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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 12 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年５月 18 日(木) 18:30～19:40 

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    猪口 邦子  内閣府特命担当大臣(少子化・男女共同参画) 

 

黒田 昌裕  経済社会総合研究所所長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）少子化対策について 

（２）統計制度改革について 

（３）成長力・競争力強化について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 少子化対策について（有識者議員提出資料） 

○ 新たな少子化対策について（猪口臨時議員提出資料） 

○ 統計制度改革について（吉川議員提出資料） 

○ 米国・カナダにおける統計整備状況（黒田内閣府経済社会総合研究所長提出資料） 

○ グローバル戦略のポイント 

○ 「経済成長戦略大綱」の策定に向けて（有識者議員提出資料） 

○ ＩＴの創造的活用とコンテンツ市場の拡大について（二階議員提出資料） 

○ 通信・放送の在り方について（竹中議員提出資料） 
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（配付資料） 

○ 地方の公会計整備の推進について（参考資料）（竹中議員提出資料） 

○ グローバル戦略 

○ 通信・放送の在り方について（参考資料）（竹中議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから今年12回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（プレス退場） 

（与謝野議員）  本日の議題ですが、猪口少子化担当大臣においでいただいており、

まず少子化対策について御審議をいただきます。その後、内閣府経済社会総合研

究所の黒田所長に御参加いただき、統計制度改革について、それから最後に成長

力・競争力強化について御審議いただく予定でございます。 

 それでは、少子化対策について御審議いただきます。初めに有識者議員から資

料が提出されております。簡潔な御説明でお願いします。 

 

○少子化対策について 

（本間議員） それでは私の方から「少子化対策について」というペーパーを説明さ

せていただきます。 

 もちろん、少子化問題は経済だけの問題ではありませんけれども、経済に対し

ても極めて重要な影響を及ぼすということで、今後、積極的に取り組んでいく必

要性があろうかと思います。単に労働力の減少というだけではなく、投資の源泉

となる国内貯蓄の減少を導いて、潜在成長力を低下させることが予想されており

ます。とりわけ、生産性・競争力強化を通じて、我が国の将来の方向性を強く打

ち出しておりますので、人口減に伴う需要がそれにキャッチアップできませんと、

かえってマイナスの影響を残すことが懸念されますので、しっかりと取り組んで

いく必要性があろうと思います。 

 特に、今現在セカンドベビーブーマーである20代、30代の人口層が厚くなって

いる今後５年程度のうちに、緊急かつ集中的な取組みを行うことが必要であろう

と考えておりますし、さらには我が国の最適な人口の目標設置等も含めて、目指

すべき国の形を議論しながら、外国人の受入れ・共生の問題も含めて、包括的な

検討を行っていく必要性があろうかと考えております。 

 具体的な少子化対策でありますけれども、子どもは、もちろん家庭にとって宝

でありますけれども、「国の宝」でもあり、経済成長等の外部効果をもたらすこと

を考えますと、社会全体で支援をしていくという考え方に立たなければならない

と考えます。国・地方、企業、ここには書いておりませんけれども、ＮＰＯ等そ

れぞれの立場で支援策を講じていくということが重要であろうと思います。 

 具体的な検討に当たっては、子どもを持つということは、出産はもちろん、育
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児費用等の金銭的、直接的なコストがかかるわけですが、これ以外に所得、ある

いは将来のキャリア形成の機会を失ったり、あるいは若い出産適齢年齢のときに

自由時間が減少するなどというようなこともあり、機会費用が非常に大きいこと

が、実は少子化の大きな要因になっているだろうと考えます。その点で機会費用

全体を小さくするという施策を打ち出していくことが重要であろうと思いますし、

そのことを考えますと、地域における子育て支援サービスの供給拡大と多様化を

促進することも重要であろうと思います。 

 若い世代の就労を支援し、経済的自立を促すということも、もちろん直接的に

は必要な施策であろうと考えます。しかし、施策は様々なタイプがございます。

従って、この予算措置を伴う施策については、財政的な制約がある中で、真に効

果があるものに集中すべきであろうと考えます。そして、定期的に実施状況や効

果を検証・評価し、その在り方を見直していくことが不可欠であろうと思います。 

 財源ですけれども、この問題について諸外国と比較すると、従来我が国は少子

化対策費用、あるいは子どもたちの育成、教育費用に比べて、高齢者に手厚いと

いう特徴がございます。その点で社会保障財源の再配分をきちんと検討しながら

行うべきだと考えております。また、手当で行うのか、税で実施するのか、この

辺のところについても関係を整理して推進していく必要性があろうと思います。 

 以上であります。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは猪口大臣から資料が提出されて

おりますので、御説明をお願いいたします。 

（猪口臨時議員） 内閣府特命担当大臣の猪口でございます。本日は発言の機会をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

 私は少子化担当の初めての専任大臣として、日々この分野の推進に全力を尽く

しております。その際に、物事に対して予断せずに、よく地方や現場の声も聞き、

また先日とりまとめました専門委員会の報告など、多数の報告書あるいは提言等

も参考にしつつ検討を進めております。そうした経緯を資料「新たな少子化対策

について」の１ページ目に示しております。 

 今後、政府・与党協議会の小委員会において検討を進めまして、６月上旬には

政府・与党協議会での了承の上、総理大臣を会長とします少子化社会対策会議で

新たな少子化対策を決定する予定と認識しております。 

 資料２ページ目に関係しますけれども、少子化対策を抜本的に強化するに当た

って、２つの重要な視点があると考えております。 

 第１に、家族についてでございます。男女ともにもっと家族との時間をとるこ

とができるようになる必要があると考えております。とりわけ、子育て初期の家

族については特にそうである。 

 第２には、子育て初期の家庭は親の年齢が若く、所得水準も低いことから、そ

のことに特別な配慮をしなければならないということでございます。資料の２ペ

ージ目には出生率の低下傾向を反転させることを目標とするというねらいも掲げ

てございます。それから、最後の３ページ目でございますけれども、個別の施策
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について、これは調整中でありますが、ここに新たな少子化対策案を僣越ながら

掲載しております。 

 今回、国民に対してインパクトがあり、かつ、国が少子化対策に全力を挙げて

取り組んでいるという、メッセージ性のある対策をまとめるという観点から、国

民に対してわかりやすいものである必要があります。したがって年齢進行別に新

生児期、乳幼児期、小学生に上がったとき、それから中学生・高校生・大学生の

とき、そして社会人の時期というように整理してございます。 

 重要と考えられます施策について簡単に説明させていただきます。まず新生児

期ですが、出産無料化という事項において３つ掲げてございます。１番目に、出

産育児一時金を現行の償還払いから出産時に保険者から直接産科医院に支払うと

いうような支払い手続の変更によって、本人があらかじめ現金を用意しなくても

出産できるようにすること。２番目に、妊娠中の健診費用の軽減を図ることによ

り、健診の機会を増やす。しかもその際に食育指導を妊婦さんたちに行っていく

ということ。それから３番目には不妊治療に対する公的助成の拡大等を提案して

います。 

 次に乳幼児期でございますが、子どもが小さいころ、先ほど申し上げましたよ

うに、親の年齢が低く、所得が低い場合が多いので、低年齢期に着目しました乳

幼児手当の創設を提案してございます。 

 これは０歳、１歳、２歳児に対して、現行の児童手当に加えまして、子ども口

座などをつくって、一定の金額を給付するというイメージでございます。保育が

適切になされるよう、市町村等の家庭訪問とリンクして給付するという方法も考

えられます。具体的な制度設計について財源の在り方も含め、これから鋭意調整

努力をしてまいりたいと考えています。 

 次に小学生に対してでありますが、今般厚生労慟大臣と文部科学大臣の話し合

いによりまして、それぞれの放課後事業を一体的に小学校で行うという方向性に

ついて合意がされました。これを踏まえ、放課後ルーム（仮称）、例えば教職員の

ＯＢの方、あるいは地域に戻ってくる退職者などが補習を行うなど、いわゆる「魔

の８時間対策」への考慮、それから学習塾等の費用の負担軽減、家庭側の負担軽

減、こういうことが図れるのではないかと思い提案してございます。 

 また、下校時の安全確保という観点からスクールバスの導入の取組みも必要で

あると考え、実施に当たっては企業保有のバスの活用や運転者に退職者を活用す

るなど、いろいろと工夫すべき余地があるのではないかと考えております。 

 高校生、大学生のころになりますと、奨学金の充実、また学生ベビーシッター

の推奨などもいかがかと考えております。この他、一般的に両立支援、働き方の

見直しが重要であることは言うまでもありませんが、先ほど申し上げましたよう

に家族の時間をもっと大切にすることを可能にすること。そして、子育てについ

て、社会全体で支援していく考え方、そして社会システムを構築していく必要が

あると考えます。またこのようなことについて国民運動を推進する必要があると

考えております。 
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 以上でございます。ありがとうございました。 

（与謝野議員）  続きまして、谷垣大臣から御発言をお願いします。 

（谷垣議員） 我が国の少子化の背景としては、もう既にいろいろなことが指摘され

ておりまして、未婚率が高くなったことや、核家族化で子育ての力が落ちたこと、

あるいは猪口大臣のお話もそうだったと思いますが、職場と子育ての両立がなか

なか難しい、あるいは育児の負担感が高いなど、いろいろなことが今まで指摘さ

れてきたわけでございますが、これに対応するためには、予算等国の取組みもご

ざいますが、それと同時に働き方の見直しといった企業を挙げての取組み、それ

から地域を挙げてどうやっていくかといった、国・地方、企業が一体となった幅

広い取組みが必要ではないかと思っております。 

 それから、少子化対策に取り組むに当たりましては、そういういろいろな仕組

みの問題もありますけれども、同時に子育てはやはり楽しい充実感のあるものだ

というようなこと、それから次世代の国民、市民を立派に育てて社会に送りだし

ていくことはやりがいがある、充実感があるといった価値観のようなものがなけ

れば、なかなか進まないのではないかということも強く感じているわけでござい

ます。 

 あとは財政支出ということでありますけれども、これは何度か申し上げました

が、少子化対策が同時に公債発行につながって、後の世代にツケを送るというよ

うなことでは、矛盾があるということになります。財源論がなく無責任だという

批判に応えるためには、先ほどの民間議員ペーパーにもございましたように、限

られた財源を本当に有効な施策に集中していくと同時に、政策と財源を一体とし

て議論していただくということが不可欠ではないかと思っております。 

 以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。御自由に御発言をいただきたいと思いま

す。奥田議員。 

（奥田議員） 企業の実情を申し上げますと、今、両大臣からお話がございましたが、

仕事と育児の両立ということにつきましては、企業も十分自覚しておりまして、

自主的な取組みを進めておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

 企業としては実情に合わせて柔軟な施策を行っていくことが非常に効果的だと

考えております。これに関して一つだけ指摘しておきたいのですが、保育士の問

題で、財務省の調査によりますと、公営保育士の一人当たり人件費は年間799 万

円、約800 万円です。これは平均年齢39.5歳ということで非常に高いですけれど

も、認可外の東京都の認定の保育士を見ますと、平均年齢は28.9歳ということで

低いんですが、358 万円ということです。公営の799 万円というのは非常に高い

という感じです。これに加えて退職金がまた2,000 万円出るといわれている。 

（小泉議長） 知事並みだな。 

（奥田議員） この辺も細かい点ですけれども、大臣によろしく見ていただいて、チ

ェックしていただきたいと思います。 

（与謝野議員）  他に御意見は。 
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（小泉議長） 雇用保険３事業の見直しを、皆、議論している。これは全部国がお金

を出しているわけではなくて、企業が保険料を負担している。お金が余っている

から、この保険事業を拡大して少子化に使おうとしている。これは企業にとって

もどうか。かつて年金や簡保で厚生省とか郵政省が、年金福祉事業団、簡保福祉

事業団と、「福祉」と名がつけば何でも広げてきたが、結局、収益なんか上がるわ

けない。雇用保険と少子化対策とは関連づければ関連づけられるけれど、お金が

余っているんだったら、企業がもっと育児休業や 保育園など、従業員が子育て

しやすいような待遇をしてくれた方がいいと思う。それで、少子化対策なり、育

児にしても、働く女性にしても、働きやすい環境をつくっているいい企業を紹介

して、もっと大企業にそのような対策をしてもらっていいと思うんだが。経済界

の人に聞いたら、雇用保険の見直し論が上がっていることを全然知らないと言っ

ていた。20社の社長がほとんど知らないと言っていたが、厚生労働省ではもう既

にそういう検討を始めている。これをただ金が余っているから、少子化対策なら

皆反対しないだろうといって、雇用と関連づけている。それは関連づければ、関

連づけられるよ。もっと率先して、働きやすい環境をつくってもらうように企業

も考えてもらいたい。民間と政府と一体となって。 

 それと、乳幼児手当といったけれど、児童手当と乳幼児手当を区別するよりも、

児童手当の中に乳幼児手当を含めた方が金額も多くなっていいのではないか。児

童手当も、何歳児までとか第１子など支給要件があるけれども、個別に細かく分

けるよりも、何歳までは児童手当をこれでだけもらっていると、金額を多くした

方がはるかにわかりやすいのではないか。個別に名前をつくるよりも。わかりや

すくした方がいい。もし新たに乳幼児手当をつくるのだったならば、児童手当を

拡大して、乳幼児は何歳までという方がわかりやすいでしょう。今、児童手当を

いかに増額するか考えているのだから、新たな言葉をつくって付け加えるよりも、

何歳児までは児童手当を増やしますという方がわかりやすいでしょう。同じ手当

をつくるにしてもです。 

 最近は、夫婦だけで子どもを育てる人が多いんだよ。おじいちゃん、おばあち

ゃん、家族がいない。これは大変だよ。相談する人がいない。赤ちゃんが泣けば

叱る。赤ちゃんは泣くのが仕事だから、泣くのは当たり前なんだよ。泣いて怒っ

たら、ますます泣くよ。そういうのをおばあちゃん、おじいちゃんがいればきち

んとあやしてくれる。泣く子は育つというけれど、そういうこともわからないで、

どうしたらいいかわからない。夫婦だけで初めての子どもを育てるのは大変なん

だから、近くの保育園でもいいので、電話でも相談できるような協力というのは

大事だ。民間だけではなくて、民間と一体となって育てるわかりやすい対応が必

要なのではないのか。企業が率先して、働きやすい環境をつくってもらいたい。

そして、いい対策をやっている例を政府で発表する。これだけいい対策をやって

いるんですよと。そうすれば、他の企業も真似るでしょう。子育てはいいものだ、

楽しいものだとなる。 

（奥田議員） あまり発表していませんが、取り組んでいるところもございます。や
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はり総理が言われたように、もっと全社的、全国的な展開はしなければいけない

と思います。 

（小泉議長） お金が余っているんなら、企業の負担を軽減して、そっちに使えばい

いのではないか。率直な感想だけれども、そういう点を含めて考えてください。 

（猪口臨時議員） はい。 

（小泉議長） 別に文句を言っているのではないですよ。 

（猪口臨時議員） よく踏まえまして、更なる検討を深めさせていただきます。 

（本間議員） 私も、猪口大臣のこのペーパーは非常に高く評価しております。今の

総理の御発言とも関係するんですけれども、幾分、官の役回りが増えるような印

象も受けまして、今、奥田会長もおっしゃったような、ＮＰＯや地域経済、地域

の方々をどう活用するか、民活的な仕組みづくりを工夫していく必要性があるの

ではないか。すべて官が直接供給するような形でやりますと、あまり効果的でな

いし、コストがかかる部分もございます。ぜひ少し間口を広げて御検討いただけ

ればと思っております。 

（与謝野議員） 官房長官。 

（安倍議員） 猪口大臣から大変意欲的な対策案についてお話がありましたが、まだ

何点か各省庁で調整が必要な点もございますので、ぜひ調整等を進めていただき

たい。その上で検討を進めていきたいと思っております。 

（牛尾議員）  先日聞いたんですけれども、関西系の大手の家電メーカーでは、小学

校３年生ぐらいになるまで育児休暇を延ばすなど、個別のケースについて議論に

入っています。企業で何ができるかということも検討して、この３年間ぐらいで

意識が大分変わってきたと思います。保育園を検討するところや、同じような子

どものいる人たちを社宅に集めて、協力して皆で面倒をみるところがあって非常

にうまくいっている企業もある。そういうケースを知っておりますが、発表する

許可は得ていませんので、差し支えなければ後で報告しますが、そういう意欲が

出てきている。 

 猪口大臣がおっしゃったスクールバスの問題も、小学生が大都会で、一人で電

車に乗れるというのは日本だけであったが、それが現在日本でも危険になり、崩

れ始めているわけです。スクールバスの問題は、先進国では必須条件ですから、

本当に考えたらいい。徐々に自家用車で通う人が多くなってきて、企業はバスの

運転手が余ってくるんですが、新しい雇用という面でもプラスになるし、いろい

ろな形で社会に安全感を与えるので、猪口大臣の提案は、民間にとっても呼応し

て行うことの一つの窓口になるだろうと思います。 

 以上です。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（竹中議員） 猪口大臣にエールを送りたいのは、よく海外で、日本は人口政策を持

っているのかと聞かれます。いろいろな配慮はあったんですけれども、これまで

明示的な人口政策は日本にはありませんでした、というのが答えだった気がする

んです。政策の中身は大変難しいんですけれども、まとまった形でこのような発
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信をすることは、対外的にも意味があると思いますので、そういったこともぜひ

やっていただければと思います。 

（与謝野議員） 他にございませんか。 

 それでは、猪口大臣におかれましては、本日の議論も踏まえ、とりまとめに向

けて引き続き御努力をいただきたいと思っております。そしてとりまとめられる

ものについては、「基本方針2006」に反映させることといたしたいと思います。 

 それでよろしゅうございましょうか。 

（小泉議長） はい。 

（与謝野議員） では、ここで猪口大臣が御退席になります。 

（猪口臨時議員退室） 

（与謝野議員） それでは、統計制度改革について御審議をいただきます。 

 初めに、吉川議員から資料が提出されております。御説明をお願いします。 

 

○統計制度改革について 

（吉川議員） 「統計制度改革について」という資料がお手元にあると思います。経

済財政諮問会議のバックアップを得まして、統計制度の改革について１年半ほど

委員会で、私が委員長を務めて検討を続けてまいりました。現在の日本の統計制

度には問題があるというのが、専門家あるいは現場で統計の仕事をしている方々

の総意だろうと思います。 

 そうした状況におきまして、今回、諮問会議のバックアップがあったというこ

とだと思いますが、総務省はじめ各関係省庁から大変な協力を得られたと思って

おります。統計法の改正に向けた準備作業等も相当の進捗を見ることができたと

いう御報告ができることは、大変幸いに思っております。 

 政府の外でも我々の委員会の動きに呼応しまして、日本学術会議の方でも問題

意識を持ってくださり、慶応大学の樋口義雄教授を委員長とする委員会を立ち上

げられたということもございました。また、地方自治体や日本銀行も大変積極的

に協力してくださいました。日本銀行の協力につきましては、この場を借りまし

て福井総裁にお礼申し上げたいと思います。 

 こうした方々が大変積極的に協力してくださったことの背景は、現在この問題

が大変深刻だということがございます。日本の状況に問題があるという例として

は、そもそも諮問会議でも事の発端にもなったかと思いますが、資料２枚目に円

グラフがございます。政府の統計づくりは、いろいろな面で問題を抱えている。

問題がある一方で、この20年間くらい先進各国では大変統計整備が進んだわけで

あります。なぜ進んだかというと、時代がそれだけ変化した、何が変わったか、

例えばＥＵができたというような事情もございます。それからＩＴの技術が大変

進んだということから、資本ストックをどうやって測るかということを巡っても、

先進各国では統計整備が大変進んだわけですが、残念ながら、我が国だけが取り

残されてしまった。 

 お手元の資料の１枚目左側ですが、問題点ということで、必要とされる統計が
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不足している、調整機能が不足している、各国では行われている行政記録が統計

に活用できない、統計データの使い勝手が悪い、統計の調査が困難になってきて

いる。最後の点は国勢調査につきまして、最近問題があったということは御承知

のとおりであります。 

 こうした問題点を踏まえて、右側に改革の方向性がございますが、これは私ど

もの委員会でも、また先ほど御紹介した日本学術会議の委員会の委員、またその

他、個人的に統計学者の先生方に様々な御意見を伺いましたが、ここで御報告し

ていることにつきましては、基本的にはコンセンサスがあると申し上げていいと

思っております。 

 改革の内容でありますが、具体的には、まず統計の理念からして、現行の統計

法では、基本的には「行政のための統計」ということですが、統計はやはり「国

民に使われる情報としての統計」という考え方にしなければいけない。こうした

新しい理念に基づき、統計法を改正する必要があるだろう。また、経済社会の実

態を正確にあらわす統計を迅速に公表する義務が政府にはある。縦割り行政の弊

害も除去する必要がある。これは各省の持っている情報を、統計を良くするとい

う目的のためには積極的に活用すべきです。統計づくりにおきましても、民間の

活力を積極的に生かすべきだということ、そして、こうしたこと全てに関わるわ

けですが、真に省庁横断的で、しかも専門性を兼ね備えた、「司令塔機能」を充実

させる必要があるということでございます。 

 お手元の資料の最後に、日本の統計制度の変遷ということを年表の形でまとめ

てございます。明治以来、日本の統計制度は今まで２回の大きな制度変更があっ

たと思います。 

 一番初めは明治４年でありますが、これは制度の変更というより、ここで制度

ができ上がった年ですが、明治４年というのは、廃藩置県の年、あるいは郵便制

度ができた年でもあるかと思います。伊藤博文が提唱して大蔵省に統計司が設置

された。当時、太政官正院に政表課が設置され、杉享二という人が大変活躍され

たということですが、この明治４年が近代的な日本の統計制度が誕生した年であ

ります。それからちょうど75年ほど経た昭和21年(1946 年) でありますが、戦争

直後に吉田茂首相が統計を整備しなければいけないということで統計委員会を設

置して、その委員長には吉田茂内閣総理大臣御自身が就任され、数年間委員長を

されて戦後の統計制度をつくられた。また吉田内閣の下で、昭和22年、統計法の

制定もされたわけです。その年からちょうど来年で60年ということですが、この

年月を経て、私は現在、統計制度を抜本的に改正する時期が来ていると思ってお

ります。 

  資料の１枚目に戻りますが、改革の方向性について、学者を中心としたメンバ

ーで検討を進めてまいりましたので、ここから先は、政府にしっかり意を汲んで

いただいて、「基本方針2006」にもきちんと書き入れ、統計制度の改革を小泉改革

の一つに加えていただきたいと考えている次第でございます。 

  以上です。 
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（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、統計制度改革に関連して、

統計の御専門家として諸外国の統計整備の状況を視察して来られた内閣府経済社

会総合研究所の黒田所長から資料が提出されておりますので、御説明をいただき

ます。 

（黒田所長） ただいま御紹介いただきました内閣府の経済社会総合研究所の所長を

しております黒田でございます。本日はこういう機会を与えていただきまして本

当にありがとうございます。 

 統計制度改革について、内閣府の経済社会総合研究所では国民経済計算という

統計を所管しておりますけれども、それとあわせて、経済統計について長年携わ

ってきました研究者の一人として、統計制度改革について意見を述べさせていた

だきたいと思います。 

 １か月ほど前になりますけれども、米国・カナダ等の統計関係の部署を視察し

てまいりまして、かねがね諸外国で統計改革が非常に進んでいるという話を聞い

ておりましたけれども、改めてカナダ・米国等の実情を見ますと、かなり進んで

いるというのが現状でございまして、若干あせりを感じたわけでございます。 

 資料「米国・カナダにおける統計整備状況」の２枚目をお開きいただきますと、

米国・カナダについての現在の制度を簡単にまとめてございます。簡単に要約し

てまいりますと、アメリカにつきましては、1995年に大きなシフトがありまして、

大統領府にあります行政管理・予算局 （Office of Management and Budget）と

いう組織で、ある種予算局のようなものだと思いますけれども、そこにChief 

Statisticianというものを法令で置きまして、その方がアメリカ全体の統計部署

を統括する役割を担っているという形になっております。 

  アメリカは、日本と同じようにある種、分散型の統計作成制度をずっと続けて

きておりまして、従来、アメリカの統計はあまりよくなかったと言われておりま

すけれども、最近急激によくなっておりまして、そういった組織改革の結果であ

ろうかと考えております。 

  あわせて非常にうらやましかったのは、アメリカはChief Statisticianの下で、

National  Academy of Science、これは日本で言いますと、多分、日本学術会議

だと思うんですけれども、この中にあります統計委員会との協働が非常に進んで

おりまして、アカデミズムの側も統計作成に対してきちんとした形で意見が言え

るような体制ができているという特徴がございます。 

  一方、カナダでございますけれども、これは世界で中央集権的な統計機関の制

度をつくっておりますのは、カナダとオーストラリアだと言われておりますけれ

ども、カナダの中央集権の組織は1970年から徐々につくり出したようでございま

して、現在、おそらく世界の中ではこの手の統計組織としては最も体系的にしっ

かりしている統計局だろうと思っています。その統計局の次官としてChief 

Statisticianを置いておりまして、次官がその所管大臣を通じて内閣に報告する

と同時に、統計についての全責任をもって国会にも統計の状況を報告するという

立場にあるということでございます。 
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  今回は米国・カナダへ行ってまいりましたけれども、あわせてイギリスにおい

ても改革が非常に進んでおりまして、イギリスは、現在、財務省の下に統計局が

あるんですけれども、その統計局の局長がいわばChief Statisticianという形に

なっておりまして、全体を統括するという体制でございます。イギリスの改革は、

現在の姿をさらに一歩進めて、独立した統計局にするということまで現在考慮中

のようでございます。 

  先ほど吉川議員の方からも御説明がありましたけれども、こういった統計制度

改革がなぜ世界的に大きく起こってきたかというのは幾つか理由があると思いま

す。各国がグローバリゼーションの中で、ますます事実に基づいた政策をきちん

と進めなければいけない。したがって、そのためには統計がどうしても必要だと

いうことが１つあろうかと思います。そういった統計をつくるときには、統計が

体系的にきちんと整理されていなければいけないということと、あわせて、国際

的な比較可能性が非常に重要になってきているということだろうと思います。 

  そういった要請に応えるためには、いろいろな統計を充実していかなければい

けないわけですけれども、一方で、統計を充実しようとしますと調査の負担が非

常に増えます。また調査を受ける企業であれ個人であれ、その負担が非常に増え

るということで、重複の統計調査等を避けるためには、その観点からも統計を充

実していくことがどうしても必要です。それで大きな司令塔の役割を果たす部分

が必要になってきているのだろうと思います。 

  実は今週の月曜日に日本学術会議が主催いたしまして、政府統計のあり方に関

する「政府統計の改革に関する日本学術会議シンポジウム」を開催いたしました。

そこで国連統計部長のPaul Cheung 氏が来て講演したわけですけれども、彼は非

常にシリアスに日本の統計制度について発言しておりまして、日本は、国家統計

に対する顔が見えないと言うんです。ほとんどの国は、今申しましたように、Chief 

Statisticianといったものを用意しておりまして、その人がいわば国家統計に関

する顔として、内外の指揮をとるような形で統計の質を向上させる、また統計の

品格と申しますか、dignity を高めるということをやっております。そういった

顔が見えないということが現在の国連統計部長が見ている日本の姿だということ

を考えますと、やはり、ここで抜本的な改革へ向けて一段シフトをしていただく

ことが非常に重要だろうと考えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。それでは、竹中大臣から御発言を

いただきます。 

（竹中議員） 統計の問題を今この時期に提起していただき、大変タイムリーで重要

なことであると思います。私も長年統計を使ってきた人間として、日本の統計は

非常に問題が多い、少し限界に来たという印象を持っております。そういう意味

で、こういう提言をとりまとめられたことに対して、私も心から敬意を表したい

と思います。 

  黒田所長の話にも、吉川議員のペーパー３枚目にもありましたけれども、吉田
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茂内閣では、大内兵衛先生がまさにChief Statisticianだったわけです。大内さ

ん等が専門性と情熱をもって、日本の統計を整備した。ある時期すごくいいとこ

ろまで行ったわけです。ところが体制が整ったがゆえに、そのモメンタムが失わ

れて、気がつけば世界の中で取り残されている。これは私も現状そうだと思いま

す。とりわけ、ある意味で決定的に追い打ちをかけたのが、2001年の省庁再編で

統計審議会の機能が弱体化したこと。それまでは専門家が建議できたわけですけ

れども、建議すらできなくなってしまった。その意味で、今、提言のあった司令

塔機能をきちんとやることは不可欠だと思います。提言を受けて政府としては、

関係省庁が本気で協議をしなければいけないと思います。その際は単に省庁の壁

の問題ではなくて、アカデミー、民間との協調も含めた、今までにない発想での

仕組みが必要だと思います。これはぜひその方向で関係省庁が協議する体制を私

もつくっていきたいと思います。 

 １点だけ申し上げておくと、一方で何が起こっているかといいますと、今、行

革との関係で、一番肥大化して問題だと言われているところの１つが統計部門な

のです。なぜかといいますと、これは中馬大臣がご担当だが、５年で公務員５％

純減の特別のターゲットにしている１つに農林部門の統計があります。これは何

を意味しているかというと、政府資源の集中と選択の問題が重要だということ。

提言があったように、司令塔機能はしっかりと政府の中に残さなければいけない。

しかし同時に、現業部門で民間に出せる部門は民間に出していくことをあわせて

やるということが私は必要だと思います。半年前に、私が総務省の統計について

は、とにかくすべて１回市場化テストにかけてくれと言ってありますので、民間

に出せる部分は出す。もちろん出せない部分は出しません。行革と統計制度改革

をあわせて考えていくことが必要だと思います。 

  いずれにしても、まさに大内兵衛さんの時代の情熱を思い出して、御提言のよ

うなことを、政府を挙げてやっていくことが必要だと思います。 

 これも広い意味での統計ですけれども、地方公会計のあり方について、これも

専門家が集まって協議していただいた結果を参考資料として出しておりますので、

これは財務省と総務省への諮問会議での宿題でもありましたので、ぜひ提出させ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言をいただきたいと思います。奥田議員。 

（奥田議員） 財界の方でお話し申し上げますと、１つは、企業における報告者負担

の軽減について、これは各省庁から重複した数字を出せという要求が非常に多い

ということ。それからもう１つは、限られた統計資源の有効活用によって、国民

や企業のニーズにより対応した統計整備を行う必要があるということ。統計の数

字は、企業などが利用してＰＤＣＡを回して、政策や民間事業をより有効に進め

る上で基本となるものであります。このように、統計の重要性についてはかねが

ね提言してきた次第でございます。 

 先ほど吉川さん、それから竹中大臣からお話しがございましたが、強力かつ真
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に政府横断的な司令塔がどこにできるかよくわかりませんが、民間の方としても、

こういった司令塔的なものをぜひ確立する必要があると思います。 

 私からは以上です。 

（与謝野議員） 福井総裁。 

（福井議員） たしか今から１年半ぐらい前でしたか、この席で吉川議員が初めてこ

の問題提起をなさいまして、私もそれは非常に必要なことで積極的に賛成だと直

ちに申し上げたことを覚えております。 

  日本銀行は、統計の最大のユーザーの１つでして、日本の統計整備が若干遅れ

ており、それを急ぐ必要があるということを痛感していました。その後ずっと見

ていまして、日本銀行が必要する統計というスコープをはるかに超えて、国全体

を見ていても、産業構造とか調査環境が大きく変化する中で、国の統計に対する

多様で新しいニーズは非常に幅広く高まっているというように認められました。

したがいまして、今回、いくつか多くの提案の中で見ておりますと、新しいニー

ズに対応していくためには、やはり大局的な観点に立って、省庁横断的かつ専門

性を兼ね備えた司令塔機能を整備していくということがポイントになると思いま

す。 

 日本銀行は統計の最大のユーザーと申し上げましたけれども、一部の統計では

メーカーでもあります。この政府の取り組みが進められるようであれば、メーカ

ー兼ユーザーという立場で、今後とも積極的に協力をさせていただきたいと思っ

ております。 

（与謝野議員） 二階大臣。 

（二階議員） 統計の話が続いておりますが、私は時代の変化に対応して新たな統計

の基本的理念を打ち出すいいチャンスだと思っております。そこで、省庁横断的

かつ専門性を備えた司令塔の機能が必要だということも全く御指摘の通りであり

まして、賛成であります。統計は国の重要なインフラであり、経済社会の変化に

対応して整備が必要なことは申すまでもありません。 

  経済産業省では、吉川先生の御指導の下に、経済センサスや新たなサービス統

計について、総務省など関係府省と連携し、ただいま検討を進めているところで

あります。したがって、こうした取組みなどを通じて、引き続き統計改革につい

て、積極的に協力してまいりたいと考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、時間も経過しておりますので、

統計改革につきましては、ただいま御議論がございました、統計法制度の改正と

真に省庁横断的かつ専門性を兼ね備えた司令塔が必要だという点については異論

のないところだと思います。したがいまして、こうした点については、吉川議員

を委員長とする統計制度改革検討委員会の報告を踏まえて、内閣官房を中心に検

討を進めていただきたいと思います。 

 総理から御発言は。 

（小泉議長） 統計って、各省膨大にあるでしょう、どこの省だって、これから連携

をとらないといけない。責任者を決めてやった方がいいですよね。内閣官房を中
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心として、内閣官房で責任者をつくる。司令塔ではないけれども、それをぜひお

願いします。 

（与謝野議員） それでは、次の議題に移ってよろしいですか。 

 それでは、黒田先生ありがとうございました。 

 

○成長力・競争力強化について 

（与謝野議員）  それでは、成長力・競争力強化について御審議をいただきます。本

日はグローバル戦略の案を配付しております。これまでの御審議を踏まえてとり

まとめたものでございます。既に事務的な調整も終了したものでございますので、

一応、これで御了解をいただきたいと思いますが、念のため、本案について御発

言がございましたらお願い致します。 

 御意見がなければ、恐縮でございますが、配付しております案を諮問会議決定

といたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員）  ありがとうございます。それでは決定をさせていただきました。 

 二階大臣には経済成長戦略大綱のとりまとめ作業を進めていただいております。

続きまして、有識者議員から「経済成長戦略大綱」の策定に向けての資料が提出

されております。牛尾議員から御説明をお願いします。 

（牛尾議員） 時間も押しているようですから、簡素に御報告をいたします。大綱の

作成に当たっては二階大臣、与謝野大臣、中川自民党政調会長の間で合意された

事項に基づいて、これまでの諮問会議における議論を踏まえて、本日の骨格をつ

くっていくことを決めました。このお手元の資料の（１）、（２）、（３）、（４）、（５）

というのが５つの主要な骨格であります。 

  また、「大綱」には、できる限り具体的な内容を定量的な目標とともに盛り込む

必要がある。省庁の枠を超えて検討を進め、政府横断的に調整困難なものについ

ては、リーダーシップのもとに決着を図る。必要に応じて諮問会議で議論をして

いくと考えております。 

 具体的な取組みでは、２ページの項目に「大綱」のところが詳しく書いてあり

ます。イノベーション、グローバル化への対応を通じた国際競争力の強化に向け

た、国際基準や薬事法審査のイノベーション・インフラの改革、地方を含めた法

人税制の基本改革、グローバル化に対応した独占禁止法云々等、いろいろな具体

案がここに出ています。 

  また、サービス産業の生産性向上についても、ここに網羅されております。 

  地域・中小企業の競争力強化も不可欠であって、国際競争力のある観光地づく

り、地域特有の伝統技術・文化・特産品等を活かした新商品開発等にも十分強い

関心を持つべきであるということであります。 

  公的部門の効率化については、市場化テストの早期・本格導入や、ＰＦＩ手法

の広範な活用等による公共的事業及び民間の参画拡大により、公的部門の効率化、

新たな市場創出を大胆に進めることが大事です。 

 最後に、官官・官民の水平移動の促進等、人材を横へ移動することによって、
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人間力を高めていく具体策の実施、減価償却制度の見直し、国際物流を支える物

流インフラの重点整備など、生産性向上につながる制度インフラの整備を進める

べきであると考えております。 

 以上であります。 

（与謝野議員）  ありがとうございます。それでは、二階大臣、竹中大臣から資料が

提出されております。 

  まず、二階大臣からお願いいたします。 

（二階議員） 牛尾議員からお話をいただきました「経済成長戦略大綱」であります

が、先日、中川自民党政調会長、与謝野大臣と私との三者で会談を行い、日本経

済の成長力の強化に向けて「経済成長戦略大綱」を策定することとし、その基本

的な考え方について合意いたしました。党の方は、翌日、小泉総理にも御報告を

申し上げ、大筋で御了解をいただいたとのことであります。 

 また、ただいま御説明をいただいた民間議員ペーパーでは、これまで諮問会議

で議論し、積み上げてまいりましたことを大変よく整理いただいていると思いま

す。今後、優先実現項目を中心にして、各省庁や与党と精力的に調整を行ってま

いるところであります。 

 これまで松田科学技術政策担当大臣とは、イノベーションを生み出す仕組みの

強化策について議論をしました。北側国土交通大臣とは、物流インフラの戦略的

整備、「観光立国の実現」等について合意をしてまいりました。小坂文部科学大臣

とは、「人財立国の実現」について合意を得ることができました。「新経済成長戦

略」では、新しい経済成長を実現する上で、ＩＴが鍵を握ることを強調しており

ます。竹中大臣、牛尾議員からこれまでも御発言がありました「コンテンツ」に

関し、ＩＴの活用と市場の拡大について一言申し上げたいと思います。 

 配付資料「ＩＴの創造的活用とコンテンツ市場の拡大について」の１ページを

ごらんください。コンテンツという表現は、映画、音楽、ゲームなどの知的創作

活動そのものを表したり、竹中大臣が取り組んでおられる通信や放送、あるいは

新聞や出版といった消費者に伝達する産業を表したりしておりますが、これは無

限の可能性を秘めていると考えております。 

 まず重要なこととして、新しいイノベーションを生み出していく視点から、コ

ンテンツを広くとらえて、市場や産業の拡大を促していくことが適切ではないか

と考えております。例えば、観光地の情報、これも貴重なコンテンツであります。

地域生活で回覧板が担っている情報も、ある意味では重要なコンテンツと言える

と思います。 

 配付資料２ページをごらんください。一番上の図では、これまでの状況を簡単

に示しました。消費者にとってコンテンツを入手する手段は様々であります。例

えば、映画は映画館の大きなスクリーンで見たり、家庭でＤＶＤで見たり、映画

というコンテンツは国民が入手して楽しむ手段は様々であります。その際に、Ｉ

Ｔの活用は有力な手段であります。 

 例えば、「ワンセグ」と言われるように、本年４月からは携帯電話でも放送番組
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を見ることができるようになりました。また、通信や放送の革新的な進展が進め

ば、インターネットを通じて放送番組をテレビと同じように見ることが可能にな

ります。今後、消費者がコンテンツを入手する手段は多様化し、まさに無限に広

がり、また進化していくものと考えております。 

 ＩＴの活用によってコンテンツの市場が進化し、拡大していくことを「10の可

能性」としてまとめてみました。詳しくは３ページに列挙してありますが、２ペ

ージの真ん中の図をごらんください。 

 例えば、大きな設備や装置を持たなくても、ＩＴ機器が小型化して性能がよく

なり、アマチュアでもアマチュアなりに映画を作れるようになります。このこと

はコンテンツの新たな「担い手」が広がるということであります。 

 また、例えば、消費者が自分の欲しいものをネットで探したり、商店でこれま

でのようなコストをかけなくても多品種・少量の品揃えで消費者に応じたり、中

小企業がビジネス・チャンスをつかむといったことが、ＩＴの創造的な活用でさ

らに広がるものと考えております。このことは広い意味でコンテンツが拡大し、

産業や社会の活力を生み出すということではないかと思っております。 

 ＩＴの創造的な活用が推進力ということで、今後のコンテンツ市場は約５兆円

程度に拡大することが見込まれると思っております。そのために取り組むべき課

題につきまして、２ページの下の図の中に７つまとめております。 

  例えば、消費者がコンテンツを入手する経路が多様化していく上では、著作権

の処理を円滑に進める必要があります。これは竹中大臣が取り組んでおられる通

信と放送の分野での重要な課題であると承知をいたしております。 

 別の例では、映画祭などでありますが、東京国際映画祭は今年で第19回目に及

びます。こうした種類の映画祭は各地で行われているわけでありますが、我が国

のコンテンツの国際展開を図り、例えば「国際コンテンツ・カーニバル（仮称）」

などの開催を模索するなど、これから検討してまいりたいと思っております。 

  ＩＴの機器やシステムに関する規格や標準の国際化も重要な課題であります。

こうした国際的な取組みを含めて、消費者や国民が知的創作活動を積極的に展開

することができるように、環境づくりに取り組むことが必要であります。 

 以上申し上げましたように、「経済成長戦略大綱」においても、ＩＴの創造的な

活用とコンテンツ市場の拡大への取り組みを盛り込んでまいりたいと思います。

先ほど国際コンテンツのカーニバルと申し上げましたが、今、海外での映画祭等

には、聞くところによりますと、各国から３万本もの出展作品が集中しているこ

とを思いますと、日本におきましても、国際的なチャレンジは必要な時期に来て

いると考えております。 

 以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。竹中大臣より御発言をお願いします。 

（竹中議員） 余り時間がないようですので、私の方からは成長の非常に重要な柱に

なり得る通信・放送について、先般懇談会で中間とりまとめを行いましたので、

簡単に御説明させていただきます。 
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  資料「通信・放送の在り方について」の１枚目ですけれども、基本的な問題意

識はこれに尽きると思います。これから５年ぐらいが大変重要な５年間になると

いうことです。2010年度に先般のＩＴ戦略で示されたように、ブロードバンド・

ゼロ地域が解消されます。これは日本の社会が、今までとは全く違った景色にな

るということです。そして2011年には地上波放送のデジタル化が完了します。あ

えて言えば、これから５年後の2011年に完全デジタル時代が来る。“ 完全デジタ

ル元年" ということだと思います。それにふさわしいことを行っていくことが、

まさに成長力の非常に大きな柱になるという意味では、象徴的なことを言います

けれども、いくつかの問題があります。 

  今、コンテンツについて二階大臣が御説明くださいましたけれども、例えば、

映画というコンテンツで見ると、日本の映画コンテンツのうち、日本で見ている

63％がハリウッド製であります。日本製の割合はそれだけ低い。まだまだ日本の

コンテンツを大きくする余地があるということだと思います。テレビでいろいろ

なものがつくられているわけですけれども、１回つくった重要なコンテンツ、イ

ンターネット等で二次利用される率がわずか８％しかありません。これは著作権

の問題があるからです。これからインターネットテレビが期待されるわけですが、

何が起こっているかというと、今、インターネットテレビですと、韓国のドラマ

は見ることができるが、日本のドラマは簡単には見ることができない。まさに著

作権の問題なんです。そうすると、コンテンツで韓流ブームに象徴されるように、

韓国など海外の方がむしろ押し寄せているという状況になっております。 

 最後のページをごらんいただきたいと思います。何をしなければいけないかと

いうことが３枚目に書かれておりますけれども、まず、2010年を大変重視して、

2010年までに法律の制度をしっかりと改めなければいけないと思います。今、通

信と放送で継ぎはぎして、９本の法律で縛っています。放送法、電気通信事業法、

役務利用放送法等９本の法律がある。これに著作権がそれぞれ絡んでくるので大

変ややこしくなってくる。これを抜本的にこの５年間で見直す。５年後には終わ

っていることが必要だと思います。 

 通信の規制の見直しでは、ＮＴＴは大変重要なプレイヤーになります。同時に

重要であるから自由を持ってもらいたいんですが、光ファイバーに切りかわって

いる中で、ＮＴＴの市場支配力はむしろ高まっている。そういう意味で公正な競

争政策と自由を両方持っていただくための抜本的な見直しを、この５年を目処に

行わなければいけないと思っております。 

  放送に関しては非常に強い規制がありまして、マスメディア集中排除等につい

て、引き続き見直さなければいけない。この点は民放も認めているところでござ

います。もう一つの重要なプレイヤーであるＮＨＫについて、相変わらず不祥事

が起きているのでガバナンスの改革をする。一方できちんとスリム化するところ

はスリム化してもらって、まだ出ていっていない国際放送でありますとか、ＮＨ

Ｋアーカイブを利用したブロードバンドサービスなどに出ていくような、抜本的

な見直しをしなければいけないということだと思います。2011年というターゲッ
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トを見据えて、その準備を総合的に進めることが重要だと思っております。 

 以上です。 

（与謝野議員）  時間がございませんので、「経済成長戦略大綱」は経済財政一体改革

を進めるに当たりまして、歳出・歳入一体改革と同様、政府・与党の最優先課題

と位置づけられるものでございます。大綱の骨格や優先実現項目について、有識

者議員から提案があり、ほぼ共通の認識が得られたと考えております。二階大臣

が中心となって大綱のとりまとめ作業を進めていただくとともに、諮問会議とし

ても引き続き議論をし、「基本方針2006」への反映を図っていくことといたしたい

と思います。 

  総理から何か。 

（小泉議長） いいです。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。奥田議員。 

（奥田議員） コンテンツが非常に大事だということで、経団連では３年前からコン

テンツ部会というものをつくりまして、議論しているんですけれども、日本のコ

ンテンツを海外に持っていく場合に、今竹中大臣がＮＨＫについて言われました

けれども、ＮＨＫは比較的いい方で、他のチャンネルは正直に言って質の面で問

題のある番組が多く、そうした番組を海外にどんどん出したら、日本の品格が問

われるようなものが本当に多いんですよ。倫理委員会いうものは、映画などには

あると思うんですけれども、テレビの番組にもあるんですか。 

（竹中議員） それはあるんです。 

（奥田議員） 見ていると恥ずかしくなってくるので、私の妻などは韓国映画ばかり

見ている。韓国テレビのチャンネルを見ているんですね。韓国チャンネルを見て

いると、質の面で問題のあるような番組はないんです。 

（牛尾議員）  純情ものね。純情可憐。 

（奥田議員） まさに純情で、総理は見られる時間はないと思いますけれども、日本

の番組は本当に質の面で問題のあるものが多いので、何とかしないといけないと

思うんですけれどもね。 

（小泉議長） でも、倫理というのはなかなか難しいだろう。映画の倫理規定でも、

どれがいい、どれが悪いというのは難しいな。 

（牛尾議員） そのとおりですね。 

（小泉議長） あるものを普及させたいと思っても、使ってはいけないと言われるで

しょう。著作権の関係も難しいのではないのか。もっと使ってもらいたいけれど

も、これは使ってはいけないと。 

（与謝野議員）  俳優一人一人、通行人役までがそれを持ち出すんですよね。 

（小泉議長） 普及したいんだけれども使えないというのは、素人には少しわかりに

くいんだよ。 

（竹中議員） むしろ、一つ問題なのは、まがりなりにもテレビ番組にはそれなりの

規律があるわけですけれども、インターネットのテレビになると全くないわけで、

何でもありなんです。それで、インターネットでテレビと同じようなことができ

 18



 
平成 18 年第 12 回 議事録 

 

 19

るのに、何もなくてよいのかという議論が一方ではあって、しかし一方では、イ

ンターネットなのだから、それを規制するのはいかがなものかという議論があっ

て、そこは微妙な問題だと思います。 

（二階議員） 初歩的なことですけれども、私の郷里の方で映画を作成して、東京で

この映画をごらんにいれたいなど、いろいろなことで相談に来ていたんですが、

先日、フランスのカンヌ映画祭へそれを出せないかということで、フランスのジ

ェトロの出張所長を通じて申し入れました。常識的に言えば大変なこと言ってい

るわけであり、映画祭には３万本の映画が集まってくるようですが、結果は申し

入れが成功して上映していただくことができました。このコンテンツの国際カー

ニバルを日本で大々的にやって、これを一挙に広い舞台へ乗せていけば、国民の

皆さんの理解も広がるのではないかと思っていますが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

（小泉議長） カンヌ映画祭で上映されるのは、ごくわずかだろう。 

（二階議員） いや、たくさん上映するコーナーがあって、そこで３万本全部上映す

るんです。 

（小泉議長） 全部上映するのか。 

（二階議員） はい。カンヌ映画祭へ出展したことは間違いないです。上映したこと

は間違いない。「上位へ入賞することはとても難しいと思いますが」という注釈付

きですが、出展させてくれた。十数人がパリまでその映画を持っていくんですよ。

これだって文化です。 

（小泉議長） そうだな。 

（竹中議員） すみません。時間がないと思いますけれども、１点だけ民間議員。特

に本間先生を中心にお願いしたいんですが、一つの例として、不良債権を減らせ

というときに何をやったかというと、減らすと同時に、改めて増えない仕組みを

つくっておいたので、実際に増えなかった。何を申し上げたいかというと、今、

歳出削減については党で大変一生懸命ご検討いただいており、それなりの成果は

上がると思いますけれども、歳出が１回減っても、再び増えないような仕組みを

持っておくことが非常に重要で、実はそれこそが、この５年間民間議員の先生方

が主張してきたことそのものだと思うんです。例えば、ニューパブリックマネジ

メントのためのモデル事業や政策群などを、ぜひ集大成の意味で今度の基本方針

に入れていただきたい。これは諮問会議らしい大変重要な貢献だと思いますので、

お願いします。 

（与謝野議員）  では、大変残念なんですが、今日は時間が詰まっておりますので、

以上で終了してよろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 


