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平成 17 年第 28 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年 12 月６日(火) 17:30～18:58 

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    安倍 晋三  内閣官房長官 

同     与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     二階 俊博  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  中馬 弘毅  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）平成 18 年度予算編成の基本方針について 
（２）「改革と展望」の改定（事項案）について 
（３）歳出・歳入一体改革について 
（４）規制改革について 

３．閉 会 

 

(説明資料) 
○平成 18 年度予算編成の基本方針 

○「構造改革と経済財政の中期展望－2005 年度改定」の事項案 
○「歳出・歳入一体改革」の本格的議論開始にあたって（与謝野議員提出資料） 
○「歳出・歳入一体改革」の基本的な論点について（有識者議員提出資料） 
○規制改革に関する喫緊の課題について（有識者議員提出資料） 
○規制改革・民間開放の主要課題について（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資

料） 
 
（配付資料） 
○内閣総理大臣からの諮問第 15 号について 

○宮内議長提出資料（参考資料） 
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（概要） 
○平成 18 年度予算編成の基本方針について 

（与謝野議員） 平成 18 年度予算編成の基本方針について、総理から諮問をお願いす

る。 

（小泉議長） 今日は、18 年度予算編成の基本方針を諮問したいと思うので、よろしく

お願いする。 

（与謝野議員） ありがとうございました。総理からの諮問第 15 号は、資料としてお

手元に配付してある。 

   平成 18 年度予算編成の基本方針案について説明をさせていただく。 

   これは、皆様方の御協力によりとりまとめたものであるが、平成 18 年度予算編

成の基本方針案では、さらに構造改革を加速・拡大し、デフレを克服するとともに、

2010 年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を目指し、歳入・歳出の両面で思い

切った見直しを進め、政府一丸となって改革を加速するための予算をつくり上げて

いくこととしている。 

   なお、11 月 29 日に提示した案からの主な変更点であるが、まずⅢの６にある「社

会保障制度」及び７の「地方財政」においては、調整中としていた医療制度改革、

介護、三位一体改革について、政府・与党における検討結果を踏まえ、記述を盛り

込んでいる。 

   その他、デフレ克服の重要性や重点４分野の「人間力の向上・発揮」や少子化対

策などについて記述を充実させている。 

   それでは、ただいま説明した「平成 18 年度予算編成の基本方針（案）」を経済財

政諮問会議の答申として決定することとしたいがよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、本案を諮問会議の答申として決

定することとする。 

（プレス入室） 

（与謝野議員） 「平成 18 年度予算編成の基本方針」が経済財政諮問会議より答申さ

れたので、総理からごあいさつをお願いする。 

（小泉議長） 平成 18 年度予算編成の基本方針を答申いただき、ありがとうございま

す。小泉内閣として最後の予算編成になるが、郵政民営化法成立後も改革を進めて、

改革続行内閣にふさわしい予算を編成したいと思う。早急に閣議を開いて決定し、

この基本方針に基づいて予算編成作業を進めていただくので、今後ともよろしくお

願いする。 

   ありがとうございました。 

（プレス退室） 

（与謝野議員） 本方針については、本日この後、閣議決定が行われる予定である。 

   なお、この際、本間議員から年末の予算編成に向けての御発言がある。 

（本間議員） ただいま予算編成の基本方針が諮問・答申されたが、これを踏まえ、補

足的に２点申し上げたい。 

   今回、総理から国債発行額を30兆円にできる限り近づけるという指示があった。

我々もこれに向かって最大限の努力をしていくべきと考えている。その際、歳出及

び歳入に関して、これから全力でこの目標に沿ってやっていくべき、ということで

少しコメントを付けさせていただきたい。 

   17 年度予算編成に比べて、概算要求基準は前年度比で２兆円プラスになっている。

これをどういう形で削減し、総理の指示に向かって努力をしていくかを考える必要
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があるが、この点で一般歳出、今現在プラス 0.3 兆円の社会保障、公共事業、その

他、あるいはそれに加えて地方に対する地方交付税等について、どの程度まで縮減

を実現し得るかが重要である。 

   一般歳出の切り込み方については、説明しにくい部分があるが、谷垣議員におか

れては、メリハリをつけた編成をお願いしたいと思う。 

   歳入については、今後の税制改正等ででてくる定率減税、さらには租税特別措置

等の組み合わせをきちんと議論をしながら、必要な措置をとっていくことが重要。

そしてその他の収入について、日銀の納付金等にも協力いただいているが、特別会

計、資産・債務管理等による資産圧縮の成果を反映する、という芽出しをお願いし

たい。これが第１点。 

    第２点について、定率減税と租税特別措置、法人税関係のマクロ経済への影響が

どの程度かということは、当然経済財政を議論する場合には重要なポイントになっ

てくる。定率減税は、残り半分の廃止を18年度に行っても、その影響は18年度2,000

億円、19 年度には 1.4 兆円で名目ＧＤＰ比 0.3％程度であろうと考えており、経済

の今の趨勢からすると十分に吸収できる。 

    このあたりを今後、経済成長との関係において、法人税等の議論も併せて議論を

進めてほしい。ただし、先行きリスクがオイル等の問題、円安の問題と地政学的な

問題もある。その辺りを考えると、これは昨年も行ったが、弾力的な措置条項とい

うものを入れておくということも必要になってくると思う。 

    さらには研究開発減税、ＩＴ投資減税についても、一定の役割を果たしたという

ことだと思うが、経済成長との関係において、あるいは歳出・歳入面でのプラスア

ルファの努力の中身が余り歳入に依存するというようなことになってはならない

わけであり、歳出・歳入面でのプラスアルファの努力の歳出と歳入の比率を十分精

査しながら、予算編成において努力をしていただきたいと思う。 

   マクロ経済の想定は、平成18年度で名目２％程度の経済成長を見込んでいるが、

経済の力からすると、これを着実に実現していく、実質経済成長率においても確実

に実現していくということが必要になってくるので、経済と財政の両立を図りなが

ら、慎重かつ説明責任を果たすような予算編成を実現していただきたいと考えてい

る。 

（谷垣議員） 平成 18 年度の予算編成については、総理から国債発行額を 30 兆円にで

きるだけ近づけるよう指示を受け、今、歳出・歳入の両面にわたって、各方面と折

衝しているところである。まだ確定的な数字等を言える段階ではないが、本間議員

が示されたように、全力を挙げて切り込むべきところは切り込んでいこうと決意を

固めている。 

 税収については、予算編成に責任を負う立場から、見積もり作業を精査していか

なければならないが、18 年度税収については、16 年度の土台増に加えて、今後の

経済成長による税増収を見込むと同時に、仮に本年度末が期限であるＩＴ減税等の

政策減税を全廃できるとすると、ある程度伸びは期待できる。他方、18 年度におけ

る利子税収の減少等、個別の減収要因もあり、そもそも税制改正の議論はこれから

なので、現段階では数字を申し上げることは難しい。先ほど本間議員が、定率減税

廃止等の後の半分は、今の経済財政で吸収できると話されたことは大変心強い。こ

うしたことを踏まえて、党との議論もしっかりやって、税制の議論を詰めていきた

い。どうぞよろしくお願いします。 

（竹中議員） 確認だが、税制改正等で、その部分に関してはマクロ経済で吸収できる

という判断は大変結構だと思う。その際、弾力条項を付けるのも賛成である。ただ、
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今の話はあくまで部分的な話で、国と地方を合わせた財政バランスがどうなるかと

いう議論は、今日の時点ではなかったと思う。これは税収見積もりがないといけな

いのだが、自然増収が多いということは、その部分でビルトインスタビライザーが

働いて、マクロ的にはマイナス効果を持つということを意味しているので、この点

はぜひきちんとチェックをお願いしたい。 

（与謝野議員） 党の方からも、定率減税についてのマクロ経済に対する影響について、

きちんと答えよ、という税調の要望もあるので、今のことをベースにお答えしたい

と思う。したがって、定率減税の取扱い等の平成 18 年度税制改革については、景

気の状況やマクロ経済への影響等を十分踏まえた上で判断することが必要である

と考えられる。平成 17 年度、18 年度の経済の見通しについては、年末に策定する

平成 18 年度経済見通しの中で示したい。 

 

○「改革と展望」の改定（事項案）について 

（与謝野議員） 構造改革と経済財政の中期展望、通称「改革と展望」の 2005 年度改

定の事項案について、私から説明したい。 

   「改革と展望」は、中期的な経済財政運営の基本方針と経済財政の展望を示すも

ので、経済動向を踏まえて、毎年度改定しており、今回が４回目の改定となる。 

 改定の対象期間は 2006 年度から 2010 年度までだが、財政の健全化については、

より長い期間を視野に入れることとしている。 

   事項案の２の「経済財政状況」では、足下の動向を踏まえて、経済財政状況を記

述する考えである。 

   ３の「中期的な経済財政運営の基本方針」では、デフレ脱却に向けた取組と経済

財政運営、経済の展望、財政の健全化について記述することとしている。 

   ４の「構造改革への更なる取組」では、「基本方針 2005」以降の諮問会議での議

論を踏まえ、構造改革への取組について記述する。 

（谷垣議員） 重点強化期間は 2006 年度で終了するのだが、来年半ばまでに歳出・歳

入一体改革の選択肢や工程を示すということなので、今回の改定は、こうしたこと

を踏まえて、そして、これまでの改革の成果の検証も大事なことであり、それに加

えて、今後財政健全化を進めるに当たっての考え方等を示すものとして、来年の年

明けから本格的になるであろう歳出・歳入一体改革の議論につながっていくものに

していただきたい。 

（与謝野議員） 歳出・歳入一体改革は、「骨太の方針」にも書いてあるし、先般の選

挙の際の自民党の政権公約にも書いてあるので、これらに忠実に作業をしたいと思

っている。 

   その際には、５年、６年の期間では十分ではないので、やはり 10 年、15 年、20

年と期間を延ばしていったときにどうなるのか、いい条件が全部揃ったケース、悪

い条件ができてしまったケース、色々なケースをシミュレーションしながら将来像

を考えていくという作業が必要である。次の機会に示す「改革と展望」も、一定の

条件のもとにあるということをきちんと書いて、その上での展望であるということ

を国民に理解していただけるような書きぶりにしたいと思っている。 

   「改革の展望－2005 年度改定」については、概ね昨年と同様の日程で審議を進め、

年明け１月に諮問会議としてとりまとめ、閣議決定したいと考えているので、皆様

方の御協力をお願いしたい。次回諮問会議では原案をお示しして議論いただくこと

とする。 
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○歳出・歳入一体改革について 

（与謝野議員）  資料「『歳出・歳入一体改革』の本格的議論開始にあたって」を説明

する。 

    １．「歳出・歳入一体改革」が来年前半の諮問会議における最優先かつ最重要審

議事項であるとの認識で取り組む。 

   ２．来年６月に可能な限り精緻な複数の選択肢および工程表を提示することをめ

ざす。 

 ３．将来世代に対する責任を貫徹するとの観点から長期的な時間軸を見据えた

「歳出・歳入一体改革」を検討する。数年先の途中目標到達の議論だけに終始しな

い。 

   ４．各省の関係審議会・調査会などでの検討状況は踏まえつつも、諮問会議にお

いては、これに縛られることなく自由な議論を行い、真に政府横断的な視点からの

「歳出･ 歳入一体改革」の審議を行う。 

   ５．「歳出・歳入一体改革」の来年６月の最終取りまとめだけでなく、論点整理、

中間とりまとめなどの形で、議論の途中結果を複数回にわたり国民にわかりやすく

示す。これにより、「将来世代に対する責任を果たすためにどのような国のかたち

をめざすのか」という議論が幅広く行われることを期待する。 

   ６．諮問会議民間議員の中立的知見を最大限活かしながら「歳出･ 歳入一体改革」

の議論を進めていくため、所要の体制（有識者からなるワーキンググループ等）を

早急に整備し、幅広い意見を反映した議論の叩き台を随時提示してまいりたいと考

えている。 

（牛尾議員）  ただいまの与謝野議員の議論開始に対する宣言に対して、有識者議員の

間で議論を開始している。資料について説明する。 

歳出・歳入一体改革の目的は、財政を根本から見直すことを通じて、日本が目指

すべき 21 世紀の新たな国家像を明確にすべきだと考えている。 

   具体的な検討にあたっては、「基本方針 2005」で示された「小さな政府」の原則、

すなわち歳出削減なくして増税なしということ、それから「活力の原則」、これは

民間主導型であるということ、「透明性の原則」、この３原則に沿って検討を進める

こととする。また、10 月 13 日に報告した欧米諸国等における財政健全化の４つの

経験則を踏まえて、グローバルな視点を取りこみつつ進めていくことを確認したい。 

   その上で、歳出削減、税負担増等の具体的な政策手段の検討に入る前に、まず改

革の目標や日本経済についての認識などの論点についても議論をしっかり行う必

要がある。 

   次に、議論を深めるための基本的な論点を４つ挙げた。 

   論点１は、改革の最終目標について。財政を根本から見直し新たな国家像を形成

するということは、幅広い議論がある。例えば、歳出は真に必要なところに狭く深

く配分するべきだという議論から、従来どおりの総花式のものもあるし、税は広く

薄くということではないかという議論から、目的税的な議論もある。これは国家の

基本的な有り様にかかわる問題であり、これから迫りくる時代の変化に対応するた

めに歳出においてどのような分野を重視するかということ。また、歳入構造をどう

するかということは、この国の負担についての国家の有り様そのものだと考えてい

る。 

   第２は、「民需主導の持続的経済成長」と「財政の健全化」を両立させることが

非常に大事である。 

   論点２として、日本経済についての基本認識をしっかり持つことが大事である。
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デフレ脱却が視野に入りつつある中、マクロ経済運営の基礎となる「物価安定」の

数値的な目安、低く安定的な物価上昇率についての認識を持ち、おおいに議論を深

める必要がある。 

   また、人口減少時代への転換を、日本経済としてどのように受け止めるのか。こ

れまでは需要不足を心配してきたが、これからは労働力などの供給力不足を心配し

なければならない。いろいろな意味で、頭を切り換える必要がある。 

    生産年齢人口の減少が続く中、既に最近の経済成長のほとんどが生産性の上昇に

よるものになっている。構造改革、技術革新などを反映した生産性の上昇がマクロ

経済にも非常に重要な要素になってきた。中長期的に何％程度の成長が可能かにつ

いても、しっかりと見据える必要がある。 

   また、グローバル社会と日本の相互関係（インターフェイス）をどのように考え

るか。いわゆる新しい時代におけるグローバリゼーションの中で、日本が経済外交

的にどのような位置づけをするか、ということが議論される必要がある。国家像の

観点から、ブラジル、ロシア、インド、中国といった BRICs の比重が増してくる中

で、安全保障等についてどのような戦略をとるか、重要な考察が必要である。 

    リスクとして考慮しておくべき要因を整理する必要がある。エネルギー情勢、首

都直下型地震等大規模災害などについても無視することはできないし、紛争の問題

も重要である。その上で、経済成長と財政健全化の両立をいかに図るかということ

を整理していきたい。 

    論点３は、財政健全化の目標である。政府の大きさについて検討を深める。総理

が所信で述べられた政府規模の大胆な縮減に向け、具体的にどのような目標を設定

するか。国と地方それぞれについて、どのような目標を考えるか。 

    歳出全体の規模のあり方につき、十分検討するとともに、主要歳出のあり方につ

いても、行政改革のあり方も含めて、さらに検討する必要があるし、一般会計だけ

ではなく特別会計等を含めた政府全体としてのあり方を考える必要がある。 

    支出面ではなく負担面、すなわち国民負担率からの検討も不可欠である。私自身、

国民負担率は、中期的には、潜在国民負担率でみて 50％以下に抑えることが大原則

だと考えている。 

    さらに、フローの目標だけではなく、資産・負債といったストック面での規模の

縮減をどう位置づけるかも重要なテーマである。例えば、政府規模の大胆な縮減と

いう総理の発言に対応して、10 年後には２分の１の規模にする、などの数字を過去

提案してきたが、これは後退することなく、すべて前へ進む方向で考えてまいりた

い。 

    財政収支については、2010 年代初頭の国・地方に合わせたプライマリー・バラン

スの黒字化を確実に達成し、これにより対名目ＧＤＰの公債残高比率を安定化させ

ることが大事。 

   基礎的財政収支の黒字化は、非常に重要な目標であり、必ず実現しなければなら

ない。これは従来提案した延長線上でさらに進めたいと思っている。 

   第二ステップとして、公債残高のＧＤＰ比を安定的に低下させていくべきという

議論もある。そのために、基礎的財政収支ばかりではなく、利払費も含む財政収支

も視野に入れるべきである。また、国だけではなく、国と地方それぞれの目標をど

う考えるかという課題も非常に重要。もはやこの段階では、国は国、地方は地方と

いう考え方ではなく、国・地方はすぐに基礎的財政収支黒字化を達成すると見込ま

れるが、このことをどう考え、どう目標に反映するかを、基礎的財政収支の黒字化

後も見据えていく必要がある。 
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   論点４の時間的視野については、2010 年代の初頭を超えて、今後 10 年程度の期

間を考えるか、あるいはさらに 20 年程度の期間を視野に入れるかという問題があ

る。歳出・歳入一体改革は、財政の論理のみによる辻つま合わせでは決して成功し

ない。財政構造を根本から見直すことを通じて、日本が目指すべき 21 世紀の新た

な国家像を明確にしていく作業が必要である。小泉構造改革の彼方に何があるのか、

経済との相互作用について、しっかりと見極めることも必要であり、経済財政諮問

会議の最重要テーマとして、来年早々からしっかり取り組んでまいりたい。 

   重ねて、ただいま与謝野議員から歳出・歳入一体改革の本格的始動という決意表

明があったが、事柄の重要性からもまことに適切な認識であり、我々もその問題意

識、決意をしっかりと受け止めて作業に入ってまいりたい。 

(谷垣議員) 差し当たっては、当面、あらゆる分野の歳出改革に徹底して取り組み、18

年度予算を仕上げることに全力を注ぎたいと思っている。その上で、年明けからは

歳出・歳入一体改革が最重要課題であるという与謝野議員の認識の下で、来年半ば

までに、その選択肢、それから工程表を提示する。私もしっかり議論・検討したい

と思っている。 

   その際に、今我が国が直面している経済社会の構造変化を当然念頭に置かなけれ

ばならないのだが、子や孫の世代にツケを先送りしない財政体質をつくる。それか

ら、活力ある経済社会の維持のためには、財政運営の信認を保つことが必要。こう

したことを基本として考えなければならない。 

   財政運営の信認を保つためには、膨大な水準に達している債務残高の増加にスト

ップをかけて、これを確実に減少方向に向けていくことが必要である。金利のこと

も書いてあるが、仮に金利が名目経済成長率を上回る場合には、プライマリー・バ

ランスが均衡していても、債務残高の対ＧＤＰ比は当然増加して発散をしていくの

で、プライマリー・バランスの均衡だけでは債務残高を確実に減少させるには不十

分。プライマリー・バランスの均衡は、財政健全化に向けた一里塚であると考えな

ければいけない。財政健全化の目標としては、債務残高を確実に低下させていくと

いうことまで視野に入れる必要があると思う。 

   国と地方、それぞれの目標をどう考えるかという指摘について、国はプライマリ

ー・バランスが大きく赤字だが、地方は過去最大級の黒字となっており、国・地方

合わせてプライマリー・バランスを回復したというだけでは問題は十分に解決しな

いので、国と地方のバランスをとって財政再建を進めていく必要がある。 

（二階議員） 歳出・歳入一体改革は、極めて重要な課題だが、この改革を進めるに当

たって、不可欠の前提となるのが経済活性化による国富の拡大である。 

   例えば、今回の経済活性化による景気回復によって、企業部門の収益が大きく拡

大し、その結果、法人税収も平成 15 年度から 17 年度までの２年間に約３兆円増加

する見込みであると承知している。このように、歳入面について、経済活性化によ

る税収増の視点が重要であると考える。 

   また、厳しい財政事情のもと、歳出削減は当然必要だが、歳出面についても経済

活性化の視点、すなわち限られた政策資源を経済活性化の効果の高いものにメリハ

リを効かせて配分することが必要である。 

   経済活性化を担当する立場から、こうした観点に基づいて今後の経済活性化策が

いかにあるべきかに総合的に取り組んでおり、いずれ、中長期的な経済活性化策を

諮問会議に報告したいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員） 民間議員ペーパーを拝読した。基本的に今まで諮問会議で議論したこと

を踏まえてやっていくとのことであり、それは大変重要であると思う。 
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   今まで特に議論されてきたことの１つは、歳出削減なくして増税なし、というこ

とである。増税をメインにした国は失敗している。制度改革を伴う歳出削減、つま

り社会保障や人件費に取り組んだ国が成功している。それを踏まえてやっていく。

国民からの信頼、それとデフレの克服。デフレを克服しないと財政の健全化はでき

ない。そのことを確認したい。 

   もう１つ、牛尾議員が言われたが、潜在的国民負担率を 50％程度にするのは、「骨

太の方針」でも確認したことであり、それを視野に据えて改革していくということ

は、この場で確認する必要がある。 

   第２の点として、今回の民間議員ペーパーで新しい点は、第二ステップの問題が

書かれていること。プライマリー・バランスを回復させた後、国債残高のＧＤＰ比

を安定的に低下させていくということであるが、本当にこれでよいか。一方で金利

上昇が予想されるとも書いてあるのだから、谷垣議員がプライマリー・バランスを

若干プラスにするといわれたようなことなら理解できる。金利上昇もあり得る中で、

国債残高を安定的に低下させていこうとしたら、非常に大きなプライマリー・バラ

ンスの黒字を出さなければいけないことになる。それは難しい。これは、プライマ

リー・バランスをわずかに黒字に保つ方が安全ではないかとの趣旨だと思うので、

そういう理解でよいかということは確認しておく方がいいと思う。 

（与謝野議員） プライマリー・バランスについては、発散型と収束型がある。第二ス

テップとおっしゃったが、やはりプライマリー・バランスは重要な第一歩である。

しかし、その先には債務残高の絶対額か対ＧＤＰ比かは別問題として、減少方向に

持っていくのが財政を建て直す方向性ではないか、ということが全体の趣旨と理解

していただきたいと思う。 

   長期金利の話は大変難しい話であり、長期金利が上がる場合、安定的に推移する

場合、いろいろシミュレーションをしないと大体の方向性は出てこないのではない

かと思う。 

（竹中議員） 私は第二ステップが重要だと申し上げており、既に今年の春に出された

21 世紀ビジョンの中で第二ステップとして、そのようなことを考えるべきだと明記

されている。重要だと思うが、考え方として、金利が上昇する中で、公債残高のＧ

ＤＰ比を安定的に低下させるのは大変だと申し上げており、だからプライマリー・

バランスをわずかに、ゆるやかに黒字にするのを第二ステップとして考える方がよ

いということが、民間議員の御趣旨ではないかと思う。 

   また、国と地方、それぞれの目標をどう考えるかと書いてあるので、ぜひやって

いただきたい。国と地方の最終支出をどうするかが重要であり、諮問会議で今まで

議論はされたが、数字では余りやっていない。それを明示していただいたら、私の

方で地方財政の中期ビジョンをつくる。ここでの議論と平仄を合わせてつくりたい

ので、ぜひ議論をしていただきたい。 

   最後に、与謝野議員のペーパーで選択肢を示すとある。選択肢の意味だが、金利

が上昇する場合がある、成長率が十分高まらない場合がある、といったことが選択

肢なのか、それとも「大きな政府」、「小さな政府」、「中ぐらいの政府」という国の

選択肢なのか、明確にしておく必要がある。私は国会では後者で答弁をしており、

それとの整合性をとっていただきたいと思う。 

（与謝野議員） 小さくて効率的な政府は、どこの文書にも書いてある。いわば政策目

標である。「骨太の方針」にもあり、自民党の政権公約にもあるが、国の目指す方

向としては、国民負担率 50％以下の社会を目指すということが書いてある。政権公

約だから、我々、そういう物の考え方で作業を進めるのは当然のことであると思う。 
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（吉川議員） 財政再建の第二ステップについて少し交通整理する。公債の絶対額の減

少とデットのＧＤＰ比を下げるという両方の発言があったが、ここで書いているの

は、公債のＧＤＰ比を長期的に下げていくことである。比率を下げていくのだから、

経済成長しているわけなので、この比率が下がっても国債の残高そのもの、絶対額

は増えてもいい、ということである。 

   竹中議員から、今後、長期的には金利が上がる局面も出てくるので、そういう中

で公債の対ＧＤＰ比率を下げるのは大変だという発言があった。金利上昇そのもの

は財政再建にとってはマイナス要素だが、公債の対ＧＤＰ比率なので、問題となる

のは経済成長率との相対でみた金利水準である。竹中議員が強調されているとおり、

デフレの克服は前提なので、金利が上昇するときには名目成長率も上昇しているは

ずだ。このとき、公債の対ＧＤＰ比率を下げるためには金利水準そのものではなく、

名目の成長率と金利との差の分だけプライマリー・バランスを黒字にすればよい、

ということである。 

（竹中議員） そういう議論しているのでは全くない。今のところ、国債の絶対額につ

いて言及しておらず、皆ＧＤＰ比で議論していると思う。 

   申し上げたいのは、きちんと経済運営すれば、名目金利が名目成長率を長期にわ

たって上回ることはないと思う。だから、私は必ずしも想定しないが、ここで中期

的に書いてあるように、金利上昇も予想されるとの認識があるのであれば、そうい

う事態を想定しながら公債残高のＧＤＰ比を安定的に低下していくということに

なる。そうならば、相当のプライマリー・バランスの黒字を出さなければいけない、

という議論を申し上げている。本間議員は理解しておられると思うが。 

（本間議員） 公債残高という時に、負債の部分としての国債、地方債などと、資産と

しての部分が両建てになっている。この両建ての部分をネットアウトすると、公債

残高の対ＧＤＰ比率は、今ＥＵの目標額が 60 だが、これに対して、今日本は 66 程

度。そのため、このような目標を次のステップで掲げるのか否かという問題はある

と思う。 

   竹中議員の指摘の通り、金利上昇局面の中で、しかも国債をまだ発行し続けるの

で、その意味で、公債残高のＧＤＰ比を安定的に低下させるというのはかなり難し

い目標であることは認める。しかし、国際的な信認という観点から考えても、金利

上昇部分に対して、これから恐らく神経質な展開が起こってくるだろうと思う。し

たがって、金利が上昇した場合に備える意味でのアナウンスメント効果、あるいは

心理的な規律として、このような目標を掲げることも我々としては必要かと思い、

今両建てで併記をしている。これは結構難しい問題である。しかし、そこのところ

を野放図にしておいて大丈夫か、という問題意識の中で整理をしている。ここはま

た諮問会議等で議論を深めていきたいと思う。 

（奥田議員） 話は若干変わるが、１つ申し上げたい。民間議員ペーパーの論点２にグ

ローバル社会とのインターフェイスというような記述があるが、これは先ほど牛尾

議員からも話があったように、BRICs の台頭、あるいはその巨大市場をめぐる先進

諸国の主導権争いなど、我が国の経済を取り巻くグローバルな競争環境は今後より

一層厳しくなると思う。 

   こうした中で、我が国経済の活力を高めて力強い成長を実現するためには、我が

国産業の強みを生かして世界をリードする、例えば、かねがね小泉議長も言われて

いるが、科学技術創造立国を目指す必要があると思う。そのために、確たる国内成

長基盤を築くことが不可欠であり、これに関しては先ほど二階議員から経済活性化

策に関する発言があった。私が聞いている話では「新成長戦略」というようなもの
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だと思うが、この「新成長戦略」を早く具体化して出して頂きたい。 

（二階議員） ただ今、奥田議員から大変力強い激励を頂いたが、新しい経済活性化策

については、今その準備をしているので、できるだけ早い機会にこの場にぜひ提示

し、ご意見を頂きながらまとめていきたい。そして国民の皆さんのために活力のみ

なぎる社会をつくっていく。そのためには国富の拡大ということも考えていかなけ

ればならない。このような視点で努力していくので、よろしくお願いしたい。 

（小泉議長） デフレの中で奥田議員がバブル状況を心配された、という発言が新聞記

事に出ていたが、そんなに危惧すべき過熱状況なのか。 

（奥田議員） 実体経済の中で働いている者の観点からすると、最近は、特に株高の問

題があるため、人々の考え方がどうしても株を買おうという傾向になっている気が

する。株高自体はいいことだと思うが、特にデイトレーダーがすごく増えて、女性

にも非常に多いということで、女性がたくさん株を買って損をしたというような記

事もあった、といった話がいろいろと出ているというのが１つ。もう１つは、雑誌

や新聞の広告欄に、100 万円で１億円儲ける方法とか、そのような類の本が盛んに

出ていて、私は、デフレというよりも、国が再びまたマネーゲームに陥りつつある

のではないかと懸念している。そのため、記者会見で、このような印象を持ってい

るという発言をした。デフレの問題自体については、特に言及していない。 

   ただ、国内の雰囲気として、やはりまた一番大事である心の問題というものが忘

れ去られて、「お金、お金」というようになっているのでないか。今の株価が高過

ぎるとか、そういう話には言及していないが、また皆が金儲けだけに走り出したの

ではないか、もう少し心の問題を取り上げないと、また第二の金だけの世界になっ

てしまう。そういう趣旨で申し上げた次第。 

（小泉議長） 株価が 8,000 円を切った時は、株はまだまだ下がると言われていた。経

済が少しよくなると、まだまだ上がるというわけか。 

（与謝野議員） 買えば上がる、上がると買うという雰囲気だ。 

（奥田議員） 皆の中に、そうしないとおいていかれる、という雰囲気がものすごくあ

るのではないか。 

（牛尾議員） メディアにも問題があると思う。例えば一定の土地に関しては売り手市

場であるとか、株はネット株で売って 10 回、20 回往復すれば結構儲かるようにな

ったとか、非常に曖昧なムードが広がっている。このように資産バブルが起こり始

めているのではないかという事実は、きちんと理性をもって警告する必要があると

思う。 

   また、経産省でもやっていると思うが、人口減少に関して、５年後、10 年後には

労働力不足という問題がやってくるだろう。また、貯蓄率が低下し、やがては国内

で資金が足りなくなるということもあるだろう。その場合に、グローバルな労働力

や資金が日本に入りやすいような環境をつくらなければならない。しかし、今、日

本は海外の資金や人材に対しては非常に排他的。海外の資金や人材が入り込むこと

によって、経済の活性化が起こりやすくなる。そういう事実は経産省も十分把握さ

れていると思うが、その辺の傾向を明確に早めに警告する必要があると思う。ぜひ

二階議員は、その辺の作業をタイミングよく出してほしい。産業構造審議会で時期

が来て発表するのではなく、必要な時に発表するというタイミングのいい問題提起

をお願いしたい。 

（本間議員） 先ほどの小泉議長のお話でもあったが、ゼロ金利政策を維持して金余り

という状況が続いている中で、実物サイドでは、対外的な要因で安いモノが入って

きたり、ＩＴ技術の浸透によってサプライサイドが非常にコスト安になっている。
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したがって、実物面ではなかなか物価が上昇しない。これは福井議員が苦労されて

いるわけだが、そのような状況の時に金余りになっており、しかも金利が低いとい

う状況の中では、預金以外のところにお金が流れるインセンティブが相当強く働く

のだろうと思う。 

   したがって、資産のインフレ的な様相と実物のデフレ的な様相をどういう形で今

後経済運営の中で両立させていくか。実物サイドのデフレ脱却だけでいけるかどう

か。私は奥田議員の懸念はこのような所にあるのだろうと思う。その意味では、資

産インフレと実物デフレの両立をどういう形でバランスをとるかということだと

思う。 

（福井議員） 景気が徐々に、しかし、着実に回復する過程で、最初に起きていること

は、企業部門でしっかり収益が上がるようになってきているということ。経済が円

滑に回転するためには、企業部門で上げた収益が、いろいろな形で家計部門に流れ

て、家計部門も健全な投資行動と消費行動に出ることが重要。そうすると、また需

要が増えて、こんどは企業部門が企業活動をさらにしやすくなる。これが本当の意

味での持続性のある景気回復、すそ野の広い回復ということだが、現在のところ、

企業部門はかなり収益が上がるようになった。経常利益率でみると、バブル期のピ

ークの水準を超えるぐらいにまで上がっているが、企業収益の家計部門への還元は、

最近、ようやく始まっている。具体的には、時間外等の賃金が上昇し、続いて雇用

が増加し、そして所定内賃金が上昇する、という流れが始まっており、家計部門は

これに少しずつ満足感を感じながら好循環が継続する期待を持っている状況。また、

最近は、企業部門から株式の配当を増やすという形でも家計部門への収益還元の流

れが出てきている。しかしこれはある意味で、家計部門全体の中では、株を持って

いる人は配当等を受け取れるが、預金金利は従来のままで、ほとんどなきに等しい

金利であることが、こうした人たちのフラストレーションを生む可能性がある。企

業の収益が上がり、経済活動が回復してきた時に、家計部門にお金が流れるルート

というのは賃金の上昇、多いか少ないかは別にして預金金利収入、配当の増加。今

は、企業はすごく儲けており、また最近は、金融機関の収益も非常にいいという新

聞発表もある。そして、配当が増えている。しかし、預金金利が変わらないため、

預金を持っている人にフラストレーションがある状況。そのため、先ほど奥田議員

が言われたように、最近の個人の投資行動は、外貨資産も含め、一挙にややリスク

のある資産に向かっている。このような状況になっているのは、預金金利のゼロ金

利が続いていることが原因。こうした状況は、ある段階では必ず限界が来るので、

ある段階以降は、多少は預金金利収入を通じて所得に還元される形にした方が、消

費が増えるという形での健全な景気回復につながる。ただし、そのタイミングがい

つかという点については、非常に慎重に判断しなければいけないと思う。 

（小泉議長） 日本人の心配性の一つで、貯蓄から投資へという動きを進めていたので

はないか。そういう方向になっているのではないか。 

（福井議員） そういう看板で一気に人々の行動が流れてしまうのは怖い。 

（牛尾議員） その流れは始まりつつある。 

（福井議員） しかし、一番オーソドックスな所得還元が底流にあってということでな

ければならないと思う。 

（小泉議長） 好ましい傾向が出ると、すぐまた逆の反応が出る。本当に日本人という

のはおもしろい。 

（奥田議員） 振れ過ぎる傾向がある。右から左に一気に振れてしまう。だから、今は

バブル的な状況になりつつあるという雰囲気だ。 
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（牛尾議員） 実態はまだまだだろう。 

（吉川議員） 私は、今の株価の上昇は、基本的に企業収益が上がって、経済が強くな

ってきた、また経済の不透明性がなくなってきたことを反映したものであり、いい

サインだと思う。これは間違いない。また、それと呼応するように、以前の諮問会

議で、日本経済を引っ張る４番バッターは設備投資だということを申し上げたこと

があるが、現在、その設備投資が非常に強い。４番バッターが大活躍している。今

年も大活躍だし、来年も頑張りそうだと言われている。平成 18 年度予算とも関係

するが、基本的に日本経済は今のところ非常にいいということだと思う。もちろん

福井議員が言われたように、家計への波及という問題はあるかもしれないが、全体

としてはよくなってきた、というのが総論だろうと思う。 

（奥田議員） 株が上がるということはいいことであって、これが悪いと私は言えない。

しかし問題は、過去にバブルで物質的な豊かさだけを追って、心の豊かさを忘れて

しまったということ。これが一つの大きな反省点だった。それが最近、雑誌などを

見ていると、心の豊かさはまたどこかに行ってしまい、金を幾ら儲けたとか、100

万円で１億円儲ける方法はこうだとか、そういう話ばかりがマスコミでどんどん出

てきている。格差の問題から一種の社会不安が出てくる可能性もあると思う。 

（竹中議員） もう時間はないと思うが、１点。これはまさに諮問会議の場で今後歳出・

歳入一体改革の中で議論しなければいけない問題だと思うが、要は日本経済そのも

のに、今、どのぐらいの実力があるかということが重要。つまり日本経済の潜在成

長力がどのぐらいあるかということ。これは内閣府でも試算しているが、決してま

だ高くはない。大体１％台後半程度。それが今後高くなっていくのかどうか。今の

経済状態の中でいうと、今年度は３％成長ぐらいになってもおかしくないような状

況であるから、そういう意味では実力以上の状況になっている。そういう中で奥田

議員が言われたような社会的な面が出ているかもしれない。しかし一方では、資産

とモノの値段が色々とあって、これは福井議員にも色々と意見はあるとは思うが、

物価そのものはまだ緩やかなマイナスの傾向にある。それを今後どのように見計ら

っていくか。一方で金利とのバランスはきちんととっていかなければならない。こ

のような全体の議論は、諮問会議で詰めていくことが重要だ。 

（与謝野議員） いずれにしても、色々な前提をたくさん変えて、色々なシミュレーシ

ョンを皆様に御検討を頂いて、その上で歳出・歳入一体改革について議論頂きたい

と思う。 

（中馬臨時議員、宮内議長 入室） 

○規制改革について 

（吉川議員） 資料「規制改革に関する喫緊に課題について」に沿って説明する。 

   規制改革の一層の推進、市場化テストの本格的な導入は、「小さくて効率的な政

府」を実現するとともに、競争力の強化、経済の活性化にもつながる重要な取組で

ある。これが私たちの基本的な認識である。特に市場化テストは、官業の民間開放

のみならず、官民競争入札という客観的手法を通じて、官業の効率化と質の高いサ

ービスの提供にも資すると考えており、政府を挙げて取り組み、規制改革・民間開

放推進会議におかれても、年末に取りまとめる答申に反映させていただきたい。 

   大きく２点挙げているが、１つは公共サービス効率化法案、いわゆる市場化テス

ト法案である。 

   ３つあるが、１つは市場化テストの具体的導入に向けて、社会保険庁の国民年金

収納事業、ハローワークの無料職業紹介事業、自治体業務、雇用・能力開発機構や

統計センター、国立美術館・博物館等の独立行政法人の事業など、できるだけ幅広
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い事業を対象として、早急に結論を得るべきである。 

   ２番目は、市場化テストの実効性を担保するためには、強力かつ中立的な第三者

機関の設置が不可欠であり、同機関に「市場化テストへのあらゆるプロセスへの関

与」、「具体的な公共サービスに関する詳細な実態調査」を行い得る権限を付与する

ことを本案に盛り込むことが必要である。 

   第３点は、市場化テストは公務員の総人件費改革、政策金融改革、特別会計改革

等を進める上での有力なツールでもある。今後の行政改革の徹底に向けて、一切の

聖域なくすべての公共サービスを市場化テストの対象とすべきである。さらに、各

府省単位での実施目標などを含む「市場化テストの本格導入に関するアクションプ

ラン」を策定する等、具体的な目標と工程を明示すべきである。 

   市場化テストについては、一切の聖域なくすべての公共サービスをその対象にす

べきだというのは、原則として私どももそれで結構だと思っているが、１点、これ

は宮内議長も御存じだと思うが、国立美術館・博物館に関し、文化人の方々が文化

について危惧の念を持たれているということがある。この問題は確かに、原理的に

デリケートな面を含んでいると私は思っている。文化であるからといって一概に市

場化テストから排除されるべきだとは考えていないが、他方市場の力だけでよけれ

ば、例えば、本で言えばベストセラーのリストだけあればよくて、芥川賞も直木賞

も要らないということになる。そこにデリケートな問題が確かにある。 

   いずれにしても、例えば国立の美術館・博物館と言っても様々な具体的な組織が

あり、どのような業務について、どのような形で市場化テストをやるべきなのか、

ここでは例示として、施設管理・展示運営業務等については対象にすることでいい

のではないかと言っている。具体的にどの業務について市場化テストすべきかにつ

いて、関心を持っている方々とよく対話を重ね、その上で早急に結論を出していた

だければいいのではないか。この点を宮内議長にお願いしたい。 

   ２番目は、「官製市場改革の総仕上げに向けて」ということで、とりわけ４つの

分野を挙げている。こうした官製市場における改革の総仕上げを行うべく、具体的

な改革策と実施スケジュールについての結論を得る。４分野だが、農業については

農地、農協の改革、放送・通信分野では放送と通信の融合、ＮＨＫ改革、教育では

教育免許・採用の改革、学校選択制、医療は中医協の改革の徹底を具体的に挙げて

いる。 

   規制改革は重要だと思うので、きっちりと議論を詰めていただければと考えてい

る。 

（中馬臨時議員） 規制改革・民間開放については、規制改革・民間開放推進会議の年

末答申に向けて、大詰めの折衝段階に入っている。いわゆるお役所仕事の改革、市

場化テストの本格導入のための法案についても、来年２月の国会提出を目指して、

対象事業の選定など鋭意準備を進めている。 

   本日は、規制改革・民間開放に関する当面の最重点課題について御報告し、御論

議を頂きたい。 

   市場化テストや教育、農業、放送・通信といった分野の規制改革は、いずれも小

さくて効率的な政府、あるいは地域経済の活性化を実現する上で、極めて重要な課

題である。一方、これらの課題の多くは、長年の懸案となっているものであり、改

革の実現に当たっては相当な抵抗も予想される。年末答申に向けて、残された時間

は限られているが、特に重要な案件について大臣折衝も行い、また総理の御指示や

諮問会議の御支援も頂きながら、できる限り多くの成果が挙げられるように取り組

んでいく所存。最重点課題の内容、取組状況などについては宮内議長より御説明い
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ただくが、今後とも諮問会議の皆様方の御支援をお願いする。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長） 規制改革・民間開放のほとんどの課題に共

通するポイントは、資料にあるように、いわゆる配給制度から自由な選択・競争へ

といった制度の転換を図ることにあると思う。官自体、あるいは官が許した特定の

プレイヤーだけが官の定める内容でサービスを提供するということ、これは配給制

度と言えるかもしれないが、これは非効率と既得権益を擁護するものではないか。

ユーザー、国民の自由な選択に任せ、政府は公正な競争が確保されるよう、監視役

に転換するときではないかと思う。 

   規制改革・民間開放推進会議の本年度の最重点課題である市場化テスト及び教育、

農業、放送等の分野の検討状況について御説明する。限られた時間であり詳細は省

略するので、ぜひ今申し上げた観点から改革の方向性を御審議いただきたい。 

   まず市場化テストだが、市場化テストの意義は、いまお話があったように、多大

な時間と労力を要する官業改革の難しい難題を、官民競争入札という客観的な手法

で答えを出すことにあると思う。 

   そのため、次の２つの点を法案に盛り込むことが極めて重要と考える。１つは法

律の対象範囲である。検討さえしない、といった聖域を一切設けないことが必要。

２つ目は、各省自身ですべてをするというお手盛りを回避するために、第三者機関

の監視権限、特に徹底した情報公開のための内部調査を含めて、強い権限を第三者

機関に与えることである。 

   現在の対象事業の選定状況について申し上げると、法律はすべての官業を検討対

象とするということだが、法施行後直ちに市場化テストを実施する事業選定につい

て、いま折衝している。ここに４つほど並べているが、例えば自治体窓口業務につ

いては、総務省より前向きな回答を頂き、もう一方の法務省ともいま協議が進んで

いる。 

   統計業務については、実はこれまで総務省とは議論さえなかなかできなかったが、

昨日、総務大臣から特別に御指示があり、試験調査の実施などにより、56 あるすべ

ての指定統計について前向きに御対応いただけるという新しいニュースが入って

いる。大臣にお礼を申し上げるとともに、他省庁においても、ぜひ御支援、御協力

を期待したい。 

   特に昨年からの継続課題である社会保険庁、ハローワーク、あるいは独立行政法

人その他については、いまだに非常に意見の隔たりが多い。吉川議員からお話のあ

った美術館・博物館については、御示唆のとおり進めたいと思うが、例えば、現在

の美術館の文化レベル、知的レベルを変えようなどということは全く思っていない。

それをそのまま維持して、民間が運営をした方がより効率的ではないか。もし、現

在の運営がより効率的であれば、市場化テストで現在の運営主体が行うということ

になる。市場化テストで民間が入ることによって何か変わるということは、効率が

よくなる、来訪者にもっと喜んでいただけるということであって、文化レベル、知

的レベルを変えるということは一切考えていない。蛇足であるが申し上げておく。 

   なお、実施事業は毎年度定期的に追加していくことになるが、来年以降は、例え

ば、各府省庁ごとに目標を設定し、実施状況を評価監視するといった政府全体の仕

組みも検討すべきと考えている。アメリカの大統領は、既に省庁ごとにそういうこ

とをやっている。 

   次のページの教育であるが、２点指摘している。１つは、現在の教員免許は教職

課程による普通免許が大前提であり、社会人登用の特別免許は文字どおり例外扱い

である。また、教員の多くは公務員として身分保障されており、処分や評価も不十
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分である。特別免許の門戸を広げ、任期付採用、あるいは評価制度の導入により、

教員を選べるシステムへの転換が必要かと思う。 

   ２つ目は公立学校であるが、公立学校は、通学すべき学校が市町村教育委員会に

指定され、選択の権利が原則まだ確保されていない。公的補助についても、生徒、

保護者の選択評価の結果が反映される制度とすべきである。ここにあるように、学

校選択制を導入している自治体もまだ１割である。一言で言うと、教員と学校の配

給制度と言われるものの改革が必要ということだと思う。 

   農業についても２点ある。まず、農地であるが、個人農家による所有、利用が大

前提で、いわゆる意欲ある新規参入者には限定的にしか認めない制度となっている。

一方で、既存農家には優遇税制と転用利益という既得権が生まれ、日本の農業は実

質的には不動産業と言われるまでになっている。 

   次に農協であるが、農協は囲い込んだ農家から金融収益を上げる一方、本業では

高コストサービスを行っている。農地の取得、利用の自由化、農協の各事業分野の

区分の徹底による参入の自由化、競争の導入が改革の第一歩と考えている。 

   参考資料に付けているが、例えば農協だが、１つずつ組合を見ると、一応黒字に

なっているけれども、信用部門と共済部門の収益で購買・販売部門の赤字を補填し

ているという状況である。信用部門の大きさを全部足すと、みずほ銀行の規模であ

る。共済部門の大きさを全部足すと、日本生命と東京海上の規模に達している。そ

ういうことが、内部補填によって賄われる組織を作っている。 

   元の資料の次のページをご覧いただきたい。放送サービスであるが、少数事業者

による電波の寡占化で国民に放送が配給されている。特に、ＮＨＫは公共放送の名

のもとに、国民に義務づけた受信料で事業を拡大してきた。通信・放送の融合が実

現化する中、抜本改革は避けられない状況になってきていると思う。 

   まず、経営、企業統治の在り方を見直すとともに、公共放送にふさわしい水準に

スリム化し、国民の選択に委ねる制度に移行していく必要があろう。とりあえず、

ＢＳ放送のスクランブル化に着手すべきと考える。さらに、インターネットの出現

等、放送・通信の融合時代に合わせた視聴者本位の競争促進的な放送体系について、

放送の公共性を含めた全体の改革プランを策定すべき時期に来ていると思う。 

   最後であるが、時間の関係で触れないが、中医協による保険点数の配分、固定化

された医療システム、自治体による保育所の需給調整制度、その他数多くの配給制

度による官製市場が存在している。長年議論して、一歩前進で終わっているものば

かりであり、この際、改革を進めなければならないと強く感じている。 

   官の計画に沿って作られた商品サービスを国民に支給する制度は、まさしく社会

主義経済の世界であり、非効率で、既得権益の腐敗を生み、国を衰退させるという

ことは歴史が証明していると思う。国民の側も、かつてとは異なる豊かさを享受で

きる今日、本当に求めているのは、決められたものではなく、自らが選び自由に生

きる、そういう生活ではなかろうかと思っている。 

（与謝野議員） たくさんの問題を御提示いただいたが、７時から閣議があるので、若

干の取りまとめをさせていただく。 

   市場化テスト法案の早期提出、成立を図るべきこと、及び対象分野を限定せずに、

できるだけ幅広い事業で導入していくべきという点では、同意いただいけるのでは

ないかと思う。中馬臨時議員及び宮内議長におかれては、引き続きこれらの問題に

積極的に取り組まれることを心からお願いする。 

また、規制改革の個別分野については、農業、放送・通信、教育、医療といった

分野の規制改革に積極的・重点的に取り組むべきとの御指摘があった。小さくて効
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率的な政府の実現のためにも、規制改革を積極的に推進すべきという点では、各議

員の共通の認識をいただけると思っている。したがって、市場化テストの対象範囲

の拡大等、規制改革の実施状況に関し、引き続き諮問会議で議論をしてまいりたい。

総理から何か。 

（小泉議長） よく調整していただきたい。宮内議長、よくまとめていただいて感謝す

る。 

    

（以 上） 


