
平成 18 年第 11 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年５月 10 日(水) 17:24～19:40 

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 麻生 太郎 外務大臣 

同     中川 昭一 農林水産大臣 

同     北側 一雄 国土交通大臣 

同     小池 百合子 環境大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）成長力・競争力強化について

（２）歳出・歳入一体改革について（公共事業）

（３）歳出・歳入一体改革について（地方財政）

３．閉 会

（説明資料） 

○ グローバル戦略の具体化に向けて（その３）（有識者議員提出資料）

○ 成長力強化について（有識者議員提出資料）

○ 援助政策について（麻生臨時議員提出資料）

○ 地球生態系との共生をアジアから（小池臨時議員提出資料）

○ 新たな農林水産政策の展開方向（中川臨時議員提出資料）

○ 観光・物流施策について（北側臨時議員提出資料）

○ 経済協力について（二階議員提出資料）

○ サービス産業の革新について（二階議員提出資料）

○ 農林水産公共事業の改革に向けた取組について（中川臨時議員提出資料）

○ 社会資本整備のあり方について（北側臨時議員提出資料）

○ 地方財政改革について（竹中議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革―地方財政・交付税の改革（有識者議員提出資料）

○ 今後の地方財政についての論点（谷垣議員提出資料）
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（配付資料） 

○ 援助政策について（参考資料）（麻生臨時議員提出資料）

○ 経済連携協定（EPA） 交渉について＜EPA 交渉に関する工程表＞（麻生臨時議員提出資料）

○ 地球生態系との共生をアジアから（参考資料）（小池臨時議員提出資料）

○ 新たな農林水産政策の展開方向（参考資料）（中川臨時議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革―公共投資の改革（有識者議員提出資料）

○ 農林水産公共事業の改革に向けた取組について（参考資料）（中川臨時議員提出資料）

○ 社会資本整備のあり方について（参考資料）（北側臨時議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革について（地方財政）（参考資料）（竹中議員提出資料）

○ 市町村合併の効果について（参考資料）（竹中議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革―地方財政・交付税の改革（参考資料）（有識者議員提出資料）

（概要） 

○成長力・競争力強化について

（吉川議員） 資料「グローバル戦略の具体化に向けて（その３）（世界をリードする

国際貢献）」について、要点のみを簡潔に御説明する。 

ご承知のとおり、今般、海外経済協力会議が設けられ、日本の援助体制が大きく

転換された。この機会を捉え、戦略的・効果的な海外経済協力の企画立案、実施体

制を確立する必要がある。具体的には、以下のような点を踏まえた新たな基本方針

を早急に審議し、策定する必要がある。 

また、「基本方針 2005」にある「ＯＤＡの事業量の戦略的拡充と改革」を徹底す

る。特に２の（2)の、ＯＤＡの効率化を図るため、これは特に無償援助などについ

てだが、公共事業と同じように事業コストの縮減目標、例えば 2010 年までに 15％ 

縮減するというような目標を設けて効率化を図っていく必要があると考える。 

それから大きな論点として、世界の援助潮流に働きかけるということがある。２ 

ページ目で、日本型の援助モデル、途上国の開発戦略に対する政策提言機能を強化

するということ、あるいは世界の 前線で活躍する援助人材を戦略的に育成するな

ど、いわば「知恵による貢献」ということを更に強化する必要があると述べている。 

それから、これはＮＧＯや民間企業のような政府とは違った担い手を念頭に置い

ているわけだが、援助政策において「豊かな公・小さな官」を目指す必要があるの

ではないか。公（パブリック）を担うのは必ずしも官だけではない。民の役割もも

っと拡充していいのではないかということである。 

後に、我が国の得意分野への援助に重点化する必要がある。２点あるが例えば

２番目、環境分野における技術・制度を活かして、東アジアを中心とした環境分野

の政策調整を進める。このため、我が国がリードして東アジアにおける包括的な国

際環境協力の枠組みを早期に実現する。こうしたことが望ましいのではないか。 

それから大きな一つの論点として、ＥＰＡの交渉を加速する必要がある。 

（牛尾議員）  成長力の強化は、すべての経済政策の基本であり、歳出・歳入一体改革

の成功のためにも、持続的な経済成長の実現が不可欠である。この点を考慮して、

「戦略目標」と「基本的な考え方」を共有し、息の長い一貫性のある取組を全府省

横断的に講じていくことを担保する新たな枠組みが必要であると考えた。 

まずは、諮問会議で検討してきた「グローバル戦略」や「新経済成長戦略」など

を統合し、「経済成長戦略大綱」及び「工程表」を策定するべきだという問題提起

である。 

「基本方針 2006」の中にこれらを盛り込み、定量的目標に基づいた大綱・工程表

2


平成 18 年第 11 回経済財政諮問会議 



を毎年ローリングし、目標未達の主要項目について、未達理由を透明化し、各担当

閣僚のもとで問題を解決していくという政策の実現を図りたい。 

ここに 11 の具体的な例も書いている。人材の横への移動を促進できる制度、あ

るいは法人税制の抜本的改革や減価償却制度の見直し、アジアとの租税条約ネット

ワークの拡充、あるいは合併審査における市場シェアの分母をアジア・世界に広め

る、サービス産業の生産性向上等々である。 

次に、これまで諮問会議で、ＥＰＡや農業、外国人、人材、イノベーション、製

造業の国際競争力強化について述べてきたが、今回は、新たに公的部門と非製造業

と地域の競争力強化について提言をした。 

２ページの（７）、公的部門の効率化については、「簡素で効率的な政府」の実現

と並行的に市場化テストの本格的導入等を通じた官製市場改革により、民間の参入

促進、談合防止等入札の徹底的な適正化等の官民の競争条件の公平化、規制遵守機

能の強化を図ることも必要であるという問題提起である。 

また、我が国の経済・雇用の面で大きな役割を示しながらも、欧米に比べて生産

性が低い分野が多いサービス産業、特に、我が国の個人金融資産 1,500 兆円の戦略

的な活用等の課題がありながら、国際競争力が決して高くない金融サービス産業の

生産性向上、競争力強化が非常に大事である。コンテンツ、環境、省エネ等産業の

国際競争力を強化することも述べている。 

また、地域の競争力強化も不可欠である。地方分権の更なる推進を通じた地方の

自立と、地方自治体の効率化を通じた地域の活性化が必要であり、物流インフラや

観光資源等、地域の資源を活かし、国内のみならず世界を視野に入れた地域の競争

力強化に向けた取組を進める。具体的には、国・地方の官官規制改革の推進、「観

光立国」に向けた国際競争力のある観光地づくり、海外からの観光客の積極的な誘

致などである。 

（麻生臨時議員） 説明資料「援助政策について」と二つの配付資料を参考にしていた

だきたい。 

まず、全体として、「グローバル戦略」の中間とりまとめを大変興味深く拝読さ

せていただいた。外交部門が関連しているので、その点の幾つかについてコメント

させていただく。 この中で東アジア経済圏という、東アジア経済の基本的な考え

方が出てくる。コミュニティの中核メンバーとしては、昨年の東アジアサミットで

も明らかになったように、ＡＳＥＡＮ、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーラン

ドに加えてインドということになろうと思う。これらのメンバーを中心にして、ク

ローズドではない、開かれた透明なコミュニティとなっていくことが望ましい。東

アジアとアジア太平洋地域の繁栄、相互依存関係という経済の実態を見れば表裏一

体の関係である。コミュニティづくりの名目からも、これは経済の観点からのみ考

えるべき課題ではなく、自由、民主主義など、いろいろな基本的な価値の共有も極

めて重要だと思う。 

このＥＰＡに関して も重要なことは、過日申し上げたとおり、現在進行中の交

渉は極めて迅速に進めなくてはならないということである。諮問会議からも要請が

あり、検討を約束したＥＰＡの工程表をお手元に配付している。現在交渉を行って

いるもの及び現在研究段階にあるものについては、今後１年程度を目標にとりまと

めたいと思っている。また、日本が目指す包括的で質の高いＥＰＡというのは、日

本のみならず、相手国においても厳しい国内調整を要するという点は、忘れていた

だいては困る。相手国から必要とされていないような、こっちが奪うというのでは

なく、協力をしていくわけであるから、共に力を合わせ、このグローバル化の波を
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アジアの国々と一緒に乗り切っていかなくてはならないという方向で取り組んで

いかねばならないと思っている。 

おかげさまでマレーシアとの協定は、先日、国会の御承認を得たので、他の諸国

についても工程表に従って交渉を迅速に進めていきたい。 

いずれにしても、東アジア経済圏というときに、簡単にＥＵみたいな話をする方

が一部いるが、これは大分状況が違う。ＥＵにはＮＡＴＯ、アメリカという大きな

存在があるということは、ＥＵを考えるときに忘れてはいけないところである。 

それから、アジア太平洋地域の経済分析や、基礎となる信頼性のあるデータの整

備というのは必要である。我が国は、過多ぐらいに精密をきわめたデータを出すこ

とを専門としている方がいっぱいいるが、そういう方が全然いない国もある。私が

総務大臣だったときも、どうしてこういう資料が要るのかから説明しなくてはいけ

ないことがあった。こういうことを考えると、たしか竹内佐和子さんも同じような

ことを言っておられたが、日本に核を置く知的ネットワークみたいなものを創設し

なければいけないと思う。 

ＯＤＡに関しても御指摘があったが、国際貢献を通じて国益を実現するという意

味において、これは間違いなく、日本の外交で も重要な手段の一つであることは

はっきりしている。これは単なる「施し」をしているのではなく、きちんと算盤を

弾いて、貴方も自分でやりなさい、魚はあげない、釣り道具と釣り方を教えますと

いうやり方をしている。餌代は相手持ちとかいろいろな言い方をして、長い算盤を

弾く事業だと思っている。５年間で 100 億ドルの積み増しという国際公約の着実な

実施は、中長期的な日本という国の品格や信義に関わる問題である。そのために、

ＯＤＡのきちんとした事業量の戦略的拡充と改革が も重視されるべきという指

摘については、全くそのとおりだと思う。 

それから日本の援助の場合は、技術や資金の動員がいかに効率的にできるかが鍵

である。インドの地下鉄が一番いい例だが、現場で働く日本人労働者、技術者の姿

を見せることで、お金の背後に勤労や労働という「徳」が一緒についてくる、そこ

が 大のミソである。そういう意味で、労働の喜びといったものを確実に移してき

た。これが東南アジア等において、日本のこの種の話が非常に高くなってきたのだ

と思う。したがって、日本人の専門家やＮＧＯ、技術や知恵が活かされる援助にす

るべき。ただ金を施して終わりというのでは、どこかの国の二の舞になりかねない

と思っている。 

また、民間議員の提言の中に、「高齢者を含む幅広い世代が参加し」という言葉

が出ているが、これは誠に的を射ている。今、65 歳は元気である。ここに 75 歳の

方も大勢いるが、元気ではっきりしている。こういう「国民各層に支えられるＯＤ

Ａ」という言及があるのは、誠に正しい。そういう意味で、国際社会に日本の援助

哲学というものを発信していくことがとても大切だと思っている。 

次に、援助の新しい方向性に関する提言案について。今回「海外経済協力会議」

が新たにでき、外務省を中心とする政府全体の政策の企画立案、新ＪＩＣＡや円借

款、無償、技術協力を一元的に実施する明快な仕組みが新たにできたことは、誠に

効率的になったと思う。これを軌道に乗せていくため、外務省の体制も内部の人を

入れ換えたり組織を入れ換えたりして対応しつつあるが、きちんと応えなければい

けないと思っている。 

それから、コストの一律削減について。ＯＤＡの場合は、イラクやアフガニスタ

ンを例に出す必要もないと思うが、危険という面で途上国での事業である。したが

って、国内事業の類推で一律費用削減というのは、とても馴染まないと思っている。
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なぜあんなに高くなるのかを言わせていただくと、日本から荷物がコンテナでやっ

と着いて、朝になったら荷物は半分ぐらいとられている。次の日になったら、持っ

てきた車はタイヤが４つごとない。警察官に言っても警察官も一味である。そうい

うところで仕事をするわけだから、こっちも機関銃を持ってやらないとしょうがな

い。このようなことをコストに入れていただかないと、なかなか難しい。これは自

分で２年間やった経験でそう思う。 

したがって、ただただ経費削減ということで走ると、国の企業が金は出したが、

仕事は全部他の国が持っていくということになりかねない。日本の技術や知恵を活

かしていくためにも、現地仕様、現地業者の活用等々、一層のコスト削減ができる

分野は、当然努力していかなくてはいけないと思うが、一律というのはなかなか馴

染まないだろうと、現場にいた経験からそう思う。 

それから、アウトカムの重視。これは今、国際的な潮流である。我が国も行動計

画を発表して、目下取組中だが、結果をアウトカムで出してくるというのは、なか

なか難しいことも確かである。したがって、質の向上とともに量を十分に確保する

ことも国際的な課題だと思っている。 

得意分野の重点化については、環境、資源、省エネ等あるが、すでに、日本のＯ

ＤＡの約 40％はこの環境、省エネ分野に集中している。今後、どのような分野を重

点にしていくかというのは、海外経済協力会議でしっかり審議していかなければな

らないと思う。 

後に、外国人の受入れ問題についても指摘がされているが、ぜひ国内外の日本

語教育をもう一回しっかりしていただけないかと考える。日本の場合、日系人など

に対する日本語教育にかけている金額は年間約 3,600 万円。ドイツが外国人労働者

等の学校外での独語教育にかけている金額を調べると、ドイツの人口は日本の約半

分だが、連邦政府の使っている金額は約 300 億円ということで、桁が３つぐらい違

っている。したがって、外国人受入れの問題については、基本的なところを地方自

治体に振ってもとてもできないので、そこは重点配分するような基本的なバックア

ップをしないといけない。外国人労働者問題というのは、避けて通れない問題だと

思うので、ぜひこの点もお願いする。 

（小池臨時議員） 21 世紀は「環境の世紀」と言われ、また「アジアの世紀」とも言わ

れている。これまでの環境技術、それから省エネと、総合的に見てこの 21 世紀は

「環境とアジアの世紀、イコール日本の世紀」であるというぐらいの気概を持って

まずは進めていかなければならないと考えている。 

特に、東アジアで京都議定書の義務を負っているのは我が国だけである。と同時

に、ＡＰＰ （アジア太平洋パートナーシップ）で、アメリカ、中国、インドなどが

参加しているパートナーシップに参加しているのも日本である。その意味では、橋

渡し役として重要な役割を我が国は負っている。また、世界経済に占める位置の大

きなアジア地域においても、環境と経済の好循環を生み出すことであるとか、環境

に良い取組が評価されて、技術や知恵が経済的に報われるという仕組みをグローバ

ルな規模でつくれるというのも、我が国のこれまでの公害などの経験、積み重ねて

きた環境技術、ノウハウの蓄積をもつ日本ならではであろう。またサプライチェー

ンを通じて、アジア地域の環境対策を左右する地位にもいるわけで、環境、アジア、

それはすなわち日本ということが言えるのではないかと思うわけである。 

資料の左側を端的に説明したわけだが、例えば、黄砂にしても、それからエチゼ

ンクラゲは少し違うが、同じく被害。そして例の松花江（アムール川）の問題など

にしても、水、空気は国境が無いので、結局、環境運命共同体になっている。我が
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国もその一員として様々なリーダーシップを担っていく必要があると考えている。

資料の右側だが、2008 年というのは、ある意味で大変重要な年である。我が国で

Ｇ８サミットが開かれるという観点と、この年から京都議定書のカウントダウンが

始まるからだ。今から 2008 年に向けて準備をしておかなければならない。 

そこで、「環境大競争時代」の幕開けを世界に呼びかけると書いているが、例え

ばＥＵなどは、３Ｃという戦略、「クリーンで、クレバーで、コンペテティブ」な

産業の方向性を示している。つまりＥＵは、アメリカ、そして日本を凌ぐ環境の地

域になって、そのコンペテティブネスを確保していこうという方向性を進めている。

環境の大競争時代、我が国は省エネ技術などが優れているといっても、競争者はた

くさんいる。その中でこれからも着実に進めていかなければならない。 

では、何をすべきかを裏のページに、６つのアクションとしてまとめている。 

「アジア環境危機情報システム」だが、環境の場合、モニタリングなどが非常に

重要であり、こういった情報をビジネスにも活用できる即戦力のあるシステムとし

てつくっていくことが必要である。 

２番目に「アジア・ソーラー大作戦」。これは国内でもソーラー大作戦と銘打っ

てやっているが、ソーラー発電や省エネ技術を活かして地域の自立に資するような

援助を、国内だけでなく、海外、国際協力の場でも活かしていく。ちなみに、これ

まで世界でソーラー発電は我が国がトップだったのが、 近はヨーロッパに抜かれ

がちである。日本製品を使ってはいるけれども、普及は日本の方がだんだん遅くな

ってきてしまって、普及率で言えばドイツに抜かれている状況。せっかく我が国で

いいものをつくっているのに、国内で普及しないのはどういうことなのかを改めて

考えておく必要があるのではないか。 

同様にして、バイオマスは、石油 75 ドル時代に非常に有効な代替として、各国

で大競争が広げられている。我が国は油田がないのに、エタノールがなかなか進ま

ないと率直に思っている。アジア・バイオマス大作戦は、国内もそうだが、国際協

力の場においても大きなテーマになろう。 

４番目は、ごみについて。ごみを資源として有効に活用するという観点と、それ

をグローバルにどうやっていくか。これまでもＧ８の場でも、小泉総理に３Ｒにつ

いてリーダーシップをとっていただき、今フォローアップをしているところである。

５番目に、これはまさに人材の育成であるが、そういった人材の輩出機関を設け

ることで、この地域の環境力を人の面からも底上げしていくことができる。 

６番目だが、昨年クールビズで皆様方にいろいろご協力いただき、御礼申し上げ

る。奥田会長にはモデル役も務めていただいたが、今年は、同じく高温多湿なアジ

アにクールビズのコンセプトを広げようと考えている。国内でも、クールビズのシ

ョックによってＣＯ２の削減がその期間減少したという事実がある。アジアでも、

ホテルに入ったら寒くて死にそうになった経験がおありかと思うが、部屋をそこま

で冷やすことはサービスではないというコンセプトをアジアに広げていく。そのた

めのファッションショーをまた行うので、閣僚の皆様にもよろしくお願いを申し上

げたい。 

後に、一つだけ付け加えさせていただく。日本には環境の技の力とモラル、「も

ったいない」などの精神的なバックグラウンドがあることに加え、もう一つ強いの

は金融力だと思っている。金融力を環境の方に流し込む、いわゆるエコファンドで

ある。1,500 兆円もある個人資産の中には、デイトレーダーで１円でも儲けようと

いう人たちもいれば、ぜひこのお金を有効に使ってほしいと思っている人たちは幾

らでもいるはずだ。ところが、そのチャネルがまだできていない。アメリカの場合
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は、200 兆円を超すようなＳＲＩのファンドがもう既に動いている。環境に悪いと

ころには投資しないというはっきりとした意思を持ったお金が動いている。イギリ

スでは約 20 兆円、年金法まで改正してそういう意思を持ったお金が動いている。

我が国はわずか 2,000 億円。1,500 兆円もの個人資産がもっと意思のある方向に流

れることでウィンウィンの環境と金融力を足した構造を作っていくべきだ。今日、

奥田議員からお話のあった金融サービス分野におけるイノベーションの促進の中

にこの点も加えていただきたい。 

（中川臨時議員） 資料「新たな農林水産政策の展開方向」を中心に説明させていただ

く。 

農林水産については、世界一の純輸入国。輸入と輸出のバランスが食料で 20 対

１ということで、今までは守りだけで行ってきたが、今後は攻めも極めて重要で、

小泉議長の指示もあり、国内・海外に向けても、攻めるところは攻めていこうと考

えている。 

その場合に、国際戦略として本日の中心テーマである国際競争力をどのように高

めていくかという中で、現在、ＷＴＯとＥＰＡの交渉を同時並行的に行っているが、

これらは決して無縁の関係ではない。ＧＡＴＴ24 条でＦＴＡが規定されているわけ

で、あくまでもマルチの共通ルールの中でＦＴＡ・ＥＰＡが位置付けられるべきと

考えている。 

農業交渉においても、３本柱のうち、マーケットアクセス分野では関税をいかに

引き下げるかというようなことを行っているが、これはＷＴＯでもできるがＥＰＡ

でも十分できる。他方、輸出競争や国内支持は国内政策の一環であるから、どちら

かというとＷＴＯでしかできない分野の議論であり、３本柱の交渉を行う上で、Ｗ 

ＴＯとＥＰＡを車の両輪として議論していかないと、これは日本に限らずだが、非

常にいびつになっていくということをぜひ御認識いただきたい。ＷＴＯを一生懸命

やっているし、ＥＰＡも現在交渉中のものやこれから行うものも幾つかあるわけだ

が、まずＥＰＡの交渉がＷＴＯの交渉に影響を与えかねないことをぜひ御理解いた

だきたいと思う。ＷＴＯはＷＴＯで、ＥＰＡはＥＰＡで一生懸命やればいい、別々

に突っ走れというのは、交渉の実態からかけ離れているということを御理解いただ

きたいと思う。 

近、ＷＴＯが行き詰まっているため、アメリカ、ＥＵにしても、ＷＴＯをやめ

て、ＥＵとアメリカでＥＰＡを結んだらいいのではないか、あるいは東南アジアと

ＥＵ等もＥＰＡを結んだ方が手っ取り早いという議論があるが、今回のＷＴＯは、

開発ラウンドが一つの大きな柱であるので、先進国である日本、ＥＵ、アメリカは、

開発ラウンドだという意識を持って交渉の成功に臨まないと大変なことになって

しまう。途上国と先進国との文字通り世界的な分裂につながっていくことを、ぜひ

御理解いただきたい。 

そういう中、農林水産省としてはＥＰＡについても積極的に行わなければならな

い。日本は出遅れているわけだが、今現在、メキシコ、シンガポールとの交渉をス

タートし、ＡＳＥＡＮ、中断しているが韓国、チリ、間もなく共同研究が終わりつ

つあるインド、スイス、豪州、これを全部合わせると貿易額の 26％になる。グロー

バル戦略の中間とりまとめで一つの数値目標があるようだが、仮にこの数字を良し

としても、25％以上という数字は現在交渉中のものでも十分クリアできる。数字に

こだわったとしても、現在行っているものをきちんと仕上げることがまず大事であ

る。次々と新しいものを行えばいいというのは、事務的にも、経済政策から言って

もどうかと思う。またＥＰＡはアメリカが典型的であるが、経済だけではなく、政
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治的なＥＰＡというものが、はっきりしている。例えばイスラエルとはいち早く行

っている。一番はっきりしているのは、イラク戦争直後に、アメリカ等と豪州とは

早急にＥＰＡを結んだ。隣のニュージーランドがアメリカとＥＰＡを行いたいと言

ったがアメリカは断った。なぜなら、イラク戦争に反対したからである。そのよう

な多面的な部分をよく考えながら戦略的に行うことも、行えということではなく、

一つの大事なポイントだと思う。 

麻生臨時議員からＮＡＴＯ軍の話が出たが、私の立場からはウィンウィンの関係

になければだめである。例えば、タイと交渉したときに、農産物が一番大変だと思

い交渉したが、 後に残ったのは自動車と鉄板であった。なぜなら、日本は 30 年

前にその問題をクリアしたではないか、強い立場にいるではないか、何でもっとタ

イに配慮してくれないのかという時差の議論が出た。経済発展段階の時差の議論も、

日本は強い立場なのでともすれば忘れがちであるが、特に途上国と行う場合、相手

から見ると、自分たちがアジアのデトロイトを目指したい、世界の台所を目指した

いと思っているタイにとってみれば、どうしても守りたい部分が 後の交渉のネッ

クになってきたということが私自身の経験である。 

それから、２国間で行うときには、共通のルールが大事である。法治国家である

こと、法制度・データがきちんとされていること、とりわけ、投資のルール、知的

財産権のルールといったものがきちんと保護されなければならない。ボールペン１

本から自動車に至るまで偽物が横行し、法制度が整備されていないところと行って

も、後でとんでもない事になりかねない。原産地規則、知的財産のルール、投資の

ルールといった 低限のものをきちんと整備をしなければならないと思う。 

攻めの部分については、輸出を促進して５年間で倍増せよということで、去年は

12％伸びている。米、日本茶、日本の食文化、日本酒、総理が 近おっしゃってい

るコンニャクといったものもどんどん増えている。しかし、残念ながら、米はカリ

フォルニア米、日本茶はニュージーランド産、コンニャクは東南アジア産、日本酒

の米はウルグアイ産ということであるので、本物の日本食材をもっと輸出すること

により、本物の食文化に接してもらいたいと思う。 

宣伝だが、６月２日から成田空港にアンテナショップをつくり、日本の食材を空

港の免税店で買えるようにスタートさせたいと思う。 

国際貢献については、開発ラウンドということで、先週ジュネーブでも議論にな

ったが、貿易のための支援、エイド・フォー・トレードが 近議論になってきてい

る。昨年末に総理自ら発表された開発パッケージはＬＤＣ諸国には評価されており、

これは日本全体であるが、農林水産省としても、1,000 人に対しての人材育成、南

南協力といったもので、向こうの農場から日本の食卓までという総合的な支援をし

ていきたい。 

後に、環境、農業、エネルギーという観点で言うと、環境については、エチゼ

ンクラゲ、この呼び方は越前地方の方は大変不愉快に思っているので大型クラゲと

近は呼んでいるが、この大型クラゲ対策であるとか、再生利用エネルギーでバイ

オエタノールやバイオディーゼルといったものも環境、エネルギー、農業という観

点で、これはある意味では世界が競争しているものであり、省エネ、環境技術と絡

めた形で行いたいと思う。国内的な攻めの部分についても、コストを下げるなどい

ろいろ行っているが、とりあえず、外向けの競争戦略について御報告をさせていた

だいた。 

（二階議員） 成長力と競争力強化の件で２つの資料をお配りしているが、「経済成長

戦略大綱」の策定に向けてご報告を兼ねて申し上げておきたい。 
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「大綱」に書かれることは、一行たりともおろそかにせずに、政府一丸となって

実現に取り組むことができるようにすべきだと考えている。 

民間議員ペーパーにあるように、工程表を策定するとともに、「大綱」を着実に

実行する枠組み、仕組みをつくることが極めて重要である。また、優先実現項目の

設定は、新しい経済成長を実現する上で極めて重要と考える。こうした課題を中心

に「大綱」のとりまとめに向けて閣僚レベルの折衝を含め、当然のことではありま

すが、経済産業省も各省庁との協調にさらに、尽力をしてまいりたい。 

「大綱」の重要な一部となる非製造業のイノベーションについてご提案しておき

たい。 

実質成長率を高めるためには、これまで遅れていた非製造業の生産性向上イノベ

ーションが鍵となる。このような観点から、民間議員からのご説明を更に具体的に

申し上げると、「サービス産業の革新」及び、その中でも「金融サービスのイノベ

ーション」の２点についてご提案をさせていただく。資料「サービス産業の革新に

ついて」の１ページをご覧いただきたい。 

サービス産業は、我が国経済の約７割を占める一方、欧米と比較して生産性が低

く、その革新を強力に推進する必要がある。具体的には３つの取組が重要である。

第一に、かつて製造業で取り組んできたように、官民一丸となった一大国民運動

のような形で業種ごとに生産性向上の目標を設定・公表するとともに、人材育成、

ＩＴ活用支援等を通じ、サービス産業の生産性向上に取り組むことが必要である。

サービス産業は、医療や教育、金融というように、多くの府省に所掌が分かれてい

るが、産学官にわたる関係省の力を結集することが重要である。 

第二に、成長が期待できる健康・福祉、観光・集客、コンテンツなどの分野にお

いて重点的に政策を講じることである。人口が減少に転じている中で、新しい成長

を実現するためには、高齢者等のニーズに対応した新しいビジネスモデルを確立す

るとともに、国際的な需要を拡大していくことが有効である。特に地域経済の発展

の核となり得る観光及び集客の分野において、資料３ページのとおり、「団体型」

から「個人型」といったニーズの変化にきめ細かく対応するとともに、外国人観光

客に優しいサービス提供に努めることにより、大きな需要の創出・拡大が可能であ

る。 

第三に、サービス統計の整備・充実である。サービス産業分野は、対象業種が多

様であり、運輸業や医療業など、毎月の売上高を把握できていない業種も少なくな

い。このため、現在、吉川議員のご指導をいただきながら、内閣府、総務省等の関

係府省と検討を進めているところである。アメリカ等でも、経済を牽引するサービ

ス産業の統計整備に今取り組んでいるようである。我が国としても、サービス産業

全体の動向を総合的に把握できるよう、サービス統計の整備充実に向けて政府府省

が緊密に連携することが不可欠である。 

資料２ページだが、非製造業の中で金融サービスの活性化は特に重要である。我

が国の金融資産は 1,500 兆円に上り、サウジアラビアの石油資産の約 1,180 兆円

に匹敵する。今後こうした豊富な金融資源を日本とアジアの経済成長の基盤として

積極的に活用していく必要がある。このために必要となる取組を３つご紹介したい。

第一に、我が国の金融サービスの国際展開を支援し、アジア全体の資金循環の活

性化に貢献する必要がある。このため、日本版預託証券の整備など官民を挙げてア

ジアの金融市場の発展に取り組む必要がある。 

第二に、多様な事業資産を活用した融資の促進、金融手法の革新を推進する必要

がある。経済産業省としても、「電子債権」の法制化など必要な環境整備を進める
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所存である。 

第三に高度な金融人材の育成に国を挙げて取り組む必要がある。金融工学研究に

対する重点的な予算配分や、産業連携の推進によって実務と大学の間の「壁」を取

り払うことが重要である。 

非製造業のイノベーションに向けたこれらの取組は、多くの府省にまたがる。関

係府省とよく連携しながら取り組みたい。 

民間議員ペーパー「グローバル戦略の具体化に向けて（その３）」に関するコメ

ントだが、ＯＤＡについて、広範な協力の中で相手国から評価を得ている具体的な

取組をご紹介したい。 

   資料「経済協力について」の２ページだが、「SHINDANSHI（診断士）」という言葉、

この日本語は今やタイの経済界で広く知られるようになっている。これは、我が国

の「中小企業診断制度」にタイが注目し、99 年以来、両国の協力により現在までに

400 名を超える専門家がタイに生まれた。４年間で 1,000 社を超える中小企業の経

営診断を行うに至っている。診断士協力に対するタイでの高い評価が今、インドネ

シア、フィリピンでの普及につながっている。 

さらに、「自動車産業の技能検定」、「公害防止管理者」の分野でも、資格制度の

導入の協力も拡大している。こうした日本の製造業の競争力の源泉となった経験と

知見をアジアワイドで共有し、「アジア標準」として普及するために、経済協力を

重点的に活用することを提案する。 

これらの取組が、企業のアジアワイドでの活動を後押しし、新たな成長を共に創

り出すものと確信している。「経済成長戦略大綱」においても、我が国の成長力強

化につながる経済協力の取組を盛り込みたい。今後、関係府省とよく連携をとりな

がら、とりまとめてまいりたいので、よろしくお願い申し上げる。 

（谷垣議員） 牛尾議員から説明をいただいた民間議員ペーパーだが、優先して実施す

べき項目についてトップダウンでやることは結構だと思う。我々の立場からすると、

施策の成果と問題点の把握、費用対効果の検証、あるいは官民の役割分担のあるべ

き姿等について、きちんと議論した上でやることが必要だと思っている。具体的な

問題点については「基本方針 2006」の取りまとめや、あるいは今後の予算編成で十

分議論させていただきたい。 

それから、個別税制の見直しについても言及があったが、これについては、税制

全体の中で位置づけて議論をしていただくことが必要だという点を申し上げたい。

それからＯＤＡのコスト削減について。これは麻生臨時議員に陳情ということに

なるが、既に財務省の事務方から外務省の事務方にもいくつか問題提起はさせてい

ただいていると思う。例えば、無償資金協力の一般プロジェクト事業は、予定価格

の 99％以上での落札が全体の約６割を占めるが、こういうのはもう少し何か改善の

余地がないか。それから無償資金協力の中で、現地仕様化によるコスト削減の目標

設定が始まっているが、これは現段階で全体の２％であり、もう少し数字がほしい

と。あるいは確かに多様でリスクの高い途上国の事業で行われているＯＤＡだが、

反面、人件費や資機材が大幅に安いという面もあるので、削減に向けた何らかのベ

クトル設計はあり得るのではないか。それから無償協力等でも可能な限り国際競争

入札は模索できないか。これらの点について、御検討いただければ幸いである。 

（麻生臨時議員） 既に事務方でやっている話ではあるが、谷垣議員が言われたように、

間違いなく調達の現地化というのは、これだけ技術のレベルが世界中で上がってき

ているので、現地で調達したものでも意外といいものができるようになった。これ

は間違いなくそうなってきているので、その分を上げることは決して不可能なわけ
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ではない。ただ、ぜひ御理解いただかないといけないのは、日本で作ったもので実

施した場合は、橋も壊れない、地下鉄も壊れない、車も壊れないため、高くても売

れることになっているという大前提がある。これは日本の強烈なイメージになって

いる。例えば、カンボジアのお札の裏を見ると、日本のＯＤＡで作った「日本橋」

という名の橋がお札の裏に刷り込んである。少なくともそんなものを出してくれる

国は他にはないから、猛烈な勢いで印象づけられているということも、知っておい

ていただかなければいけないと思う。 

財務省の話は、我々もよく理解しているところだが、先ほども、働く文化という

のが一緒についてくるのが日本のＯＤＡの 大のミソとお話したように、今申し上

げた事情も考えておいていただきたい。 

（竹中議員） 牛尾議員からＩＴ産業とコンテンツの話があり、また二階議員からもコ

ンテンツの話があったが、前回も少し発言したように、日本のコンテンツ市場はア

メリカのまだ５分の１しかない。ＩＣＴ産業全体で見ると、平成 15 年の経済成長

率 2.46％のうち、ＩＣＴ産業は 1.13％と、全体の約４割にもなっている。そうい

う点も踏まえて、通信・放送融合の問題を議論してきており、中間報告のとりまと

めをちょうど昨日行った。今、与党とも並行して議論していただいている。また、

ＮＨＫの国際放送に関しては、総理からも宿題をいただいているので、次回ぐらい

に、ぜひまとめて御報告をさせていただければと思うので、よろしくお願いしたい。

（福井議員） 二階議員からお話のあった金融サービスのイノベーション活性化につい

て申し上げる。非常に重要なテーマと思っており、日本銀行では既に２つセンター

を立ち上げている。一つは金融高度化センターで、これは国内の金融機能のイノベ

ーション促進を行う。もう一つはアジア金融協力センターで、これは二階議員の御

提案では「アジアの資金循環の活性化」ということだと思う。余り人的資源を割け

ないので少数精鋭で、マーケットの人材を活性化させるという、ネットワークを組

む形の作業を始めている。ぜひ、このプログラムを一緒に協力させていただきたい。

（安倍議員） 援助政策についてだが、今月の８日に第１回目の海外経済協力会議を開

催した。国益を見据えながら、またあるいは基本的には国際社会の理想に向けて、

戦略的にどういう援助を行っていくかということについて議論をしたわけだが、援

助を進めていく上での視点、あるいはまた注目すべき地域について項目を立てて、

更に深い議論ができたのではないかと思う。グローバル戦略の内容も踏まえて、今

後、海外経済協力会議の場を活用して議論をしていきたい。 

また、本日麻生臨時議員が提出をされたＥＰＡ交渉に関する工程表は、今後１年

程度を見通して取組の現状と目標を簡潔に記載したものだが、今後、この工程表に

沿ってスピード感を持って作業を進めていきたい。 

   また、東アジアＥＰＡ構想については、それぞれ大臣からご意見があった。今後、

この構想も含めて、東アジア共同体の在り方について、我が国がとるべき外交経済

戦略上の観点から、今後、主要閣僚による打合わせや、事務レベルの省庁間会議の

場などを通じて、政府内で十分に議論をしていきたい。 

（北側臨時議員入室） 

（与謝野議員） 北側臨時議員が到着されたので、「観光・物流施策について」の説明

をお願いする。 

（北側臨時議員） まず、資料１ページ目。ビジット・ジャパン・キャンペーンの取組

によって、昨年は 673 万人の外国人旅行者が訪日され、これは過去 高値だった。

2010 年の訪日外国人旅行者数 1,000 万人を目標に、今、精力的に取組をしている。

様々な取組をしているが、まずは海外への情報発信をしっかりしなければいけない
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と考えている。また、昨年の訪日外国人旅行者数 673 万人の中で、１番多いのが韓

国、２番が台湾、３番がアメリカ、４番が中国等々、以下アジア諸国が続くが、近

隣のアジア諸国からたくさん来ていただくことが大事だと考えており、今年７月に

日中韓の観光大臣会合を北海道で開催し、日中韓の相互交流をしっかりやろうと思

う。また、この観光大臣会合では、欧米等からアジアへ来た人々を中国にとどまら

ず日本へ、また日本にとどまらず韓国・中国へと回していくため、しっかり連携し

てやろうということも話し合いたい。 

また、各地方でビジット・ジャパン・キャンペーンの取組として、観光で我が地

域を振興しようという取組がたくさんなされているので、しっかり、そうした地方

との事業の連携強化を図りたいと思っている。 

それから、今年は青少年交流、また姉妹都市交流に力を一生懸命入れているとこ

ろで、特に青少年交流については、文部科学省とも連携をとりながら、各県で訪日

教育旅行促進協議会を設置しようと考えている。現時点で７府県で設置をしている

ところである。 

また、国際会議等もしっかり誘致をしていきたいと考えている。今年は日中観光

交流年と位置付けており、特に中国からの観光客の増大に取り組んでいきたい。そ

の点でビザの問題があるが、韓国・台湾からの旅行者は、短期滞在査証の免除。そ

れから中国についても、訪日団体観光査証の発給対象地域を全土に拡大したという

ことで、台湾・韓国・中国それぞれしっかりと取組を行う。 

それから受け入れる側で観光のまちづくりが非常に大事である。これは、各地域

それぞれに取り組んでいるわけだが、観光ルネサンス事業ということで、直接民間

活動を支援するような事業をスタートさせている。また、市町村に対しては、まち

づくり交付金を使って魅力ある観光地を作ってもらおうということで、今取り組ん

でいる。 

次に資料２ページ目、「国際競争力強化・地域活性化のための国際物流戦略」に

ついて。モノづくりと物流は車の両輪であると考えている。やはり効率的な物流基

盤がないと、逆にモノづくりの産業が空洞化していくという認識を持っており、特

に東アジアの経済の発展の中で、東アジアとの物流が準国内物流化している。スピ

ーディで効率的な国際物流システムの構築が 重要課題であると考えている。港湾、

空港とも、この国際物流という観点からしっかり基盤の整備、またソフト面も含め

た効率化をしていこうということで取り組んでいる。 

「国際・国内一体となった物流ネットワークの構築」については、空港への道路、

港湾への道路も含め、重要な空港・港湾と物流拠点を結ぶルート上のボトルネック

箇所をしっかりと解消できるように、優先順位を高めていきたい。 

また、各地域で状況が違うので、地域の実情に応じた国際物流施策を検討・推進

するべく、「国際物流戦略チーム」を立ち上げた。関西で一番 初につくり、関東、

中部、北部九州と立ち上げており、それぞれの地域で、ソフト面も含めて、物流の

ネックになっている問題や課題を抽出し、課題への取組をしているところである。

   次に、「国際物流におけるロジスティックス機能の高度化」について。今、物流

産業もモノづくりの方は、物流事業者に様々なことをどんどんやってもらおうとい

うことで、特にこのロジスティック機能の高度化ということが重要だと考えている。

主要港湾や高速道路周辺において、そうした流通加工、在庫管理、ラベル張り等々

のサービスができる拠点をつくる支援を行っている。 

「国際拠点港湾・空港の機能向上」については、スーパー中枢港湾プロジェクト

をしっかりと推進させていきたいと思う。港湾コストを約３割低減する、リードタ
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イムを１日程度まで短縮するということを、この数年の間に実現をさせていきたい。

大都市圏拠点空港についても、羽田、成田、関空と、それぞれ事業をしているとこ

ろだが、2009 年から 2010 年にかけて整備に一応の目途がつくと考えている。ソフ

トの対策としては、「輸出入・港湾手続のシングルウィンドウ化の実現」がある。

現状では、縦割りで様々な官庁に手続をとらないといけないが、ワンストップサー

ビスができるように、シングルウィンドウ化という、１つの画面ですべての手続が

全部終わるというような各省庁共通のポータルを 2008 年 10 月に稼働できるよう、

各省庁と連携をとって、申請窓口を一元化する取組を行っているところである。 

資料３ページ目は、特に首都圏空港の機能強化について参考資料を添付している

ので、また御覧いただきたい。 

（与謝野議員）  それでは、以上の点については、次のようにとりまとめをさせていた

だきたい。 

本日、御議論を頂いたとおり、援助政策の実施については、安倍議員が御発言さ

れたように、海外経済協力会議が司令塔機能を十分に発揮することが重要な課題で

あると思う。そのため、新たな基本方針を策定するとの有識者議員の提案について

も、海外経済協力会議において御検討を頂きたい。また、援助政策の各論について

は、有識者議員から具体的な御提案があった。各省庁においては、しっかり取り組

んでいただきたいと思う。 

また、麻生臨時議員からは、ＥＰＡ交渉に関する工程表の御報告があったが、こ

の工程表に沿って、ＥＰＡ交渉を更に加速させていただきたい。 

本日はまた、経済成長戦略大綱及び同大綱の工程表の基本的な考え方や、策定に

向けた今後の検討の進め方等について有識者議員から御提案があり、共通の認識が

得られたと思っている。二階議員におかれては、本日の議論も踏まえ、引き続き大

綱と、その工程表のとりまとめに積極的に取り組んでいただければと考えている。

また、諮問会議としては、必要に応じて関係閣僚に御出席いただき、引き続き成

長力強化について議論をし、大綱及びその工程表のとりまとめを行い、「基本方針

2006」に反映を図っていくこととしたい。 

（小泉議長） 環境・エネルギーは日本だけの問題ではない。途上国も大事だし、援助

も大事だ。特に脱石油依存、バイオマスの推進は大事だ。エタノールだけではない。

様々なものがあるから、どんな会議でも話題になる。環境・エネルギーは、日本の

戦略に大きく影響してくる。これから石油 100 ドル時代とみんな言っているが、そ

ういうことが起こればますます重要だ。よろしくお願いする。 

（麻生臨時議員、小池臨時議員退室） 

○歳出・歳入一体改革について（公共事業）

（与謝野議員）  前回の諮問会議では、有識者議員から公共投資の規模について、３％ 

以上の削減を継続し、中期的にも抑制基調を続けていくべきという御提案を頂き、

諮問会議のメンバーの間では一定の御理解を頂いたところだが、本日は公共事業御

担当の中川臨時議員、北側臨時議員に御参加いただき、更に審議を進めたい。 

（中川臨時議員） 	 平成 18 年度の農林水産予算は、平成８年度に比べると 21％の減、

それから公共投資の予算は平成２年度比で 22％減と、政府全体の３％減よりも大幅

に削減されている。平成８年度比で申し上げると 35％の減である。また、諸外国に

比べても、農業関係予算、特にウルグアイラウンド合意の関税引下げの前後で比較

すると、日本は 30％減だが、他方、ＥＵ、アメリカは 25％前後の大幅な増加とい

うことになっている。もちろん、これは財政状況の問題だけではなくて、できるだ
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け削減に努めたという結果でもある。そういう中で、農林水産関係予算は国土の保

全、農業の構造改革、国民の安全・安心、あるいは環境等々、森林も含めて、いわ

ゆる多面的機能に果たす役割は引き続き大きいものと考えている。 

しかし他方、諮問会議の有識者の御提言も踏まえて、私としては５点指示をして

いる。 

第１に、公共と非公共をはっきり分けるというよりも、連携してやれるところは

できるだけ連携してやろうということ。従来型の、これは公共、これは非公共、こ

れは漁業、これは農業、これは林業というようなガチガチの体制をできるだけ柔軟

にして、これは例えの話だが、１＋１が 1.5 ぐらいで済むような形でやっていける

ように、できるだけ柔軟に、そして効果が発揮できるようにやっていきたい。 

第２に、予算のメリハリを一層つけていくということにも留意していかなければ

ならないと思っている。国際競争力の強化、森林吸収源対策、災害に強い国土づく

り、それから排他的経済水域の資源管理等を特に重点にしていきたいと思っている。

第３に、事業内容の見直しということで、地方の裁量性を高める補助金改革を積

極的に進めていきたい。 

第４に、更新コストの縮減。既存のストックを有効に活用して、ライフサイクル

コストの低減を図ることが重要と考えている。 

第５に、事業方法の見直し。現在、農林水産省では、調達の割合が、一般競争入

札が 20％、指名競争入札が 75％、いわゆる随意契約が５％だが、これを一般競争

入札を 80％以上とするという方向で今鋭意見直しを行っているところである。それ

から総人件費については、現在、統計、食料、林野という３つの部局の独立行政法

人化、合計で 6,900 人の定員の縮減を決定して、作業を進めている。ただ、この 6,900 

人、私はどんどん積極的に対応しろと強く指示をしているところだが、政府全体と

してきちっとした配置転換、新たな受け入れ先での公平な処遇が担保される等、そ

の後の処遇についてもきちんと対応していただかないと、今後の更なる改革につな

がっていかないと思うので、ぜひともその辺の御配慮をよろしくお願いする。 

（北側臨時議員） 公共投資の規模と水準の問題、社会資本整備の今後の課題の問題、

そして今進めている公共事業改革の問題の３点について、簡単に御報告する。 

まず、公共投資の規模・水準の問題だが、資料Ⅰ－３の表にあるとおり、公共事

業関係費は「改革と展望」の方針に従って削減し、18 年度予算では 7.2 兆円。こ

れは平成 10 年度の半分であり、平成２年度、３年度よりも低くなったので、「改革

と展望」での抑制目標は達成したと考えている。 

次のページ、Ⅰ－４では公共投資の対ＧＤＰ比を各国と比較しているが、平成 18 

年は我が国は 3.3 ％、フランスが 3.2 ％、アメリカが 3.3 ％、イギリスが 2.4％ 

であり、欧米の先進国並みに低くなってきている。 

さらに次のページ、Ⅰ－５だが、我が国の特殊事情がある。一つはやはり災害が

多く、防災関係投資が不可欠であること。例えば、フランスの大部分の地域では、

そもそも耐震設計の必要性すらない。また、国土条件が全く欧米と違っており、日

本は海峡や脊梁山脈により分断されているため、道路整備を行う場合も橋梁やトン

ネル等の構造物の比率がどうしても高くなる。下にその数字を出してあるが、防災

関係、国土条件の違いというコスト増を考えると、両方で、やはりＧＤＰ比で１％

程度の増があるのではないかと考えている。 

２点目に、社会資本整備の今後の課題だが、一つは、国際競争力の強化という観

点で、必要な社会資本の整備はしっかりと進めていかないといけない。国際港湾、

国際空港等、国際競争力の強化に資する整備事業をしっかり重点化していきたい。
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そういう意味では、まだまだ欧米の国々、港湾においてはアジアの主要港と比べて

も大変遅れていると思うので、しっかり取り組みたい。 

次のページは安全・安心の確保。事前に災害予防、減災対策を講じることにより、

結果としてコスト負担が低くなる。左のところに東海豪雨の例を挙げているが、東

海豪雨の被害額は約 6,700 億円だった。再度災害防止で 716 億円使っているが、こ

れを事前にやっていれば、結果として 5,500 億円相当の被害が軽減できたという事

例である。 

また右の例は富山県で、これは江戸の終わりの安政時代だが、地震があって立山

が崩壊し、死者が 140 名、負傷者が 9,000 名出た。その後、明治以来 100 年間、

立山の砂防事業をやっており、富山平野を守っている。こうした事例が全国あちこ

ちに今もたくさんある。 

次のページ、地域の自立に向けた戦略的投資が大事だと考えている。これは大分

の例だが、日本の製造メーカーも各地域に展開をしているが、大分ではキヤノンと

か、中津にダイハツ、また北九州ではトヨタ等々が展開しており、それが地域の雇

用や地域の再生に大変大きく貢献している。そうした地域の自立に向けた、港や道

路等の戦略的投資はやはり重要である。 

Ⅱ－６だが、今後の一つの大きな課題として、維持管理・更新コストの増大があ

る。既存ストックが増えてきたわけだが、一方で古くなってきている。左の図は建

設後 50 年以上の橋梁の数で、現状は 8,191 だが、10 年後に３倍になり、20 年後に

はそれが８倍になる。これらを適切に維持管理、また更新していかなければならな

い。また、適切な維持管理により、ライフサイクルコストが縮減されると考えてい

る。 

後に、公共事業改革について簡単に御報告する。 

Ⅲ－２だが、今、一般競争方式または総合評価方式の適用拡大を強力に進めてお

り、また、かねてからの課題だった「入札ボンド」を導入する。今、具体的な検討

をしているが、今年中にも始めたい。 

次に、事業評価を厳格に実施し、事業の重点化を進めていく。これまでも取り組

んできており、右側にあるように、新規採択の箇所数は 10 年前に比べ大きく減っ

ている。 

次のページ、公共工事のコストの縮減について、これも現時点で平成８年度に比

べ、17％縮減している。更に平成 19 年度までに 25％のコスト縮減をしたいと考え

ている。 

以上、社会資本整備の報告をしたが、公共投資については、先進国並みの水準ま

で低下してきている。一方で特殊性もある。また、これから国際競争力の向上のた

めにも進めていかないといけないこともあり、やはり社会資本整備について更なる

縮減をこれまでと同様にしていくとなると、こうした課題についても大きな困難が

出てくると考えている。 

（谷垣議員） 公共事業の在り方については前回も議論があり、これまでの削減によっ

て「改革と展望」に示された目安を既に達成したことで良しとするのでなく、引き

続き改革を進めることが必要だと考えている。 

北側臨時議員からいろいろ改革の方向について話があり、その点については心か

ら敬意を表するものであり、また競争力強化や防災等々、積極的に取り組むべき事

業があるということはそのとおりだと思う。だが、一方で、社会資本整備が進捗し

てきた、それから人口減少社会到来等々を踏まえると、見直しが必要となる事業も

多いと思う。更なる重点化を進める余地は大きいのではないか。 
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それから、コスト縮減や入札改革など効率化の徹底により、予算削減を継続しな

がら、実質的に必要な事業量を確保することも可能なのではないか。 

既に公共投資は諸外国の平均と比較しても高くないという議論もあったが、一般

政府Ｉｇ／ＧＤＰ比で見ると、諸外国の平均は２％台前半だが、我が国の水準は 04 

年度で 3.9 ％、06 年度見通しで 3.3 ％。そのうち公共事業相当分では、諸外国平

均の 1.0 ％に対して、我が国の推移は 3.0 ％ということ等にかんがみれば、更な

る重点化・効率化の取組ができるのではないかと思っている。 

（奥田議員） 社会資本整備の在り方については、先ほどお話があったように、国際競

争力の強化、あるいは地方の活性化、少子高齢化、防災、こういった見地で経済・

社会の趨勢を勘案した上で、真に必要な社会資本整備とは何かについて十分に議論

を尽くすべきだと思っている。 

これに関連して、道路特定財源の見直しについて、昨年末の政府与党の基本方針

において、真に必要な道路は計画的に整備を進める、また、納税者の理解を得つつ

具体案を得ると明記されている。道路特定財源の一般財源化に反対する活動は、明

日大々的に行われると聞いている。こうした動きも踏まえ、今後真に必要な道路整

備とは何かについて十分議論して、納税者の理解を得ながら、特定財源制度の見直

しの具体案の議論を進めるべきである。これは一刻も早く進めるべき話だと考えて

いる。 

（吉川議員） ４月 27 日の諮問会議で、私たち民間議員は公共投資について、今後更

に５年間は前年度比３％、あるいはそれを上回る率で削減していく必要があるので

はないかと提言した。それに対して、今、北側臨時議員からもお話があったので、

２点発言する。 

一つは国際比較の問題で、既に谷垣議員からも御発言があったが、やや細かい点

で恐縮だが重要な論点である。資料のⅠ－４では、日本がアメリカと並ぶとなって

いる。４月 27 日の民間議員ペーパーでは、2004 年、つまり平成 16 年までの数字に

基づき発言した。国土交通省の方では、平成 17、18 年、西暦だと 2005、2006 年ま

での数字を出し、2006 年だともはやアメリカと並んだという主張をされている。大

変細かい論点で恐縮だが、アメリカは 2005 年で数字が跳ね上がっているが、これ

は実は統計が違う。つまり、2004 年までは一般政府の数字だが、05～06 年はそれ

に政府系企業の部分を足した数字になっており、統計がつながっていない。少し分

子が大きくなって、それでこの比率が上昇しているということのようなので、この

点更に確認させていただきたい。先ほど谷垣議員も言われたが、国際比較をすると、

まだ日本の公共投資はやや高い水準にある。したがって、もう少し削減していく必

要があるだろう。財政の厳しい中で、その余地があると発言したが、それに対して

先ほど北側臨時議員からⅠ－４の資料に基づいて話があったので、細かいところだ

が大変重要な論点だと思って発言した。 

もう一つ、北側臨時議員から、まだ日本では大切な、やらなければいけない社会

資本整備があるという具体的な事例を含めてのお話があった。そのことに対して、

私どもは何の異論、反対もない。間違いなくやらなければいけない社会資本整備が

あると思う。しかし過去５年間、財政の基本方針は、厳しい財政の中でトータルは

抑制しながら中身を大胆に見直していくということであった。これは費目別でもそ

うだが、公共投資の中身についても当然成り立つ基本的な方針だと思う。したがっ

て、やるべき社会資本整備があるということに対しては何ら反対しないが、財政が

厳しい中、公共投資全体を抑制する中で、必要な社会資本整備を実現するために公

共投資の中身を見直していく必要があるのではないか。これが私どもの考え方であ
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る。 

（本間議員） 北側臨時議員提出の参考資料Ⅲ－２に費用対効果が１と書かれている。

事業評価の厳格な実施ということで、１であれば妥当だという一つの指標にしてい

るが、資源配分の効率性という観点で言うと、費用＝便益というのは、予算制約が

ないときの 適条件であり、予算に非常に大きな制約がある場合には、１より便益

が大きくなければ正当化できない。これが経済理論の主張だ。 

1980 年代から 90 年代にかけて各国とも予算制約が非常に大きな障害になってき

たときに、この費用対効果について見直した。例えば、ニュージーランドあたりで

は４以上でなければ採択しないなど、厳しくチェックをしているというのが現実だ

と思う。 

したがって、事業評価の厳格な実施といっても、費用対効果の手法それ自身が日

本の場合にはまだいろいろと問題があると理解しており、これまでの手法を使って、

１というのは余りにもイージーなハードルに過ぎる。その点で、谷垣議員の御協力

をいただきながら、しっかりとした枠組みについて、量的な問題と併せて質的なチ

ェックをしていただきたい。 

（北側臨時議員） 先ほどの国際比較の話だが、これは国交省の資料はＥＵの推計資料

から引き出した。更に精査したい。 

次に、国際比較をどう見るかは別として、一つはストックの問題をどう考えてい

くのか。欧米、特にヨーロッパのストックと我が国のストックとは違うのではない

か。フローの問題での比較だけで本当にいいのか、というのが一つある。 

それから先ほど申し上げたが、日本はやはり特性がある。地形が欧米とは全然違

う。そういう特性もよく考えていく必要があるのではないか、我々の計算では１％

違うのではないかと考えている。 

また、中身の重点化は、そのとおりであり、今後ともしっかりと重点化していか

ねばならないと考えている。 

本間議員からニュージーランド等のＢ／Ｃのお話があったが、例えば、日本とニ

ュージーランドではベネフィットの要素が全く違っており、ニュージーランドでは

快適性、さらには騒音、大気汚染、地球環境ということもベネフィットに入ってい

る。日本は入っていないので、そういう意味で日本のＢ／Ｃの考え方は非常に厳し

い考え方に立って、ベネフィットが計算されているのではないかと認識している。

財政面で非常に厳しい状況にあることは重々承知しているので、そういう中で重

点化はしっかりと進めていかなければならないと考えている。 

（本間議員） ニュージーランドについての北側臨時議員の御指摘はまさにそのとおり

だが、ニュージーランドは、複数回の費用効果分析をしており、第１ハードルのと

きと第２ハードルのときは、外部的な公益性の部分のところをどのように評価する

かということを分けてやっており、そのような事例も含めて検討していただければ

と考えている。 

（与謝野議員）公共事業の改革には両大臣とも非常に熱心に取り組んでいる。北側臨時

議員から、これ以上公共投資を削減することについての問題点が幾つか指摘された。

また、その他の方々から、両大臣の意見に留意しながらも中期的にも抑制基調を続

けていくべきという考え方が、財政健全化にとっては重要ではないかという意見も

前回に引き続き提示された。公共投資の改革は歳出・歳入一体改革の主要課題の一

つであり、党でも御議論されているので、更に諮問会議でも審議を続けたい。 

（中川臨時議員、北側臨時議員退室） 
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○歳出・歳入一体改革について（地方財政）

（竹中議員） 資料「地方財政改革について」に沿って御説明する。 

地方財政については、以前、３月 29 日だったと思うが、一度報告をしている。

そのときも申し上げたが、２通りの議論をしなければいけないと思う。第１は、歳

出・歳入一体改革の中で、歳出をどのぐらいカットしていくかというマクロ的な数

量の議論である。第２が、地方交付税の仕組みが大変複雑で、いろいろな批判をこ

れまでも浴びてきたが、その仕組みの問題である。 

前回は、第１のマクロ、歳出カットについて私なりのイメージを示した。今日は

主として第２の仕組みの話をしたい。 

第１の歳出の話は、一方で財務省、内閣府からも、詰められる点は詰めてほしい

というような注文も頂いているので、後で今日の時点で答えられることは、ぜひ答

えたいと思う。今、党で中川政調会長が数量的なことは中心になってやっておられ

るので、それにはしっかりと協力していく。 

仕組みの話、構造の話は大変厄介な問題だが、地方分権 21 世紀ビジョン懇談会

をつくり、本間議員に中心的な役割を果たしていただき、先般中間報告が出ている。

今日はそれに基づく分権改革プログラムの私案として、かなり思い切った改革案を

示したいと思っているので、ぜひいろいろ御検討を頂きたい。 

資料１ページ目に、今の地方財政制度の問題点が書いてある。これは本当に複雑

で、私も総務大臣になってから改めて勉強させられたことが随分あった。 

第１に、複雑でわかりにくいということ。そのため算定基準は非常に分厚いもの

になる。 

第２に、地方の自由度がないということ。これを地方は常に言っていること。地

方歳出の９割なのか８割なのか、この辺は議論があるが、かなりの部分は国が基準

づけをして、法律で縛っているものがある。人を何人置けとか、そういう意味で地

方の自由度がないというのも事実だと思う。 

第３に、地方の責任が一方で不十分だということ。これも非常に批判があるとこ

ろだと思う。住民一人当たりの行政経費について、どうしても大阪市の例が出てく

るが、他の政令市の 1.5 倍ぐらいあって、それで普通にやっていけるような状況が

果たしていいのかという議論は当然ある。そして、現行制度では財政再建団体がゼ

ロだということ。地方の債務残高は、相対的に見ると他国に比べて高い状況になっ

ている。 

第４に、この場でも議論したが、やはり国に依存し過ぎていること。名古屋市も

交付団体だというのが象徴的だが、不交付団体が全体で６％ぐらいしかない。さら

には、地方債の発行条件も市場のメカニズムが働いていないという批判が常にある。

この１から４の問題は、非常に複雑に絡み合っているのであまり単純化はできな

いが、敢えてわかりやすくするために、６つのことをパッケージで行っていかなけ

ればいけないというふうに思っている。 

第１に、複雑でわかりにくい交付税に対し、新型交付税という形で創設をしたい。

これは人口、面積基準に基づいて非常にわかりやすい形でやるというもので、後で

御説明する。 

第２に、国の役割なのか、地方の役割なのか本当にわからない今の状況は、分権

一括法まで遡って国の役割、地方の役割を明確化していくことで、数年かかるが、

やはりやるべきであろうということ。 

そして第３に、地方行革をするための新指針を作る。第４に、地方に責任を持っ

てもらうための、いわゆる「再生型の破綻法制」の整備もする。そして第５に、国
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に依存し過ぎているということは、不交付団体を拡大することをやらなければいけ

ないということだと思う。 後に地方債の自由化を併せてやって、市場の規律が効

くようにしていく。 

この（１）新型交付税というのは、まさに交付税改革である。（２）新分権一括

法の制定というのは、これは当然のことながら国と地方の役割の見直しなので、補

助金改革が含まれる。そして（５） 不交付団体の拡大の中で、歳出もカットするし、

仕組みの改革もやるわけだが、それでも不交付団体を増やそうと思ったら、税源移

譲は不可欠になる。その意味では、税源移譲も、金額はともかく、含まれてくる。

まさに「三位一体の改革」が引き継がれて、６つのパッケージでやっていくことが

必要なのではないか。これは「新三位一体の改革」というべきものと思っている。

具体的に何をどうやっていくかということは、資料２ページ目を見ていただきた

い。 

まず、新型交付税というのは非常に複雑な基準ではなくて、基本的に人口、面積

基準でやっていく。本間議員がかなり以前から、それでできるということの実証分

析をやっておられ、ある意味でそれを実現するということにもなる。目標として、

３年間で５兆円程度の規模、この新型を目指してはどうかと考える。５兆円まで行

くのはなかなか大変かもしれない。しかし、２割ぐらいだとしたら３兆、４兆円と

いうことになるので、もう少し頑張って５兆円を目指すということでどうだろうか

と。そして、分権一括法の見直しに伴って、この割合を拡大していく。その分、旧

来型の需要を積み上げる交付税は少なくなっていく、切り換えていくというイメー

ジである。当然、これは 19 年度予算から頭出しをして、初年度にふさわしい導入

をすべきであると考えている。 

新分権一括法については、これも作業になるが、地方制度調査会等の場でこの秋

までに検討に着手をして、１年、２年で結論、そして３年以内にそれを制度化する

ということではないかと思う。 

３番目の、地方行革の新指針は、具体的には、この場でも議論いただいた公会計

制度の充実に向け新しい基準を作って、３年以内に全ての自治体にやってもらうと

いう方向で、そういったことも含めて、この夏にも公表し、自治体に通知をしたい。

そして、これはもう報告されているが、自分の自治体の給料、ないしは退職金がど

うなっているのかどうか、その他いろいろなことが比較可能なようにする。政令市

についてはそういうものも含めてやっていく。 

４番目の「再生型破綻法制」の整備については、制度の概要を秋までに作成、公

表して、３年以内に制度整備をするのがいいのではないかと思う。当然、一定の移

行期間が必要になろう。 

５番目の不交付団体の拡大については、やはり当面３年程度を目途に、人口 20 

万人以上の自治体の半分ぐらいを不交付団体にするということ。それは同時に、そ

の裏腹に、国と地方の税収比を１対１ぐらいにする。これは片山元総務大臣の時代

から主張されていたことだと思うが、そういうことを目指して、国への依存を縮小

していくということだと思う。そのためには、19 年度において所要の歳出削減、ス

リム化をやらなければならないし、仕組みを変えなければいけないが、税源移譲も

不可欠になるだろう。その税源移譲の制度設計をしっかりと検討するということを、

税制全体の制度設計の中で、つまみ食い的にやるのではなくて、全体のパッケージ

の中でやっていくということではないか。 

そして地方債の自由化、この 大のポイントは右下に書いているが、新発地方債

に対する交付税措置を廃止するということを、これも時間がかかるが、10 年後には
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それを目指すということである。当然のことながら、投資的事業に対する財政措置

の在り方は見直していかなければいけないが、そういうことも含めて、国への依存

をなくすという意味では、そういう規律を 10 年かけて求めていくべきである。10

年後にそれを目指すにふさわしい初年度の措置をとらなければいけないと思う。 

一般にはなじみがないと思うのだが、地方債発行条件の統一交渉というのがある。

これは自治体がそれぞれマーケットで地方債を発行するが、これまでは許可制であ

ったということもあって、総務省が一括で統一交渉していた。これは、許可制から

協議制に移行する中で、悪く見れば、国を介在した談合と見なされかねないと思い、

この春からそれは中止している。そういうことも含めて、資金調達の面でも自由と

責任は持ってもらうということをぜひ求めていきたい。 

   歳出・歳入一体改革の積み上げを、今、党の政調の方でやっているが、資料４ペ

ージ目では、それに協力する形で今の段階でのイメージを示している。 

   まず、歳出の見直しは、５月中ぐらいに方法が明確になることを期待しているが、

我々にとっても大変厄介な、地方の歳出削減はぜひしっかりとやってもらって、そ

れを期待して必要な要請を私もしたいと思う。そのためには社会保障、公共投資、

人件費等の歳出ごとの見直しが必要になるわけだが、社会保障については、これは

義務的な経費で、国・地方を通じた制度の見直しがどのぐらい進むかということに

依存する。過去５年を見ても、国の社会保障費の伸びと、地方の歳出の伸びがほと

んど同じである。これは当然だと思う。１つの法律の制度の下で、国が出すか、地

方が出すかという問題だけであるから。その意味でも、これは社会保障の改革をど

のようにするか、歳出削減をどのようにするかということを、この諮問会議の場で

もぜひ結論づけていただくことが必要である。 

公共投資に関しては、ただいまも議論があったが、私としても、前回ここで議論

したように３％の削減を目指すべきだと思う。それを５年間継続した場合に、約２

兆円の歳出削減が可能になるという計算になる。 

人件費については、実はここがある意味で一番難しいところだと思う。これも国

と歩調を合わせなければいけないわけだが、まず、人件費というのは、当然のこと

ながら数と賃金になる。数については、国が５％減らすのに対して、地方は現段階

で 6.2％定員減をするという報告を受けているので、これはぜひしっかり、国を上

回る定員削減をやってもらおうと思う。 

あとは賃金水準だが、ケースＡと書いているのは、賃金水準がほぼ名目成長率連

動、つまり、名目成長率と同じぐらい人事院勧告が出るとしたらどうなるか。前年

比で概ねプラス２％ぐらいという数字になる。 

ケースＢは、数は定員 6.2 ％減だが、給与水準は名目成長率の半分ぐらいの上昇

に抑制するケース。半分ぐらいの上昇というのは、イメージとしては消費者物価程

度に近いのではないかと思う。実質成長分は見合わないが、物価スライド分ぐらい

だということだと思う。そうすると、前年比ほぼ横ばいからプラス１％ぐらいにな

る。これは単純に計算すると、地方公務員の総人件費のＧＤＰ比というのは、10 

年間で２割減るということになる。国は郵政民営化で３割減るということを含めて

半分にするということだから、それに近いイメージなのかもしれない。 

ケースＣの場合は、名目額横ばいであるということを前提にすると、これは数の

分だけなので、前年比約１％人件費が減るということになる。前回、収支の試算を

示したが、これは実はこのＣに近いケースである。 

ケースＤは、給与構造を更に大幅にマイナス２％ぐらい継続するということだが、

これは人事院勧告の問題もあるので困難であろう。ケースＡはやはり非常に甘いと
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思う。構造改革をしなければいけないと思う。一方でケースＤはなかなかしんどい

と思う。私はケースＢの水準からケースＣの水準を目指して、地方の改革をぜひや

ってもらいたい。ケースＢの場合だとプラス１％、ケースＣの場合だとマイナス

１％、そのぐらいの間で、できるだけケースＢからケースＣを目指して改革を進め

てもらいたいと思う。 

あと歳入の見通しの問題があるが、交付税をどうするかということが、当然大き

な関心事であろうが、歳出に加え、その税源移譲が今後出てくるのかどうか、その

税源がどうか等、そういう問題と一体で議論しなければいけない。 

分権改革との関係を見ると、分権改革の結果として地方のプライマリー・バラン

スが改善する。先ほど言った社会保障がどうなるかということも含めて、社会保障

の議論を待ってその目標を明確化していきたい。 

そのためには、ここに書いてあるように、税源移譲の問題、国庫補助負担金改革、

交付税改革の同時決着が必要であり、これは部分的な議論がものすごく出ている。

一方は共同税をやれ、一方は共有税をやれと、そういう議論になると混乱してとて

も収拾がつかなくなるので、やはり大枠をまず決めて、そのつまみ食い的なパーツ

の議論を、その後の制度設定として時間をかけてやっていく。そういう姿勢が必要

だと思っている。 

（本間議員）資料「歳出・歳入一体改革―地方財政・交付税の改革」を御説明する。 

竹中議員から、地方分権 21 世紀ビジョン懇談会の中間取りまとめについて周到

かつ正確な御報告を頂いたが、議員の御英断で省の内外から反発・抵抗が大きい中、

ここまで整理でき、かつ工程表的なイメージまで作り上げられたことに対して深く

敬意を表したい。私も懇談会に参画させていただいているが、皆さんが真剣にこの

問題について議論をしてきたということだと思う。 

この中間とりまとめは、制度あるいはミクロ的なストラクチャーを念頭に置いて、

10 年間ぐらいの工程表の中で実現していくという形になっている。歳出・歳入一体

改革においても、これから 2011 年あるいは 2015 年をターゲットにしながら、マク

ロ的な、あるいは量的な問題を改革していかなければならないということで、両者

は表裏一体の関係にある。時間軸をうまくつなぎ合わせながら、整合的に進んでい

かなければならない壮大な作業だと思う。とりわけ、地方行財政はミクロのレベル

で各自治体に対して大きな影響を及ぼすので、移行過程がスムーズにいかず、激変

が生じるようなことであってはならない。この制度的な設計とマクロ的な歳出・歳

入一体改革について真剣に取り上げて、実行に移さなければならない。 

提出資料の１．の部分については、21 世紀ビジョン懇談会でこのような意識を持

ちながら進めていただいており、少しハードルの高さが我々のペーパーと違う部分

もあるが、基本的にはしっかりと懇談会の 終とりまとめを行い、工程表に従って

実行していただければと考えている。 

２ページ目。ここは、歳出・歳入一体改革と整合的な形で制度設計にはめ込んで

いくわけだが、その手法は国と地方の関係をどうするかということだけではない。

社会保障の問題でも、積上げ的な形で各部品を計算し、それを変更した上でのトー

タルの額と、これだけの深刻な財政危機を抱えている現状においてマクロ的にどう

あるべきかという２つの側面がある。 

その意味で、私は双方のかみ合わせをしっかりと議論していくことが必要になっ

てくると思う。トップダウンの形で枠組みを設定して取り組んでいく。党でも御議

論いただいている。政府、諮問会議においても、それと平仄を合わせる形でマクロ

的なフレームワークについて積極的に議論を積み重ねていくことが必要になると
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考えているので、各省庁における努力を踏まえて、計画的に実行させていただきた

い。 

地方財政計画は、地方全体の歳出総額を大きく規定するものであるが、これを算

定するにあたって、国の関与・義務付けのある部分についていろいろ議論があり、

総務省の事務方の試算によれば９割、都道府県レベルでの試算では７割、あるいは

分析的な立場からは５割ぐらいというような指摘もある。この義務付けの部分のき

ちんとした特定化、あるいは国からの関与を外してその比率を下げていくことが非

常に重要になってくる。また、ペーパーでも指摘しているが、義務付けられている

といいながら、計画と決算の乖離が裁量的経費及び投資的経費の双方にある。その

辺りの整合化も含めて、これまで以上に効率化をして歳出総額を削減していくこと

を、ぜひ実行しなければならない。ここでは、これまでの５年間の抑制基調を継続

して、現在の水準を相当下回る水準に抑制すべきであるとしている。これは国と平

仄を合わせるやり方であり、ぜひこの点についても、竹中議員のリーダーシップを

期待したい。 

２番目は、地方交付税の総額である。今のように総体としての歳出総額を削減し

ていただくことと併せて、もちろん地方交付税の場合には受け身的な要素があると

いうことを申し上げたが、国から地方への移転関係について、税源移譲の問題や補

助金の削減とかみ合わせながら、しっかりと議論を詰めていくことが重要であろう。

   ３．  について。国と地方それぞれがしっかりと努力をしていくことは当然である

が、各種推計によれば、現在、地方のプライマリー・バランスは既に黒字になって

いる。更にそれが拡大するようなトレンドが出てくるかと思うが、国のプライマリ

ー・バランスとの関係をどのように調整していくか。それぞれがプライマリー・バ

ランスを追求することになると、過大な負担を国民に求めることになるので、国と

地方の全体でバランスのとれた財政再建を実行していかなければならないとまと

めている。 

いずれにしても、竹中議員のペーパーにもあるが、税源移譲、国庫補助負担金の

改革、交付税改革の同時決着が必要であり、これは新たに三位一体改革をするとい

うことを必然的に意味している。霞が関では、４兆円の補助金削減と３兆円の税源

移譲で三位一体改革疲れが蔓延しているかのようだが、今後 10 年間では、この問

題に積極果敢に取り組み、真に自立した地方行財政を確立すると同時に、国と地方

の機能と権限がバランスをとれた形で、それぞれの過大な干渉と依存を無くすよう

な制度設計を実現していく必要性があろう。 

後に、このように全体の中で国と地方の問題を解決しなければならないわけだ

が、地方だけでも実施できる部分がある。竹中議員の説明の中にもアイデアがたく

さん入れ込まれているので、それをしっかり実行していただければいいと思うが、

例えば、単独投資事業について目標設定をしていくことも、自分の仕事の範囲内の

作業として各地方公共団体でも可能だと思うし、それに向けての指導力・リーダー

シップを竹中議員に期待したい。 

（谷垣議員） 歳出・歳入一体改革の中で、地方財政、あるいは地方交付税改革は非常

に大きな論点だと思うので数点申し上げたい。その前に、竹中議員から御説明のあ

った地方財政改革の方向は、私も基本的にそうだろうと思う点がたくさんあり、竹

中議員の御努力に心から敬意を表したい。 

特に交付税算定の簡素化、地方債の自由化や、後年度の交付税措置を廃止してい

こうという方向は、そのとおりだと思う。他方、税源移譲に係る箇所などは、若干

見解を異にする点があり、この点についても後ほど申し上げたい。 
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   資料「今後の地方財政についての論点」の１ページ目、地方の歳出削減努力とい

うことだが、国も当然歳出削減に強力に取り組まなければならない、地方もこれま

での歳出削減努力を継続していただきたい。竹中議員のペーパーの中にも取組の方

向が書かれているが、基本的に、地方が自ら決定できる地方単独事業や地方公務員

給与の削減については、これまでの改革努力のペースを継続していただくことが大

事だと思う。 

２ページ目で、交付税額の国民への還元と書いているが、地方が歳出削減を継続

する中で、地方税等の自然増収などを踏まえると、地方の基礎的財政収支は今後大

幅に黒字化していくことが見込まれる。我々としては、交付税率（法定率）の削減

を所与の前提とするつもりはなく、地方の安定的な財政運営を確保する観点から、

真に必要な交付税額は手当しなければいけないと思う。しかし同時に、現行の交付

税率を聖域とするのではなく、「真に必要な額」を超える額は国民に還元し、国民

負担を軽減していくということが必要と考えている。 

３ページ目の不交付団体比率の引上げと税源移譲は、かねてより諮問会議でも議

論があった点であるが、やはり抜本的な基準財政需要の見直し、つまり地方財政計

画の歳出の見直しが必要であろう。不交付団体数の増加との関係で税源移譲の主張

があるわけだが、地方への税源移譲となると、地域間の税源偏在の問題は避けて通

れない課題だろう。現在の基本的な法定率分 32％というのが設定された 40 年前は、

地方税の割合は３割強だったが、現在では税源移譲等により 45％程度になっており、

地方財源は相当充実してきている。 

こういう流れの中で、民間議員ペーパーにもあるように、従来ひとえに国が交付

税という形で担ってきた地域の財政力格差の是正については、地方自らが努力して

いただくということも必要となろう。いずれにせよ、不交付団体数の増加という関

係では、税源移譲という手段よりも、地方の歳出の見直しを進めるべきではないか。

（牛尾議員）  国と地方の問題は、小泉政権になってから５年間やっていて、2001 年に

私も一番初めにペーパーを書いたのだが、うまく出口が見つからず、本当に難しい

問題である。竹中議員の話は、新しい発想で問題を提起している。しかもパッケー

ジでまとめていこうという構想は大事だと思う。本間議員、谷垣議員も言われたよ

うに、それぞれの制度設計は、かなり細かい議論の関わり合いがあるので簡単には

いかないと思うが、新型交付税や新分権一括法等を込めた問題提起を、三位一体の

新しい形と捉えて議論することは、どこかに出口がありそうな気がするので、これ

を非常に尊重してやることが好ましい。ただ、時間をかけた方がいい。この方向で

一回作業を始めてみてはいかがか。非常に難しい議論でもあるし、総務省の内部的

にもいろんな困難があったと思うが、こういう形で一回出口を探ってみることは悪

くないという印象である。 

（竹中議員） 幾つかの御指摘を頂いたが、民間議員ペーパーでも非常に丁寧に議論し

ていただいているので、私の提案との関係で少しコメントさせていただきたい。 

民間議員ペーパーの１．で、地方交付税について「人口と面積など誰にでも分か

る簡明な基準に」とあるが、これはまさに私の提案と一致しているところ。地方債

発行の自由化についても同様である。 

不交付団体比率 50％という点は、谷垣議員の御発言とも絡むが、税源移譲だけに

頼らないでしっかりと改革しろというのはそのとおりだと思う。しかし、それでも

税源移譲は一切やらないということはあり得ない。そこは全部パッケージでやると。

不必要な税源移譲はやる必要はない。しかし、必要な税源移譲はその中でやるとい

うことにしないと議論がスタートしない。そこはぜひ谷垣議員にも御理解を賜りた
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い。 

   また、「自治体間の新たな水平的財政調整の仕組み」という記述がある。これは、

制度設計の一つの考え方だと思う。ただ、方向の議論と制度設計の議論は分けない

と、この議論をし出すと、共同税や共有税だとか、ほとんどの人には分からない神

学論争になるので、これは制度設計の中で議論すればよいことではないか。 

２．のところが重要で、少し付言したいのだが、地方歳出について、「現在の水

準を相当下回る水準に抑制すべきである」ということ、これはできると思っている。

しかし、それは社会保障次第というところがある。同じように、次の地方交付税総

額の問題も、要するに社会保障の部分がまだわからないわけである。私が前回お示

ししたものと今回お示ししたものとは、基本的には考えは変わらない。つまり、社

会保障がＧＤＰの伸び率や過去のトレンドぐらいに抑えられるならば、地方のプラ

イマリー・バランスは数兆円規模で改善すると思う。そうすると、ここで民間議員

が求めている姿に近くなると考えている。したがって、社会保障の議論を待って、

しっかりと数字をお示ししたい。 

「３．国・地方間のバランスのとれた財政再建の実現」だが、これもある程度メ

ドを立てた上で、目標をしっかりと持つことはしたいと思う。本間議員も言われた

が、国のプライマリー・バランスと地方のプライマリー・バランスが違う。「バラ

ンスのとれた」ということは、私もそのとおりだと思う。ただし、何をもって「バ

ランスのとれた」とするのかということは、相当議論をしなければならないことだ

と思う。いずれにしても、全体の姿が描かれる段階で、そういうことはしっかりと

やる必要がある。 

後に、民間議員ペーパーの参考資料に書かれている点だが、大都市については

交付税を交付しないでいいようにすべきというのは、全くそのとおりである。ただ、

交付税の対象外にすることは法律的にもできないことだと思う。ここは、気持ちと

しては、そういう結果になるように制度改革をしろということと受け取らせていた

だきたい。 

あと、地方単独事業については、公共事業全体で３％削るというのはよい方向だ

と思う。地方単独事業といっても、御承知のように、実はこれも国の基準付けがあ

る。国の基準付けがあるところに、そこだけをつまみ食い的に何兆円減らせという

ことができるだろうか。地方単独事業も、減らす方向は当然考えられる。そのため

には、先ほどの話に戻って国の基準を減らすという改革の２番目のところをやらな

ければいけない。ぜひそういう方向で議論を進めていただきたい。 

（奥田議員） 名古屋市も地方交付税をもらっているという話が前回あり、今回も書い

てあったので名古屋市長にいろいろ聞いたが、やはり皆が思っているように、相当

冗費が出ている。特に人件費などでも、大阪は大変なことになっていると言われて

いるが、名古屋も負けず劣らずのような感じであり、名古屋は諮問会議で問題にな

っているのだから、そこを見直していただきたいと申し上げた。決算の数字をつか

むという作業だが、インターネットなどを見ても 2004 年ぐらいの決算しか出てい

ない。２年遅れの数字が出ているのだが、会社決算だと大体半月以内に決算が出る。

非常に難しい作業かもしれないが、決算が国全体で相当な精度で早く出るという仕

組みをベースにして、竹中議員が言われたいろいろなことをやるといいのではない

かと思う。 

（竹中議員）	 ペーパーに書いている地方行革の新しい指針を作るというのは、まさに

そういうことを念頭に置いている。できるだけ簡便な形で約 1,800 のすべての自治

体でバランスシートも含めてきちんと公表できるようにする。この整備が遅れてき
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たのは事実。自治体というのは一部はものすごく早く、国より早くやって、国がい

い自治体を真似てやり始めたというのも事実。しかし全体としては遅れているので、

行革指針の中でやっていく。 

（本間議員） 奥田議員の話にも関係するが、参考資料の参考１で、「交付税依存から

の脱却に向けた方策」ということで、大都市の地方交付税を見直していく場合の３

つポイントを挙げている。そこで「●」と「○」に分けているが、竹中議員の御指

摘のような観点からは乱暴な議論であるということは十分我々も認識している。

初の黒丸が本質的な指摘だと思っている。 

例えば、大阪などは都市整備は前からずっと行われており、かなりの程度の社会

資本ができている。そういう状況の中で、都市だから人口が多いというような形で

引き続き行われているということが、モラルハザードも含めて効率化に向けたディ

スインセンティブを与えているということは否めない事実だと考えているので、こ

の辺りについてもぜひ御検討を頂きたい。 

（竹中議員） 政令指定都市、大都市でどうしてこのような問題が起きるのか。将来的

な議論としてやらなければいけないのはこういうことのようである。政令市は、普

通の市より多くの仕事、本来県がやっていることもやらなければいけない。ところ

が、その財源として、政令市で仕事が多いから特別の税金があるかというと、ない

わけである。普通の市の税金しか入ってこない。だから、それを交付税で見るとい

うのが今の仕組みである。確かに言われてみればそのとおりで、仕事が多いのに税

金は他と一緒である。そこで、交付税を介在してこういうことが起こっている。そ

の中できちんとやっているところもあれば、必ずしもそうでない大阪市のようなと

ころも出てきている。やはり一体的な制度設計の中で、そういった問題も議論され

るべきと思う。 

（与謝野議員） まだ議論は尽くされていないと思うが、地方財政については党でも議

論が始まったようである。 

言うまでもなく、国と地方は財政の両輪であり、両方の財政を健全にするという

ことは、歳出・歳入一体改革の究極の目標である。皆様に決めていただいた改革の

基本原則も、国・地方のバランスのとれた財政再建の実現に向けて協力するという

ことなので、更に議論が進む過程で、具体的な額、内容をもってこの議論を結実さ

せることが必要である。 

経済財政諮問会議としては、更にこれらの問題を検討し、小泉内閣の成果として

「基本方針 2006」に盛り込みたい。そのために御協力をお願い申し上げたい。 

（小泉議長） 今までも補助金改革、税源移譲、交付税改革は、みんな一つずつでは難

しいから三位一体でやろうと言ってきたわけだろう。５年かけて、ようやく芽が出

たのだから、今度やるときも一体的に考えてほしい。地方は、嫌なところは国でや

ってもらい、いいところはほしいと言う。国は、どうしてそんなに仕事が好きなの

かと思うぐらい権限を握ってしまっている。中央は仕事を手放さない。もともと「自

治」省であるのに、それを「中央集権」省と勘違いしている。これは今までやって

きて難しいのだが、一体的に進めていかなければならないと思う。 

東京と地方は違って当たり前なのだが、違いが出ると「格差」と言う人がいる。

同じではいけないと言っていたのに、特色が出てくると格差だからいけないと言う。

こういう批判は出るものだが、そういうことを踏まえて、この改革を続けていこう。

                               （  以 上）  
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