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（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）

（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）
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（概要） 

○少子化対策について

（本間議員） 少子化問題は経済だけの問題ではないが、経済に対しても極めて重要な

影響を及ぼすということから、今後、積極的に取り組んでいく必要性がある。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いる。とりわけ、生産性・競争力強化とい

うものを通じて、我が国の将来の方向性を今強く打ち出しているので、人口減に伴

う需要が、それにキャッチアップできないと、かえってマイナスの影響を残すとい

うことが懸念されるので、しっかり取り組んでいく必要性がある。 

特に、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るし、さらには

我が国の最適な人口の目標設置等も含めて、目指すべき国のかたちを議論しながら、

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る。

具体的な少子化対策としては、子どもはもちろん家庭にとっても宝であるが、「国

の宝」であり、経済成長等の外部効果をもたらすことを考えると、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思う。国・地方、企業、ここに

は書いていないが、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

要である。 

子どもを持つということは、もちろん出産、育児費用等の金銭的、直接的なコス

トがかかるわけであるが、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、少子化の大きな要因になっている

と思う。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というこ

とが重要であり、そのことを考えると、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ということも重要である。 

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

必要な施策である。しかし、施策は様々なタイプがある。したがって、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

べきと考える。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

直していくということが不可欠である。 

財源であるが、諸外国と比較し、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ある。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る。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

要性がある。 

（猪口臨時議員）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

尽くしているが、その際、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いる。そうした経緯を資料の１ページに示している。 

今後、政府・与党協議会の小委員会において検討を進め、６月上旬には政府・与

党協議会で了承の上、総理大臣を会長とする少子化社会対策会議で新たな少子化対

策を決定する予定である。 

資料２ページ目に関係するが、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思う。 

第一は家族である。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
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る必要があると考えている。とりわけ、子育て初期の家族については特にそうであ

る。 

第二には、子育て初期の家庭は親の年齢が若く、所得水準も低いので、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ある。その資料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いる。それか

ら、最後の３ページ目であるが、個別の施策について、これは調整中であるが、新

たな少子化対策案を僣越ながら掲載している。 

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る。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いる。 

重要と考えられる施策について簡単に説明する。新生児期であるが、出産無料化

という事項において３つ掲げている。まず、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、本人が予め現金を用意しなくても出産できるようにする。それから、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。３番目には不妊治療に対する公的助成の拡

大等を提案している。 

次に乳幼児期であるが、子どもが小さいころ、先ほど申し上げたように、親の年

齢が低く、所得が低い場合が多いので、低年齢期に着目した乳幼児手当の創設を提

案している。 

これは０歳、１歳、２歳児に対して、現行の児童手当に加え、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ある。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る。具体的な

制度設計について財源の在り方も含め、これから鋭意調整してまいりたい。 

次に小学生に対してであるが、今般、厚生労働大臣と文部科学大臣の話し合いに

より、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いる。 

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。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いる。 

高校生、大学生のころになると、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いる。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ないが、先ほど申し上げ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る。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いる。 

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

り、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

臨時議員のお話もそうだったと思うが、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あ
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るが、これに対応するためには、予算等国の取組みもあるが、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

というような国・地方、企業が一体になった幅広い取組みが必要ではないかと思っ

ている。 

それから、少子化対策に取り組むに当たっては、そういういろいろな仕組みの問

題もあるが、同時に子育てはやっぱり楽しい充実感のあるものだというようなこと、

次世代の国民、市民を立派に育てて、社会に送っていくことはやりがいがある、充

実感がある、こういう価値観のようなものがないとなかなか進まないと強く思う。

あとは財政支出ということであるが、これは何度か申し上げたが、少子化対策が

同時に公債発行につながり、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。財源論がなく無責任だという批判に応えるためには、先ほどの有識者議員提

出資料にもあったように、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

っている。 

（奥田議員） 企業の実情を申し上げると、今、両大臣からお話があったが、仕事と育

児の両立ということについて、企業も十分自覚しており、自主的な取組みを進めて

いるので、ぜひ御理解をいただきたい。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いる。 

これに関して一つだけ指摘しておきたいが、保育士の問題である。財務省の調査

によると、公営保育士の一人当たり人件費は年間 799 万円、約 800 万円である。

これは平均年齢39.5 歳で非常に高いが、認可外の東京都の認証の保育士を見ると、

平均年齢は 28.9 歳と低いが、358 万円である。この公営の 799 万円というのは非

常に高い。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） ここらあたりも細かい点であるが、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う。 

（小泉議長） 雇用保険３事業の見直しを、皆、議論している。これは全部国が金を出

しているわけではなく、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如何か。

かつて年金や簡保で厚生省や郵政省が、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、収益は上がらない。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が、金が余っているなら、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対して働きやすい環境

をつくっているいい企業を紹介する。大企業にそういう対策をもっとしてもらって

いいと思う。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のを全然

知らないと言っていた。20 社の社長がほとんど知らない。ところが、厚労省ではも

う既にそういう検討を始めている。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。民間と政府が一体となり、企業

にはもっと率先して、働きやすい環境をつくるように考えてもらいたい。 

また、乳幼児手当について、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。児童手当も支

給要件があるけれども、個別細かく分けるよりも、何歳までは児童手当をこれだけ

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。個別に名前をつくる

よりも、わかりやすくした方がいい。新たに乳幼児手当をつくるのだったら、児童
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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。児童手当をいかに増

額するかを今考えているわけだから、新たな言葉を作って付け加えるよりも、何歳

児までは児童手当を増やすという方がわかりやすい。 

最近は夫婦だけで子どもを育てる人が多い。おじいちゃん、おばあちゃん、家族

がいない。これは大変だ。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。泣いて怒ったら、ますます泣く。おばあちゃん、おじいちゃん

がいればちゃんとあやしてくれる。泣く子は育つというが、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。民間だけじゃなく、民間と一体となって育てるわかりやすい対応が必要では

ないか。雇用保険のお金が余っているから他へ使うというよりも、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が

発表する。そうすれば、他の企業も真似て、子育てはいいものだ、楽しいものだと

なる。 

（奥田議員） あまり発表していないが、やっているところもある。やはり総理が言わ

れるように、もっと全社的、全国的な展開をしないといけない。 

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

直な感想だが、この点を含めて考えてほしい。 

（猪口臨時議員） はい。 

（小泉議長） 別に文句を言っているわけではない。 

（猪口臨時議員） よく踏まえて、更なる検討を深めていきたい。 

（本間議員） 猪口臨時議員の資料は非常に高く評価する。しかし、今の総理の発言と

も関係するが、幾分官の役回りが増えるような印象も受ける。奥田議員も言われた

ように、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る

と、あまり効果的でないし、コストもかかる。少し間口を広げて御検討いただけれ

ばと思う。 

（安倍議員） 猪口臨時議員から大変意欲的な対策案について説明があったが、まだ何

点か各省庁で調整が必要な点もあるので、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。 

（牛尾議員）  関西系の大手の家電メーカーでは、子どもが小学校３年生ぐらいになる

まで育児休暇を延ばすなど、個別ケースの議論に入っている。企業で何ができるか

を検討して、この３年間ぐらいで意識が大分変わってきたと思う。保育園を検討す

るところや、同じような子どものいる人達を社宅に集めて、協力して面倒を見ると

ころがあって非常にうまくいっている企業もある。そういう意欲が出てきているが、

発表することの許可は得ていないので、差し支えなければ後で報告する。 

猪口臨時議員が言われ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

乗れるのは日本だけだが、現在は日本でも危険になり始めている。スクールバスの

問題は、先進国では必須条件であるから、本当に考えたらいい。自家用車で通勤す

る人が多くなって、企業はバスの運転手が余ってくるが、新しい雇用という面でも

プラスになり、いろんな形で社会に安全感を与える。猪口臨時議員の提案は、民間

にとっても呼応してやることの一つになると思う。 

（竹中議員） 猪口臨時議員にエールを送りたい。よく海外で、日本は人口政策を持っ

ているのかと聞かれる。いろんな配慮はあったけれども、これまで明示的な人口政

策はなかったというのが答えだった気がする。政策の中身は大変難しいが、まとま
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った形でこのような発信をすることは対外的にも意味があると思うので、ぜひやっ

ていただきたい。 

（与謝野議員） 猪口臨時議員には、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。その結果を「基本方針 2006」に反映させることとしたい。

それでよろしいか。 

（小泉議長） はい。 

（猪口臨時議員退室） 

○統計制度改革について

（吉川議員） 「統計制度改革について」という資料を御説明する。経済財政諮問会議

のバックアップを得て、統計制度の改革について、１年半ほど私が委員長を務めて

検討を続けてきた。現在の日本の統計制度には問題があるというのが、専門家や現

場で統計の仕事をしている方々の総意だと思う。 

そうした状況において、今回、総務省はじめ各関係省庁から大変な協力を得て、

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、大変幸いに思っている。 

政府の外でも我々の委員会の動きに呼応し、日本学術会議の方でも問題意識を持

って、慶応大学の樋口美雄教授を委員長とする委員会を立ち上げられた。地方自治

体等や日本銀行も大変積極的に協力してくれた。この場を借りて福井総裁にお礼申

し上げる。 

このように各方面が協力して下さった背景には、現在この問題が大変深刻だとい

うことがある。日本の状況に問題ありという例としては、そもそも諮問会議で事の

発端にもなったかと思うが２枚目に円グラフがある。政府の統計づくりは色々な面

で問題を抱えている。その一方で、この 20 年間くらい先進各国では大変統計整備

が進んだ。なぜ進んだかといえば、時代がそれだけ変化したからだ。例えばＥＵが

できたというような事情もある。また、ＩＴの技術が大変進んだことから、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

んだわけだが、残念ながら我が国だけが取り残されてしまった。 

１枚目の左側、問題点が纏めてある。必要とされる統計が不足している。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

について、最近問題があったことは御承知のとおりである。 

こうした問題点を踏まえて、右側に改革の方向性がある。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、その他個人的に統計学者の先生方に御

意見を伺ったが、ここで御報告していることは、基本的にコンセンサスがあると申

し上げていい。 

改革の内容であるが、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」ということだが、統計は「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き統計法を改正する必

要がある。また経済社会の実態を正確に表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。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だ。統計づくりにおいても、民

間の活力を積極的に活かすべき。そしてこうしたこと全てに関わるわけだが、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。 

資料の最後に日本の統計制度の変遷を年表の形でまとめている。明治以来、日本
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の統計制度は、今まで２回の大きな変更があった。一番初めは明治４年。これは制

度の変更というより、制度ができあがった年だ。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が、伊藤博文が提唱して大蔵省に統計司が設

置された。同時に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した。

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る。それからちょうど 75 

年ほど経た昭和 21 年(1946 年) 、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、委員長に吉田茂内閣総理大臣自身が就

任され、数年間委員長を務め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。その年からちょうど来年で 60 年。現在、統計

制度を抜本的に改正する時期が来ていると思う。 

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きた。ここから

先は政府にしっかり意を汲んでいただき、「基本方針 2006」にきちんと書き入れ、

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。 

（与謝野議員） 続いて、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御説明をいただく。 

（黒田所長） 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い

るが、それと併せて、経済統計について長年携わってきた研究者の１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。 

１か月ほど前になるが、米国・カナダ等の統計関係の部署を視察して、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いたわけだが、改めてこれ

らの国の実情を見ると、かなり進んでいるというのが現状であり、若干あせりを感

じた。 

資料の２枚目に、米国・カナダについての現在の制度を簡単にまとめているが、

要約すると、アメリカについては、1995 年に大きなシフトがあって、大統領府にあ

る行政管理・予算局（Office of Management and Budge t）という組織、これはあ

る種予算局のようなものだと思うが、そこに Chief Statistician という政府統計

全体の調整の責任者を法令で置いて、その方がアメリカ全体の統計部署を統括する

役割を担うという形になっている。 

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、従来、アメリカの統計はあまりよくなかったと言われているわけだが、最

近急激によくなっており、そういった組織改革の結果であろうかと考えている。 

併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 Scienc e、これは日本で言うと、多分、日本学術会議だと思

うが、この中にある統計委員会との協働が非常に進んでいて、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

特徴がある。 

一方、カナダについて。世界で中央集権的な統計機関の制度をつくっているのは、

カナダとオーストラリアだと言われているが、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、現在、恐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と思う。その統計局の次官として Chief 

Statistician を置いており、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。

イギリスにおいても改革が非常に進んでおり、イギリスは、現在、財務省の下に

統計局があるが、その統計局の局長がいわば Chief Statistician という形になっ

て、全体を統括するという体制になっている。イギリスの改革は、現在の姿をさら
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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ある。 

先ほど吉川議員の方からも説明があったが、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う。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

う。そういった統計をつくる時には、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、併せて、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う。 

そういった要請に応えるためには、色々な統計を充実していかなければいけない

わけだが、一方で、統計を充実しようとすると調査の負担が非常に増える。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

統計調査等々を避けるためには、その観点からも統計を充実していくことがどうし

ても必要だ。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

ろうと思う。 

今週の月曜日に日本学術会議が主催し、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」を開催した。そこで国連統計部長の Paul 

Cheung 氏が来て講演したが、彼は非常にシリアスに日本の統計制度について発言

し、日本は、国家統計に対する顔が見えないと言っていた。ほとんどの国は、今申

し上げたように、Chief Statistician を用意しており、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

格を高めるということをやっている。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ると、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いる。

（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

ことであると思う。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いる。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う。 

黒田所長の話にも、吉川議員のペーパー３枚目にもあったが、吉田茂内閣では、

大内兵衛先生がまさに Chief Statistician だったわけである。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。

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う。とりわけ、ある意味でそれに

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

たことだ。それまでは専門家が建議できたわけだが、建議すらできなくなってしま

った。その意味で、司令塔機能をきちんとやれという提言は不可欠だ。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う。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。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う。 

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うと、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つが実は統計部門である。

なぜかというと、これは中馬大臣の御担当だが、５年で公務員の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る。つまり、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。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

8


平成 18 年第 12 回経済財政諮問会議 



せる部門は民間に出していくということを併せてやることが私は必要だと思う。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

くれと言ってあるので、民間に出せる部分は出す。もちろん出せない部分は出さな

い。行革と統計制度改革を併せて考えていくということが必要だと思う。 

いずれにしても、まさに大内兵衛先生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う。 

最後に、これも広い意味での統計だが、地方公会計のあり方について、専門家が

集まって協議した結果を参考資料として出している。これは財務省と総務省への諮

問会議での宿題でもあったので、提出をさせていただきたい。 

（奥田議員） 財界の意見を申し上げる。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。

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。統計は、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る。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ある。 

先ほど吉川議員、それから竹中議員からお話しがあったが、強力かつ真に政府横

断的な司令塔がどこにできるかよくわからないが、民間の方としても、こういう司

令塔的なものを是非確立する必要があると思う。 

（福井議員） 確か今から１年半ぐらい前だと思うが、この席で吉川議員が初めてこの

問題提起をされ、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

たことを覚えている。 

日本銀行は、統計の最大のユーザーの１つとして、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た。その後ずっと見ていて、

日本銀行が必要と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た。したがって、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う。 

日本銀行は、統計の最大のユーザーと申し上げたが、一部の統計ではメーカーで

もある。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いる。 

（二階議員） 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

ンスだと思っている。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

ということも全くご指摘の通りで、賛成である。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ない。 

経済産業省では、吉川議員のご指導の下に、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る。

したがって、こうした取組み等を通じて、引き続き統計改革について、積極的に協

力したいと考えている。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、時間も経過しているので、統計

制度改革については、ただいま御議論があったように、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

ところだと思う。したがって、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。 
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（小泉議長） 統計は、各省で膨大にある。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。内閣官房を中心として、内閣官房で責任者をつくる。

司令塔じゃないけれども。それをぜひお願いする。 

○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く。本日はグ

ローバル戦略の案を配付している。これまでの御審議を踏まえてとりまとめたもの

である。既に事務的な調整も終了しているので、一応、これで御了解をいただきた

いと思うが、念のため、本案について御発言があればお願いする。 

御意見がなければ、配付している案を諮問会議決定といたしたいと思うが、よろ

しいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） それでは決定させていただいた。 

二階議員には経済成長戦略大綱の取りまとめ作業を進めていただいている。 

続いて、民間議員から「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、牛尾議員から御説明をお願いする。 

（牛尾議員） 簡素に報告する。大綱の作成に当たっては二階議員、与謝野議員、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、本日の骨格を作ることを決めた。資料の（１） から（５） が、５つ

の主要な骨格である。 

「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していくと考えている。 

具体的な取組みでは、２ページの項目に「大綱」のところが縷々書いてある。イ

ノベーション、グローバル化への対応等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抜

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出ている。

サービス産業の生産性向上も網羅されている。 

地域・中小企業の活性化・競争力強化も不可欠であり、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。 

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ある。 

   官官・官民の水平移動の促進等の人材を横へ移動することにより、人間力を高め

る具体策の実施、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

備等、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。 

（二階議員） 「経済成長戦略大綱」だが、先日、中川自民党政調会長、与謝野大臣、

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をした。自民党は翌日、小

泉総理にもご報告を申し上げ、大筋でご了解いただいたところである。 

また民間議員ペーパーでは、これまで諮問会議で議論し、積み上げてきたことを

大変よく整理いただいている。今後、優先実現項目を中心に、各省庁や与党と精力

的に調整を行う。 

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
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化策について議論をした。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いる。竹中大臣、牛尾議員からこれまでもご発言が

あった「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

と思う。 

配付資料の１ページ目。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いる通信、放送あるいは新

聞、出版といった消費者に伝達する産業を表したりしているが、これは無限の可能

性を秘めていると考えている。 

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と考えている。例え

ば、観光地の情報も貴重なコンテンツである。地域生活で回覧板が担う情報も、あ

る意味では重要なコンテンツと言えると思う。 

２ページ目。一番上の図では、これまでの状況を簡単に示した。消費者にとって

コンテンツを入手する手段は様々である。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

む手段は様々である。その際に、ＩＴの活用は有力な手段である。 

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

を見ることができるようになった。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る。今後、

消費者がコンテンツを入手する手段は多様化し、無限に広がり、進化していくと考

えている。 

ＩＴの活用によってコンテンツの市場が進化し、拡大することを「10 の可能性」

としてまとめた。詳しくは３ページに列挙してあるが、２ページ真ん中の図をご覧

いただきたい。 

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る。コンテンツの新た

な「担い手」が広がるということである。 

また、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・チャンスをつかむことがＩＴの創造的な活用で、さらに広がると考える。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ことでは

ないかと思う。 

ＩＴの創造的な活用が推進力で、今後のコンテンツ市場は約５兆円程度の拡大が

見込まれると思う。そのために取り組むべき課題について、２ページ下の図に７つ

まとめている。 

例えば、消費者がコンテンツを入手する経路が多様化する上で、著作権の処理を

円滑に進める必要がある。竹中大臣が取り組んでいる通信と放送の分野での重要な

課題であると承知している。 

例えば、映画祭など、東京国際映画祭は今年で 19 回目に及ぶ。こうした種類の

映画祭は各地で行われているが、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今後検討したいと

思う。 

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る。こうし
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た国際的な取り組みを含め、消費者や国民が知的創作活動を積極的に展開できるよ

うに、環境づくりに取り組むことが必要である。 

「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みたいと思う。先ほど国際コンテンツのカーニバルと申し上

げたが、今、海外での映画祭等には、各国から３万本もの出展作品が集中している

ことを思うと、日本においても国際的なチャレンジは、必要な時期に来ていると考

える。 

（竹中議員） 成長の非常に重要な柱になる通信・放送について、先般懇談会で中間と

りまとめを行ったので簡単に説明する。 

１枚目だが、基本的な問題意識はこれに尽きると思う。これから５年ぐらいが大

変重要になる。2010 年度に先般のＩＴ新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る。日本の社会が今までとは全く違った景色になる。2011 年に

は地上波放送のデジタル化が完了する。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"だと思う。それにふさわしいこと

を行うことが、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

うが、幾つか問題がある。 

コンテンツについて二階議員から御説明があったが、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

である。日本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。テレビでいろいろなものが作られているが、１回作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は８％しかない。これは著作権の問題がある

からである。今後インターネットテレビが期待されるが、今、インターネットテレ

ビだと、韓国のドラマは見ることはできるが、日本のドラマは簡単には見ることが

できない。著作権の問題である。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いる。 

最後のページだが、何をしなければならないか書かれている。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ならないと思う。

今、通信と放送で、継ぎはぎで９本の法律で縛っている。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。著作権がそれぞれ絡んでくるので大変ややこ

しくなる。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

要だと思う。 

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る。同時に、重要

であるから自由を持ってもらいたいが、光ファイバーに切りかわる中で、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ならないと

思っている。 

放送に関しては非常に強い規制があり、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ならない。民放も認めているところである。もう一つの重要な

プレイヤーであるＮＨＫについては、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。一方でスリム化するところはスリム化し、まだ出ていっていない

国際放送や、ＮＨＫアーカイブを利用したブロードバンドサービスなどには出るよ

うな、抜本的な見直しをしなければならないと思う。2011 年というターゲットを見

据えて準備を総合的に進めることが重要だと思う。 

（与謝野議員） 「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、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ある。大綱
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の骨格や優先実現項目について民間議員から提案があり、ほぼ共通の認識が得られ

たと考えている。二階議員が中心となって大綱の取りまとめ作業を進めるとともに、

諮問会議でも引き続き議論し、「基本方針 2006」への反映を図っていくこととした

いと思う。 

小泉議長から何か。 

（小泉議長） いいです。 

（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作って議論している。竹中議員がＮＨＫの改革を言われたが、

日本のコンテンツを海外に持っていく場合、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、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。倫理委員会というものは映画などには

あると思うが、テレビ番組にもあるのか。 

（竹中議員） ある。 

（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を

韓国テレビのチャンネルで見ている。小泉議長が見られる時間はないと思うが、日

本の番組は質の面で問題のあるものが多いので、何とかしなければならないと思う。

（小泉議長） 倫理というのは難しいだろう。映画の倫理規定でも、どれがいい、どれ

が悪いと言うのは難しい。 

あるものを普及させたい、もっと使ってもらいたいと思っても、著作権の関係で

使ってはいけないと言われる。 

（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。 

（小泉議長） 普及したいのだけれども使えないというのは、素人には少し分かりにく

い。 

（竹中議員） むしろ、一つ問題なのは、テレビ番組にはそれなりの規律があるが、イ

ンターネットのテレビになると全くなく、何でもありである。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るのに何もなくてよいのかという議論があ

る一方で、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

論があり、そこは微妙な問題だと思う。 

（二階議員） 私の郷里の方で、映画を作成して東京でそれを上映したいと相談があっ

た。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た。結果は、それが成功して上映させてもらうこと

になった。映画祭には各国から３万本の映画が集まってきている。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う。 

（小泉議員） カンヌ映画祭で上映されるのは、ごく僅かだろう。 

（二階議員） いや、たくさん上映するコーナーがある。カンヌ映画祭に出展し、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う」という注釈

付きだが、出展させてくれた。十数人の人がパリまでその映画を持っていった。こ

れも文化だ。 

（小泉議長） そうだな。 

（竹中議員） 民間議員、特に本間議員を中心にお願いしたいのだが、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

えない仕組みを作っておいたので、実際に増えなかった。何を申し上げたいかとい

うと、今、歳出削減について党で大変一生懸命御検討いただいており、それなりの

成果は上がると思うが、歳出が１回減ってもその後は増えないような仕組みを持っ
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ておくことが非常に重要。実は、それこそがこの５年間、民間議員の方々が主張し

てきたことそのものだと思う。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うのでお願いしたい。 

（与謝野議員） 以上で終了する。 

                               （  以 上）  
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