございますので、細田官房長官の方で預かっていただいて、そこで

少し詰めていただくということでいかがかと存じます。 

総理いかがですか。 

（小泉議長） この前、若者の雇用のことだけどね、産官学じゃなくて、学校と企業

がもっと連携してもらって、子どもの時代から学生の中学校、高校の時代から、

仕事というものはどういうものという触れ合いをつくる必要があると思うんです。

この前、政調会長だったかな、茨城でね、独り暮らし老人に学校の生徒が毎日２

人１組になって、この地域を毎日回っている、学校で。これなんていいよね、２

 15




 

 

   

   

 

平成 16 年第 14 回 議事録 

人１組で。生徒のためにもいいと思う。こういうお年寄りも毎日誰かが来てくれ

る。これを地域でやっているんだから、子どもは仕事というのを知らないから、

卒業しても何の職業に就くかわからない人が多いんだよね。若いときから企業と

学校の協力体制というのをもっとつくっていただきたい。 

社会保険庁の問題ね、これは坂口さんにも話したんだけれども、トップが民間

人、それだけじゃだめなんだ。トップだけじゃ。トヨタ方式じゃないけどね、民

間も経済界も協力してくださいよ。何人かグループで一緒に民間人を、民間人の

トップと一緒にやって改革してもらう。１人だけトップだと浮いちゃうから。 

（奥田議員） 確かに、トップが民間人というだけではどうにもならないです。でき

ないです。 

（小泉議長） ぜひとも経済界から一緒に、トップが民間人だったら、改革をやる民

間人も何名か一緒に連れていくと。二、三人じゃなくて数十名でいいよ。そのぐ

らいのことで協力をお願いします。 

（奥田議員） 若者のインターンシップというのを今、盛んに各会社でやっていまし

て、１人でも２人ずつでも実際に職場で経験させるとか、そういうことはどんど

ん進んでいますけど、社会保険庁については、とても１人では太刀打ちできない。

相当の数を突っ込まないといけないと思います。 

（小泉議長） それをよろしくお願いします。 

（牛尾議員） １年は待てないという奥田さんの話は国民の実感だと思いますね。 

（竹中議員） 今の総理からのお話、奥田会長、ぜひ御対応をお願い申し上げます。 

予定されたことは以上でございます。本日はどうもありがとうございました。 

（以 上） 
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