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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 5 月 25日(金) 17:50～19:22 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長       安 倍  晋 三   内閣総理大臣 

議員       塩 崎  恭 久   内閣官房長官 

同        大 田  弘 子   内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同        菅    義 偉   総務大臣 

同        尾 身  幸 次   財務大臣 

同        甘 利   明    経済産業大臣 

同        福 井  俊 彦   日本銀行総裁 

同        伊 藤  隆 敏    東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同        丹 羽  宇一郎    伊藤忠商事株式会社取締役会長 

      地方分権改革推進委員会委員長 

同        御手洗 冨士夫    キヤノン株式会社代表取締役会長 

同        八 代  尚 宏   国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員   冬 柴  鐵 三   国土交通大臣 

同      渡 辺  喜 美   内閣府特命担当大臣（規制改革） 

       

根 本    匠    内閣総理大臣補佐官（経済財政担当） 

             草 刈  隆 郎   規制改革会議議長 

 

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

（１）地方分権改革について 

（２）アジア・ゲートウェイ構想について 

（３）規制改革について 

（４）「基本方針 2007」に向けて 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第 14 回） 
 



 
平成 19年第 14回 議事録 

 

 2 

○ 地方税財政改革による自治の確立（有識者議員提出資料） 

○ 国の出先機関の大胆な見直し（有識者議員提出資料） 

○ 地方分権改革について（菅議員提出資料） 

○ 尾身議員提出資料 

○ アジア・ゲートウェイ構想について（根本安倍議長補佐官提出資料） 

○ 航空自由化（オープンスカイ）の促進に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 規制改革会議第一次答申について（草刈規制改革会議議長提出資料） 

○ 「基本方針 2007」の策定に向けて（有識者議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料（参考資料） 

○ アジア・ゲートウェイ構想 

 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  ただいまから、今年14回目の「経済財政諮問会議」を開催いたします。 

 

（報道関係者退室） 

 

（大田議員）  本日の議題ですが、始めに地方分権改革について、次いでアジア・ゲ

ートウェイ構想について、その後、規制改革について御議論いただき、最後に「基

本方針2007」に向けて御審議をいただく予定です。 

    まず、地方分権改革について御審議いただきます。時間が限られておりますの

で、御説明は３分から５分でお願いいたします。 

    では、まず、丹羽地方分権改革推進委員会委員長から御説明をお願いいたしま

す。 

 

○地方分権改革について 

（丹羽地方分権改革推進委員会委員長、丹羽議員、以下「丹羽議員」）  それでは、

簡潔に御説明を申し上げます。地方分権改革推進委員会における審議の状況と目

指す方向について説明をさせていただきます。 

    お手元のペーパーの１ページ目でございますが、地方分権改革推進法は大きく

３つの基本方針を定めております。これは地方分権改革推進法の第５条、６条、

７条に各々明記されておりますが、これを最も簡潔にまとめていただいているの

が、今年の１月26日の安倍議長の施政方針演説にあります。これをよくお読みい

ただければ、地方分権改革推進法の基本方針をおわかりいただけると思います。

この方針を踏まえまして、審議を行っているところでございます。 
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    ２ページ目、去る４月２日に安倍総理御出席の下で、第１回委員会を開催して

以来、総理から御要請がありました今月末の「基本的な考え方」のとりまとめに

向けて、精力的に議論を重ねてまいりました。 

    この素案、地方分権改革推進委員会におけるこれまでの議論を踏まえて整理し

たものであり、これに基づき昨日の委員会では更に議論を深めました。 

    ３ページですが、私は、これは５と５の原則と言っております。 

    この５つの目指すべき方向と、５つの基本原則を核にしたいと思います。地方

分権改革の目指す方向性につきましては、分権型社会への転換、あるいは地方の

活力を高めて強い地方を創出する、地方の税財政基盤の確立、簡素で効率的な筋

肉質の行財政システム、自己決定・自己責任、受益と負担の明確化により地方を

主役に、というこの５つの方向性であります。次は、地方分権改革推進のための

基本原則でありまして、基礎自治体優先、明快、簡素・効率、自由と責任、自立

と連帯、受益と負担の明確化、住民本位、であります。この原則の下で、これか

らも議論を進めていきたいと思っております。 

    今回の地方分権改革におきましては、基礎自治体優先の観点からの国と地方の

役割分担の見直しを始めとしまして、地方の条例制定権の拡大、国と地方の行政

の重複排除と国の地方支分部局の廃止・縮小、税源移譲を含めた地方税財源の一

体的な改革が大きな論点になるものと思われます。 

    これらは、まさに21世紀の時代の変化に的確に対応していくため、中央政府と

対等・協力の関係にある地方政府を確立し、地方が主役となることを目指すとい

うものでありまして、この国の形そのものに関わる重要な政治改革でもあると考

えております。 

    総理の地方分権改革に対する思いをしっかりと受け止めながら、30日の「基本

的な考え方」のとりまとめに向けまして、こうした私の思いもその中に盛り込ん

でいきたいと考えております。「基本方針2007」にもその趣旨を是非反映していた

だきたいと思います。工程表につきましては、平成22年３月末が当委員会の設置

期限とされております。順次勧告等をとりまとめていきたいと考えております。

政府におかれましても、これを踏まえて、地方分権改革の推進に積極的に取り組

んでいただきたいと思いますし、是非、御支援をお願いしたいと思います。 

    以上でございます。 

（大田議員）  それでは、有識者議員から２つペーパーが出ております。続けてお願

いいたします。 

（八代議員）  それでは、有識者議員のペーパーを御説明させていただきます。まず

第１は「地方税財政改革による自治の確立」というペーパーでございます。今、

丹羽会長から御説明いただきましたように、地方分権改革の中心は税財政でござ

います。自治体が自ら税を徴収し、地域の住民が自らの負担との見合いで必要な

行政サービスを選択するということが地方自治の基本でありますし、その理想像

に近づけるべく地方税財政を設計しなければいけないのではないか。地方分権改

革推進委員会におかれましては、以下の３つの原則を重視し、検討をお願いした
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いと思います。 

    原則の第１は「住民の選択が機能し、自治体の努力が生きる税財政にする」と

いうことであります。自治体の自立とナショナル・ミニマムの確保が両立すると

いうことが大事ではないか。地方交付税が保障している行政内容と行政水準は、

現在はどちらかというと、ナショナル・スタンダードに近いものであり、これを

地域の実情に合わせたナショナル・ミニマムへと根本から見直すべきではないか

ということです。地方税の改革は国庫補助金・地方交付税・地方債等々一体で改

革する必要があるわけですし、財政全体が地方分権にかなった姿にすべきであり

ます。 

    そのためには、第１に、地方税の比重を増やすということ、住民が支える自治

体の姿に近づけることが大事であります。このためにも過去２回の民間議員ペー

パーで強調してきましたように、現在の国と地方の税収比を速やかに５対５とす

べきであると考えます。第２に、地域の実情の違いに関わらず、行政サービスに

ついて画一的な国の義務づけ、基準付けを最小限にし、自治体が行政サービスの

中身を責任を持って決定できるようにするということです。第３に、地方債の負

担が後の交付税で償還されるといった隠れた交付税や補助金にならないよう、自

治体が選択し規律をもって発行するようにするということでございます。 

    原則２は「地方分権の時代にふさわしい国税・地方税の設計にする」というこ

とで、地方税の本質として、やはり個人住民税（均等割）などを地方税のより中

核に据えるべきである。現在は標準税率は余りにも尐なくて、納税先が乏しい１

つの原因になっているわけであります。やはり首長と議会は、投票権を持つ個人

に対して必要な歳出に見合う税負担を説得すべきではないかと考えます。 

    次に、これは重要な点でありますが、地方間の偏在度を小さくする工夫を行う

べきであります。例えば偏在度の大きな法人二税について地域間の按分の基準を

変えるとか、偏在度の大きな法人二税と小さな地方消費税を同額ずつ増減税する。

あるいはそもそも偏在度の大きな法人二税を交付税の財源とし、交付税財源であ

る消費税を同額の地方消費税にする等、さまざまな方法が考えられると思われま

す。 

    税財源に関して地域間の偏在を拡大させない方法について、国だけではなく地

方自治体からも積極的な提案を行い、実現に向けた合意形成を図るべきではない

かと考えます。 

原則３は「国から地方への財源配分は、予見性・安定性・透明性を重視する」

ということで、国による毎年度の交付税特例措置をやめ、中期的に交付税率分の

みに固定する方法を検討すべきではないか。この間の各年度の調整は、自治体の

責任において行う。現在は、毎年の地方財政対策を待たないと交付税額がわかり

ませんので、自治体は財政運営に非常に困っております。その意味で、更に交付

税の算定を簡素化すべきであるということでございます。 

    以上が地方税財政改革でございます。 

    続きまして「国の出先機関の大胆な見直し」というペーパーを御説明させてい
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ただきます。 

    地方分権を進めるに当たっては、国の出先機関の見直しは不可欠であります。

国家公務員のうち約７割は霞が関ではなくて出先機関におります。やはりここに

メスを入れる必要があるのではないか。 

    出先機関の見直しに当たっては、国の果たすべき役割を限定し、それ以外の事

務は抜本的に地方に移譲するということが必要ではないか。その作業のため、出

先機関の分類を試行的に行いました。以下は、作業への提案でございます。地方

分権改革推進委員会におかれましては、これを一案として、国の出先機関の抜本

改革を検討し、具体的な案を作成していただきたいと存じます。 

    事務の分類の考え方でございますが、１つは国に残すもの、つまり国家として

の存立に直接関わっている事務であって、税関や防衛がこれに当たるかと考えま

す。全国的な規模や全国的な視点に立って行わなければいけない事務も、やはり

国に残すべきではないか。 

    ２番目に地方に移譲可能な事務のうち、現在は主に国のみでその事務を行って

いるもの、労働基準監督行政のようなものは、仕事と人員の移譲を検討できるの

ではないか。 

    最後に地方に移譲可能な事務のうち、地方でも既に同様な事務を行っているも

のは、地方移譲によって、人員の合理化ができるのではないかということでござ

います。 

    別表に国に残すもの、地方に移譲可能な事務のうち現在は国のみで行われてい

るもの、地方でも同様の事務で行っているものの３種類に、具体的に各省別の事

務を分類しております。最後の７ページでございますが、現在地方にいます国の

約21万のうち、約半分ぐらいが地方に移譲可能なカテゴリーに入るわけでござい

ます。これはあくまで一つの試案にすぎないわけでありまして、合理化の可能性

が非常に大きいことを示唆しております。 

    ２ページに戻っていただきまして、今後の見直しに当たっての課題でございま

すが、出先機関の事務分類と地方への移譲を行うに当たっては、併せて次の点の

検討が必要であります。 

    まず国と地方の役割分担を見直すということ。出先機関を地方へ移すために、

国から地方へ同時に事務や権限を移さなければいけないわけです。出先機関の職

員が業務とともに地方自治体へ移る場合の対応をどうするか。出先機関はブロッ

ク単位でありますので、事務を移す場合の地方の受け皿をどう認定するかという

ことであります。これは道州制問題と当然絡むわけでありますが、道州制ができ

る前でもつながっている道路のような場合は、隣接する県が協力して事務を受け

るということは当然できるのではないかと考えます。 

    以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、菅大臣、お願いいたします。 

（菅議員）  「地方分権改革について」という資料を出させていただいています。１

ページ目、「Ｉ  新地方分権一括法の早期制定に向けて」ということでありますけ
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れども、今丹羽委員長からお話しいただきましたけれども、地方分権改革推進法

に基づいて地方分権改革について丹羽委員長の下で７名の委員によって御審議い

ただいております。国と地方の役割の分担の見直しを徹底して行って、更に権限

移譲あるいは事務の義務づけ・枠づけの見直し、関与の見直し、こういうものに

取り組んでいただいております。 

    ３年の時限で集中的に行っていただいて、３年以内に新地方分権一括法を提出

をしていただきます。 

    更に、総理を本部長とする強力なリーダーシップの下にこれを実行に移してい

く。このような形であります。 

    「２  地方の行政体制の整備」ですけれども、地方自治体に更に監査機能の充

実・強化というものも必要だと思いますし、基礎自治体の在り方について第29次

の地方制度調査会を立ち上げて、これを検討させていただきたいと思います。 

    ちなみに、3,200ありました地方自治体が、今、1,800までになっておりますの

で、更にこの合併を進めていきたいと思っております。 

    地方分権改革推進委員会と29次地方制度調査会とが相まって、地方分権を強力

に進めていきたいと思います。 

    ２ページをお開きいただきたいと思います。地方分権にはふさわしい税制改革

が必要だと思います。特に交付税、補助金、税源配分の見直しを一体的に検討し

たいと思います。 

    そういう中で、国と地方の仕事は地方が６、国は４ですけれども、税は逆で４

対６になっておりますので、私どもとすれば、国と地方の税収比を当面目標とし

ては１対１を目指して地方税を充実させていきたいと思います。 

    ２番目に「財政規律の徹底」であります。昨年に夕張市のような形で破綻をし

ました。そういう中で、公会計を早期に整備し、第三セクター、公社も含めた連

結が可能な法案を今国会に提出させていただきまして、今日衆議院で可決いたし

ました。今国会でしっかり成立をさせていただき、透明性の下で地方自治体の財

政状況が一体的に判るような形にさせていただきます。 

    ３ページ目であります。税の中で偏在度の小さい税が必要だと思っています。

特に、現在景気回復に伴いまして、法人二税が景気のいいところが非常に伸びて

おりまして、東京都は４年間で約１兆4,000億円の税収増であります。しかし、同

時期の財政力の弱い地方の都道府県の増は、８県合計して1,400億円でありますか

ら、８つ足して東京の10分の１であります。 

国と地方で今４対６になっているものを５対５とすることと同時に、今までの

総務省は考えていなかったのですけれども、地方間の偏在是正、水平調整といい

ますか、そういうものについても必要があるだろうと私は思っております。 

    最後に「ふるさと納税」について簡単に御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

    特に、このような厳しい財政状況の中で、市町村長、県知事から、18歳までは

地方で子どもたちを育てるのに多額の行政コストをかけており、それは2,000万円
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近い。いざ納税の段階になると都会に出てしまう。これも何とか還元できる仕組

みを作って欲しいとよく言われます。更にいろいろな問題がありますけれども、

生涯を通じた受益と負担のバランスを考えるべきではないか。こういう意見も地

方の市長などから言われています。更に都会で生活をしている納税者からも、自

分が生まれ育ったふるさとに貢献をしたい、両親がいるところに貢献したい、と

いったいろいろな意見があります。また、これは意外に多かったのですけれども、

自分と関わりの深い地方を応援したい、という意見もかなり私どもに寄せられて

おります。 

    こうした中で、６月１日にふるさとに対する納税者の貢献であるとか、関わり

の深い地域への応援が可能となるような税制上の方策の実現に向けて研究会を立

ち上げて、本年暮れまでに検討していきたいと思いますので、是非これについて

も、各委員の皆さんには御理解をいただきたいと思います。 

    以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、尾身大臣、お願いします。 

（尾身議員）  地域間の財政力格差の問題について、資料の１ページをごらんになっ

ていただきたいと思います。 

    まず、国と総体としての地方の比較が一番上の表にありますが、国の方は債務

残高607兆円、税収39.8兆円ということで、債務残高の税収に対する比率が約15倍。

これに対して地方は債務残高と税収の比率が約3.5倍となっております。 

    プライマリーバランスでありますが、国の方はプライマリーバランスがマイナ

ス、地方はプライマリーバランスがプラスになっておりまして、国と相対として

の地方を比較して見ると、地方の方がはるかに財政状況は楽であり、国の方が厳

しいという状況でございます。地方においても国と同様の厳しい歳出改革を行っ

ていただきたいということが１つであります。 

    ただ、菅議員もお話がありましたように、１ページの下の方の表は、総務省の

数字と同じでありますが、今、財政力の格差が非常に広がっていまして、東京都

と愛知県が大きな不交付団体になっておりますが、東京のいわゆる財源超過が１

兆4,000億円、愛知県が約200億円ということになっております。 

    19年度になりますと、三位一体の数字が出てまいりまして、実はこの格差がも

っと広がるということになります。 

    東京の財源超過額１兆4,000億円は、一番財政力指数の低い８県の合計の財源不

足額と数字が合っているということでございまして、地域間格差の拡大が現段階

で極めて大きい国家としての問題であると考えております。 

    ２ページをごらんいただきたいと思います。国と総体としての地方の財政状況

では、国の方が厳しい。しかし、地方の間での財政力格差が極めて大きくなって

いるということで、この問題の解決をしなければならないと思っております。 

    菅議員のお話もありましたが、財政力格差の最大の要因は地方法人二税の税収

が偏っており、最大最小の比率が6.5倍になっているということでございます。こ

れについての見直しをしていかなければならないと考えております。 
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    それから、地方消費税を含めた消費税の在り方については国の消費税の分は福

祉目的税になっておりまして、今後、年金・医療・介護の経費に加えて尐子化対

策を行うということになりますと、消費税は極めて重要な項目でありまして、こ

れを減らすことはできないと考えております。消費税等の歳入については、今年

の秋には国・地方の財政状況や消費税の使途を踏まえまして、抜本的な税制改革

の中で取り上げていくことにしているわけでございまして、その辺りで、この問

題について考えていきたいと思います。 

    また、民間議員の意見にもありますが、国と地方の業務量が４対６であり、税

収が６対４であるということで、５対５にするということにしたらどうかという

御意見がありますが、これを行いますと３ページの下の表にありますように、地

方の分が税として収入が多くなるということは、今の地方税の構造が、わかりや

すく東京都と島根県の例で申しますと、東京都の方にばかりお金が行って島根県

に行かない。 

    要するに、税源を地方に移譲すると言うと一見聞こえはいいわけでありますけ

れども、実際はその税源は税を納める企業、個人ともに東京に集中していて、例

えば島根県には税を納める企業も個人もいないということになりますので、税源

移譲を行いますと、ますます都市部と地方の格差が広がるということになります。 

    地方交付税として国でいただいた税を格差調整のために使っているという、い

わゆる格差是正のためのお金は、実は大変大事であります。この分について例え

ば道州制にしたらいいとか、あるいはもっと税源を地方に移譲したらいいという

ことは、見かけはよさそうなのでありますけれども、地方の格差、例えば田舎の

子どもと東京の子どもで言うと、教育の機会均等あるいは福祉その他についても

東京の子どもの保育などについての補助金というのは、実は田舎の県と比べると

物すごく手厚くなっております。そういう点でも、保育とか教育についての地域

間格差、都道府県の間の格差がどんどん広がることになっております。 

    そういう意味で交付金による格差是正のための対応というのは、どうしても必

要でありまして、ただ、いわゆる事業のひも付きで地方にお金を出すというのは

よくない。むしろ真っ白いお金を出して、その使い方は地方に任せる、という形

にしていかないと、本当の意味での地方分権にならないと思います。 

    地域間格差の問題と、地方分権という問題は、極めて聞こえはいいのですが、

格差是正については、中央で税を取ってお金のないところに回すという交付税の

役割というのは、実は地方自治と矛盾しないという考え方で、教育や行政サービ

スの機会均等という考え方を国家としては採る。そういう考え方を入れずに、地

方分権という名の下にどんどん地方に税源を移すと、ますます経済的な格差が広

がって、実は地方分権といっても田舎の方の県は何もできなくなるというような

ことになります。その点をしっかりと現実問題として考えた上で、この問題に対

応していかなければいけないと私は考えております。是非この点については、安

倍政権の基本的な方向として御理解をいただきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、自由に議論をお願いします。 
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    どうぞ。 

（八代議員）  今、尾身大臣が言われた点は、極めて重要な点でございます。 

    ただ民間議員ペーパーでも書いてございますように、地方分権を進めつつ地域

間の格差を是正することは十分に可能であるわけでして、それは偏在の大きな法

人税を消費税に置き換える。しかも、ここでの消費税は決して国の福祉目的のた

めの消費税ではなくて、もともと交付税の財源であった消費税を地方消費税にた

だ移すだけでも十分対応可能であります。 

    それから、尾身大臣もおっしゃいましたように、地方税を拡大してその分地方

交付税を削減するということは望ましくないとしても、補助金をその代わりに削

減すれば、所得再配分機能としての地方交付税は残るわけであります。更に菅大

臣がおっしゃいましたように、もっと水平的な再配分メカニズムを強化するとい

う形で、地方分権と地域間格差の是正は十分に両立できるのではないかと考えて

おります。 

（大田議員）  どうぞ。 

（菅議員）  民間議員ペーパーの中で２点だけ言わせていただきたいのですけれども、

個人住民税の均等割を地方税の中核にすべきということでありますけれども、実

は現在、2,000億円程度しかないものですから、これを実行するには、私は正直言

ってかなり無理があるのではないかと思っております。 

    それと「国の出先機関の大胆な見直し」についてでありますけれども、国と地

方の役割分担の見直しをして国から地方へ移譲を行うのは、私は当然のことだと

思っていますので、これは極めて大事な指摘だと私どもは考えております。 

（大田議員）  丹羽委員長、今日の民間議員のペーパーの中で、このような原則、考

え方で御検討いただきたいということがありましたが、いかがでしょうか。 

（丹羽委員長）  先ほど申し上げましたように、５と５の原則を堅持して、これから

６月、７月の２か月にわたり北から南に行脚をいたしまして、首長の話もよくお

聞きして、並行して地方分権改革推進委員会で検討を続けたいと思っております。 

    秋の中間の地点で、初めて財政を含めた地方分権に関わる諸問題について御提

言をする予定であります。６月早々からこの問題について精力的に取り組むこと

にいたしております。 

    ただいまの各議員の提出資料で指摘された点も踏まえまして、地方分権改革推

進委員会でしっかりと議論していきたいと思っております。 

（大田議員）  ありがとうございます。今日のいろいろな御提案を踏まえて前向きに

御検討くださるということですので、どうぞよろしくお願いいたします。諮問会

議においても、また、今後議論を進めてまいりたいと思います。 

    総理から何かございますでしょうか。 

（安倍議長）  地方分権改革推進委員会から近々示されます「基本的考え方」をしっ

かりと受け止め、「基本方針2007」に盛り込んでいきたいと思います。 

    「基本的な考え方」のとりまとめに併せて、私が本部長となります推進本部を

設置し、地方分権改革推進委員会からの提言を強力に実行することをお約束いた
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します。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、次の議題に移りたいと思います。 

    根本補佐官、冬柴大臣が入室されます。 

 

（根本補佐官、冬柴臨時議員入室） 

 

（大田議員）  それでは、先ほどとりまとめられましたアジア・ゲートウェイ構想を

めぐって議論をさせていただきます。時間が限られておりますので、御説明は５

分程度としていただけると幸いです。 

    まず、根本補佐官から御説明をお願いいたします。 

 

○アジア・ゲートウェイ構想について 

（根本内閣総理大臣補佐官、以下「根本補佐官」）  それでは、私の方から説明させて

いただきます。アジア・ゲートウェイ構想は安倍政権の柱であり、オープンな日

本を示す非常にメッセージ性の強い政策であり、地域や国民の期待も大きく、ア

ジアを始めとする諸外国の関心も大変高まっております。骨太方針にしっかりと

位置づけていただきたいと思います。それでは、「アジア・ゲートウェイ構想につ

いて」という資料で御説明させていただきます。 

    まず１ページ目であります。アジア・ゲートウェイ構想を検討するに当たりま

しては、戦略会議の議論だけではなくて、有識者の懇談会あるいはヒアリングな

ど従来の霞が関だけの情報ではない複線型の情報収集を実施し、政策を掲げてい

きました。この構想は安倍総理のイニシアティブによるもので、私も要所要所で

総理に報告するとともに御指示を仰いで進めさせていただきました。 

    昨年末重点７分野を選定し、３月には「最重要項目10」に絞り込みました。こ

れらについて具体策を検討することによりまして、単なるビジョンではない戦略

的な構想にすることに心がけました。航空政策のほか、貿易手続改革、留学生政

策、金融、農業、特区活用などの地域戦略、文化産業戦略、研究の中核機能の強

化など、人・物・資金・情報・文化の流れにおいて、日本がアジアと世界の架け

橋になる。これを目指しました。 

    ２ページ目にまいります。冬柴大臣には、アジア・ゲートウェイ構想の指針に

つきまして御理解をいただき、これまでの航空政策を大転換し、航空の自由化に

大きくかじを切っていただいたことに感謝申し上げます。冬柴大臣を始め、多く

の関係者の御尽力がありまして、航空の自由化の政策転換をいたしましたので、

その内容を広く理解していただくことが必要だという思いで諮問会議できちんと

説明したいと思います。 

    関西国際空港、中部国際空港につきましては、冬柴大臣の大英断によりまして、

自由化に向けて大きくかじを切っていただいたところであります。条件付きの自

由化といった報道もありますが、今回の改革の意義が十分理解されているとは思

いません。互いに二国間交渉で航空の自由化を行うことは、欧米を含め世界の常
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識であります。欧米でも自国のみを開放している国はありません。アジア・ゲー

トウェイ戦略会議で議論してきた自由化も当初よりこのラインでやってまいりま

した。 

    アジア各国に働きかけて、スピード感を持って戦略的に進めることが重要だと

思います。格安航空会社の参入など、具体的な成果を１日も早く見せて、改革の

効果を実感してもらうことが大事だと思います。 

    地方空港におきましても、二国間交渉を経て自由化を推進いたします。ただし、

一方的な受け入れを認めるものなので、報道機関によっては、この相手国の自由

化を求めない一方的な受け入れを認めることだけが完全な自由化であるという誤

解をされているところがありますが、これは誤解であります。 

    首都圏空港についても将来の容量拡大をにらみ、自由化について検討いたしま

す。容量拡大に向けて、可能な限り政策を検討していただきたいと思います。 

    羽田の国際化でありますが、再拡張前も昼間は上海や北京オリンピック、深夜・

早朝は欧米便を含むチャーター便、新たな時間帯の拡張協議を開始するなど、で

きる限りの増便を実現するとしております。もし仮に昼間の追加ができれば、国

内線の満杯の中で生み出される貴重なものでありますので、路線については高度

な政策判断が必要だと思います。再拡張後も昼間は供用開始時に３万回。国内需

要の動向を踏まえ、その後の増便も可能だと思います。深夜・早朝は欧米便も含

む定期便を推進いたします。昼間の羽田の国際線につきましては、これまで国内

線の最長距離が目安でありましたが、これを見直し、距離の基準だけではなく、

需要や路線の重要性も合わせて判断することにいたしました。 

    国際空港の24時間化につきましては、深夜・早朝利用を促進しフル活用に向け

ての可能な限りの施策を推進いたします。特に、完全24時間化される関空をフル

活用するため、羽田、関空、海外の路線展開・乗継利便の改善を推進いたします。 

    いろいろ申し上げましたが、重要な点は目に見える実績を上げることだと思い

ます。航空当局だけではなく、地元の経済界や公共団体が一体となって、地域の

活性化あるいは開かれたアジアをともにつくるために、総合の航空自由化を推進

していただきたいと思います。 

    ３ページ目にまいります。「骨太2007」において、特に明記すべき事項を掲げさ

せていただきました。 

まず貿易手続の改革。策定に当たりましては、官民の実務家に集まってもらい

ました。利用者の視点から具体的な制度的課題を徹底的に議論し、取りまとめを

いたしました。省庁横断的な視点で、各項目について担当省庁、期限等を明記い

たしました。官民で継続的なフォローアップを行うとともに、毎年度、政府全体

でプログラムを改定いたします。 

    次に留学生政策でありますが、アジアの高度人材を積極的に迎え入れる。これ

はアジア・ゲートウェイ構想の重要な課題であります。これまでの10万人受入計

画に代わる数値目標が必要だと思います。アジア・ゲートウェイ戦略会議では、

世界の留学生市場の急拡大を見据えまして、尐なくとも世界の５％のシェアを確
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保することを国の目標として明確化すべきだといたしました。また、文化産業戦

略を含め、文科省、外務省、こういう省の垣根を越えて政府全体で取り組むべき

課題が山積しております。大学、大学院の枠内にとどまらない、包括的なアプロ

ーチが必要だと思います。今後の具体的取組を明確化し、包括的な新たな留学生

戦略としてとりまとめるべきだと思います。 

    次に地域戦略。アジア・ゲートウェイ構想で取り上げた施策を実現するために

は、各地域での具体的な取組みが不可欠であります。既に関西や沖縄などでアジ

ア・ゲートウェイ構想に呼応して、地域のアジア・ゲートウェイ戦略の検討が進

められております。地方公共団体や経済団体などの取組を促進するために、構造

改革特区制度を活用するとともに、国の支援を検討したいと思います。地域の知

恵と工夫によってアジアとの交流拡大を目指す、この地域戦略を推進していきた

いと思います。 

    次に日本文化産業戦略ですが、日本の魅力を発信するためには、魅力の再評価、

そして文化産業の持つ経済上、外交上の効果も大きい。こういう観点から、日本

文化産業戦略を策定いたしました。日本文化競争力や情報発信力を強化すること

が重要だと思います。また、日本の魅力の向上・発信に貢献した日本人あるいは

外国人を総理大臣自らが表彰・顕彰する制度を構築するとともに、今の日本の魅

力を体感してもらえるジャパン・クリエイティブ・センターを、シンガポールを

始め、海外に設立したいと思っております。 

    最後にアジア・ゲートウェイ構想の表紙でありますが、富士山をイメージして、

海は浮世絵の波と、日本をイメージした表紙であります。筆とパソコンを使って

おります。オールド・ニューというのがタイトルで、新しいものと古いものを両

方大切にしようという日本文化の特質を表現いたしました。委員である宮田芸大

学長の作成になるものであります。御紹介しておきます。 

    ありがとうございました。 

（安倍議長）  そう言われると、価値があるような気がしますね。 

（大田議員）  これは、何色なのですか。 

（根本補佐官）  色は墨です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、民間議員からお願いいたします。 

（伊藤委員）  「航空自由化（オープンスカイ）の促進に向けて」と題されました民

間議員ペーパーについて御説明をしたいと思います。 

    まず、アジア・ゲートウェイ戦略会議の報告において、我々がかねてから提案

しておりました航空自由化及び羽田空港の24時間運用を含め、かなり内容が実現

に向けて動き出すことになりました。改革の突破口として非常に高く評価したい

と思います。そして、根本補佐官、冬柴大臣を始めとして、関係者の御尽力に心

から敬意を表したいと思います。こうした改革の大きな一歩を確実に具体的実行

へと結び付けるとともに、更に大きな改革のうねりとしていきたい。これが重要

であると思います。 

    そのために３点ほど挙げておきます。１点目は、アジア・ゲートウェイ構想の
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航空自由化工程表というものをつくったらいかがかということです。実施時期を

具体的に明記した工程表を早急に策定していただき、経済財政諮問会議に御報告

いただきたいというお願いであります。 

    ２点目は、アジア・ゲートウェイ構想では、「アジア・オープンスカイ」をスピ

ード感を持って戦略的に推進するとされたことは高く評価したいと思います。し

かし世界では、欧州におきましても米ＥＵオープンスカイ協定が締結されるなど、

航空自由化への動きがますます加速しております。アジア・欧州の間では非常に

大きな航空需要があることから、自由化の時期を逸することなく、日欧の航空自

由化について早急に検討すべきであると我々は考えております。 

    注目は、首都圏空港の更なる自由化ということで、今後４年間は非常に重要で

あると思います。アジア・ゲートウェイ戦略会議の成果を突破口として、具体的

な運用の工夫、さらなる自由化の検討が必要であると思います。例えば内外のニ

ーズの高い首都圏空港である羽田、成田については、容量拡大に向けて可能な限

り施策を検討する。これはアジア・ゲートウェイ構想に書いてあることでありま

すが、羽田空港の昼間の時間帯の国際線の路線や回数の拡大に向けた取組につい

て早急に具体化を進める必要があると考えております。また、日本発着の国際航

空運賃のさらなる自由化についても併せて検討していただきたいと思います。 

    アジア・ゲートウェイ構想は非常によい出来のものでありますが、これを実施

する立場の冬柴大臣に５点ほど確認したいことがありますので、これを質問させ

ていただきます。 

    １点目。アジア・ゲートウェイ構想には、2010年第４滑走路完成以前の羽田空

港の深夜・早朝時間帯に、欧米便を含む国際チャーター便を積極的に推進と書か

れておりますが、これは定期的国際線チャーター便も含めて、内外に無差別の航

空会社で実施していただけるという理解でよろしいでしょうか。 

    ２点目。2010年に向けて、新たに羽田空港に整備される新国際線ターミナルに

ついては、国内線ターミナルとの間に乗り継ぎの利便性に十分配慮したもの、例

えば無料で地下無人運転のシャトル電車で連絡すべきであると考えますが、いか

がでしょうか。 

    ３点目。アジア各国との間で航空自由化―「アジア・オープンスカイ」―のた

めの交渉を優先して進めるということは理解しましたが、例えばその上で、先ほ

ど申しましたように、欧州との間でも同様の自由化交渉をどう進めていくのかと

いうことをお聞きしたいと思います。また、欧州航空会社と日本の航空会社の間

のイコールフッティングの確保から、ロシア上空通過料の撤廃にもの御努力いた

だきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

    ４点目。2010年以降、羽田の容量が拡大した際に、羽田の国際線は３万回とさ

れておりますが、これはその後の国内、国際の需要の動向を見極めながら、例え

ば国内の需要がそれほど多くなかったということが判明したような場合には、国

際線の回数を増やすことができるという可能性を残していると解釈してよろしい

でしょうか。 
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    最後に、５点目です。首都圏空港の容量の拡大に向けて、今後も可能な限りの

施策を検討する。これはアジア・ゲートウェイの言葉ですが、この実施状況につ

いても今後定期的に御報告いただいた上で議論していきたいと考えますが、これ

でよろしいでしょうか。 

（大田議員）  では、冬柴大臣、お願いします。 

（冬柴臨時議員）  私も意見を後で述べる機会をいただきたいですけれども、伊藤先

生からのお尋ねに対して、順次答えさせていただきます。 

    １番目の羽田の深夜のチャーター便については、内外無差別で定期的なチャー

ター便も含むと解していただいて結構でございます。 

    ２番目の羽田の国際と国内のターミナルの乗り継ぎの利便性は、無料バスや無

料乗車券等をお配りするようなことも検討中でございますが、シャトルシステム

をつくるということになりますと、コストベネフィットも踏まえて今後検討した

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

    ３番目の欧州との自由化交渉につきましては、アジアの次の段階として進展状

況も踏まえ検討させていただきたいと思っております。また、ロシアの上空通過

料でございますが、大事な点と認識しておりますので努力いたしますが、２月27

日にロシアからレビチン運輸大臣が来られまして、話をする機会がございました。

私の方から「積極的にＥＵとやっているらしいではないか。ＥＵをただにして日

本がただにされなかったら、これは全然イコールフッティングではなく、向こう

へ全部行ってしまう。そんなことはないだろうね。」と言ったら、「それは絶対に

ない。向こうをやるときには、日本にもきちんとやる。」という話でございました

ので、きっちり守ってくれるかどうかは別として、私はその意味で、そのように

記録も取りました。 

    ４番目の羽田の国際線の回数増の可能性でございます。国際線は供用開始時に

３万回というのは、平成15年６月12日に、千葉県を含む４都県の知事、政令指定

の市長、国土交通大臣との間で、とりあえず３万回という約束をしました。 

    しかしながら、その後、伊藤先生もおっしゃったように、実際の需給状況はま

だ先でございますので、開港してから需給状況を見ながらというような感覚で、

私はおります。ただ、今も私のところには、羽田にちゃんと着けてください、北

海道、東北地方の知事さん等から申出が来ております。沖縄からも向こうが満杯

ですのに来ております。そういうことがあるということは含んでおいていただき

たい。 

    ５番目の首都圏空港の容量拡大の実施状況については、できる限り努力いたし

ますし、その成果は逐次御報告をしたいと思っております。今の計画では、成田

で２万回、羽田で３万回ということで、これは先ほど申し上げました平成15年６

月12日の都府県との合意でこのようにしていますので、とりあえずこれでやって

ほしいと思いますが、ただ、いろいろなことを工夫しておりますので、また増え

れば御報告申し上げます。 

    以上です。 
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（大田議員）  どうぞ、続けて御意見をお願いします。 

（冬柴臨時議員）  恐縮です。５月16日付で、今根本補佐官から御報告をいただきま

したアジア・ゲートウェイ構想をまとめていただきましたが、これには総理も御

出席の上であり、私もこれは現時点で実行可能で、かつ最大限の内容をまとめて

いただいたということで、本当に根本補佐官にも心から敬意を表して評価を申し

上げているところでございます。 

    ところが、５月21日に規制改革会議から国土交通省の航空局長に、この問題で、

航空に関する公開討論会をしたいから出てきてくれという話がありまして、もち

ろん航空局長は出席したのですが、その席で、いわゆる内際分離という、羽田は

国内線、成田は国際線の基幹空港であるというものは見直すべき、また羽田は直

ちに国際定期便を就航させるべき、という話を、記者がたくさんいる前でおっし

ゃっていました。せっかく５日前にまとまったアジア・ゲートウェイ戦略会議の

場で、この問題はさんざん議論をしまして、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県

の知事と、それぞれの政令市の市長に御出席いただき、国土交通大臣も出席して、

羽田を開放したときにはどうするかという話し合いを文章でまとめたわけです。

千葉は特に、羽田といっても、いつもその上空を飛び騒音があるわけです。深夜・

早朝も飛ぶということになります。それからそこには24の漁業者の組合がありま

す。羽田の埋立てには千葉の土砂を使うという約束がありまして、これには１日

に6,000台のダンプカーで運んでもらわなければならず、今後も迷惑がかかるわけ

です。 

    それから、成田の北進といいますけれども、今の2,180メートルの半端なところ

の北、南に人がいるものですから、北側へ約500メートル延伸をするということに

ついても、これから大変困難な事態が待っています。それは、89戸の人に移転し

ていただかなければならないのです。騒音がひどいものですから、540戸の人に二

重窓などの騒音対の約束をして、これから始めようとしている。そこへ、千葉を

刺激するようなことを公の場で言ってもらうと、私どももこれから進める者とし

て非常に困るわけです。 

    ５月25日付で、千葉県知事及び成田市長を始め、千葉県周辺の６市長から、成

田空港と羽田空港の在り方に関する意見がありました。規制改革会議で、成田空

港は国際線の、羽田空港は国内線の基幹空港とする従来からの内際分離政策を転

換し、更に羽田空港の再拡張前にも国際定期便を前倒しして就航させるべきとの

議論がなされていると聞いておりますが、千葉県及び成田空港周辺自治体はこれ

に対し強い懸念を抱きつつ、注視しているところであるということから始まりま

して、内際分離は羽田空港が満杯になったから成田をつくろうといったときから

政府が一貫して取ってきた政策であって、これを国土交通省が理解して我々にも

そのような説明をしてくれているけれども、それをここで大転換するという話を

表立ってされるということは非常に困る。 

    また、羽田を前倒しして国際線を飛ばせと言われても、今も満杯なのです。た

だ、私どもはできるだけのことはします。北京オリンピックのときとか、あるい
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は虹橋が開けば、これはどんなことをしてもここから飛ばそうと思っていますけ

れども、それ以外のところへここから飛ばすということは、先ほどの合意の経過

から見ても非常に無理があります。私は、総理がおっしゃっている自由化という

ものには最大限努力しますけれども、合意に反することや物理的に無理なことを

お約束することは、無責任ですからできないということを申し上げたかったわけ

でございます。非常によくまとめていただいているものをまた蒸し返すような議

論が公の場でなされるということについては、私は非常に危惧をしていますし、

そうあってはいけないのではないかと思っていることも申し添えおきます。 

（大田議員）  ありがとうございます。御意見は、ほかにないでしょうか。 

    冬柴大臣、民間議員からアジア・ゲートウェイの工程表を御検討をいただけな

いかという要請がありますが、それはいかがでしょうか。 

（冬柴臨時議員） もちろん出来るだけの努力はさせていただきますけれども、要する

に交渉したり、いろいろなことがあるものですから、わかる段階で逐次出させて

いただきます。 

（大田議員）  ありがとうございます。八代議員、どうぞ。 

（八代議員）  根本補佐官、冬柴大臣におかれては、今回のアジア・ゲートウェイ構

想については非常に御苦労されたと思います。このアジア・ゲートウェイ構想は

日本経済の成長のために極めて重要であって、そのためのインフラ整備というの

も今後必要だと思いますし、公共投資の重点配分というような形で、めりはりの

ある配分をすることが大事だと思います。 

    その意味で、先日、道路整備計画についての報道がありましたけれども、道路

についても同じようなめりはりが必要と考えますので、我々も道路整備計画の在

り方に強い関心を持っております。今後、諮問会議でも十分に議論させていただ

きたいと考えておりますので、国交大臣におきましても、よろしくお願いしたい

と思います。 

（大田議員）  道路整備計画についても、今後めりはりがつくように諮問会議で議論

したいという今の御意見は、よろしいですか。 

（冬柴臨時議員）  道路特定財源の問題については、ここでも御説明申し上げたとお

りでございまして、負担を従来どおり維持されるのであれば、それに対して納税

者に十分説明をし、御理解を得つつという、そのくだりが腐心したわけでござい

ます。それについては、道路整備の姿を示さなければならない。それは受益の内

容を明確に示すということでございまして、平成15年にも道路の内容とそれに対

する所要の事業費は38兆円であるということも示したわけでございまして、今回

どのような形になるか別として、今一生懸命やらせていただいております。地方

の御意見も伺いながらやっているところでございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

    今日はありがとうございました。アジア・ゲートウェイ構想で大変大きい航空

の自由化への一歩が踏み出されたということで、皆さん評価しているということ

で一致しておりました。また、幾つかの点で確認ができたことは大変有益だった
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と思います。工程表は可能な限りで結構ですので、またお願いしたいと思います。 

    引き続きの課題であります首都圏空港、一連の航空自由化について、また引き

続き議論させていただければと思います。それから八代議員から提案のあった道

路につきましても、今日の議題ではないのですけれども、また諮問会議で議論さ

せていただければと思います。 

（冬柴臨時議員）  年末の侃々諤々の議論の中でも、負担であるいわゆる暫定税率が

倍であり、揮発油税について言えば、24円30銭のところをもう24円30銭払っても

らっているわけで、それを維持するのであれば、その見返りはこういうふうにし

ますよという負担と受益という関係を明らかにしないと、負担だけはしてくださ

い、受益の方は真に必要な道路はつくっていきますだけでは、これは御納得いた

だけないと私は思います。ただ、それについては御報告申し上げますし、それに

ついての御意見があれば聞かせていただくのは当然のことだと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。総理から何かございますか。 

（安倍議長）  オープンとイノベーション、この２つは日本の未来を切り開くために、

極めて重要な柱であると、このように申し上げてきました。このオープンにつき

まして、アジア・ゲートウェイは中核的な構想と言ってもいいと思います。 

    この大切な構想を進めていく上において、更に空の自由化、これはアジア・オ

ープンスカイと言ってもいいわけですが、それに向けて更に改革を進めていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

今回、大変すばらしいものをまとめていただきました。また、冬柴大臣は特段

に御努力いただきまして、また根本補佐官も本当に努力をしていただきました。

御礼を申し上げたいと思います。 

（大田議員）  今日は、お忙しいところありがとうございました。 

 

（冬柴臨時議員退室） 

 

（大田議員）  それでは、次の議題に移ります。 

    渡辺大臣、草刈議長が入室されますので、しばらくお待ちください。 

 

（渡辺臨時議員、草刈議長入室） 

 

（大田議員）  それでは、規制改革について議論をいたします。時間が限られており

ますので、御説明は５分程度にしていただけると幸いです。 

    まず、渡辺大臣からお願いいたします。 

 

○規制改革について 

（渡辺臨時議員）  規制改革については、規制改革会議において精力的に審議を進め

ていただいております。来週にも規制の集中改革プログラムの第一段となる第１
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次答申をとりまとめていただく予定です。多くの事項について、政府部内の合意

が得られつつございますが、幾つかの点について調整を行っております。 

    詳細については、草刈議長から御説明いただきますが、例えば国家公務員試験

の受験年齢制限の見直しについては、法律改正をするまでもなく実施可能であり

ます。再チャレンジ支援の観点から政府として率先して対応するという意味でも

早急に実施したいと考えております。 

    また、航空分野については、アジア・ゲートウェイ戦略会議ですばらしい報告

をまとめていただきましたが、アジア・ゲートウェイ構想の実効性ある推進を応

援する観点から、引き続き取り組んでまいりたいと考えます。 

    以上のような議論の成果について骨太方針に盛り込んでいただくとともに、よ

り具体的な内容を規制改革に関する新たな３か年計画に盛り込んで、改革の確実

な実行を図ってまいりたいと考えております。宜しくお願いいたします。 

（大田議員）  それでは、草刈議長、お願いします。 

（草刈規制改革会議議長、以下「草刈議長」）  先ほど渡辺大臣からお話がありました

ように、現在、規制改革会議で第１次答申をとりまとめるべく最終調整を行って

おります。本日は、その検討状況を御報告いたします。 

    お手元の「規制改革会議第１次答申について」という資料に沿って説明をさせ

ていただきます。当会議では、今月末に第１次答申をとりまとめて、ここで結論

が得られないものを追加の課題と併せて更に検討を行って、本年中に第２次答申

をまとめたいと思っております。 

第１次答申のうち、一定の前進が確認された事項を１ページに挙げております。

このうち主要なアイテムが○を付けた医療、地域産業、金融、国際交流・連携の

各事項でございます。●の付いている事項については残念ながらまだ合意が得ら

れていないもので、先ほどお話がありましたけれども、国家公務員採用試験の受

験年齢上限の引上げがテーマとして残っています。また、○に※印を付けており

ますが、航空については最終的な確認を要する部分が残っておりまして、この点

ついては後ほど御説明いたします。 

    ２ページ目をごらんいただければと思います。ここでは一定の前進の見られた

主な事項を御説明します。 

    最初の項目は、医療レセプトの審査支払業務についてであります。レセプトの

オンライン請求化は、平成23年４月以降、原則すべての医療機関、薬局で義務化

されるわけですが、これによって、審査支払業務というものが革新的に効率化さ

れて、業務コストの劇的な削減と審査の質の向上をもたらすことが期待されます。

同種のＩＴ化の例として証券取引のオンライン化を見ますと、業務プロセスの抜

本的な革新によって手数料が10分の１から更に30分の１まで激減をしている。業

務コストがそれ以上に減っています。 

    今回、レセプトのオンライン請求化の成果をしっかりと確保すべく、社会保険

診療報酬支払基金に、まずは審査の在り方を含めた業務フローを抜本的に見直し

て、業務効率化計画を本年中に作成することを求めて合意に至りました。全体と
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して、約2,000億円に及ぶ審査支払コストの大幅な削減に向けて、基礎づくりと位

置づけています。 

    ２番目の項目は、農産品の表示規制の見直しでございます。多額の費用を投入

して開発しました低タンパク質の機能性米というのがございます。ところが、こ

れについての表示に関する基準あるいは規定がないこともあって、栄養成分表示

を禁じられておりました。農業経営者の創意工夫という意味で、それを活性化す

る、あるいは消費者の選択肢を広げるという観点から、所管の厚生労働省と交渉

を重ねた結果、成分表示に目途を付けることができました。 

    ３番目が国際競争力のある金融環境の整備についてであります。我が国の証券

と銀行との間には、欧米に比べて厳格なファイヤーウオール規制が存在しており

まして、これが総合的な金融サービスの提供、リスク管理等の制約要件になって

いるという指摘がございますが、本件はこれまで検討すら当局に忌避をされてい

ました。折衝の結果、ようやく今年から銀行、証券にかかるファイヤーウオール

規制の見直しについて検討することが合意されました。 

    最後に４番目の項目、国際交流のインフラ整備・活用についてでございます。

いずれもアジア・ゲートウェイ戦略会議の成果でございますが、平成20年10月に

次世代シングルウィンドウの稼働、これが単なるシステムの接続にとどまること

なく、本来的な意味でのワンストップショッピングになるというようなことを目

指しておりますので、当会議としてフォローアップをしていきたい。なお、航空

については後ほど申し上げます。 

    それでは１枚おめくりいただいて、３ページ目です。まだ合意に至っていない

国家公務員採用試験の受験年齢の上限の引上げの件及び最終的な詰めが残ってい

るアジア・オープンスカイ政策について御説明いたします。 

まず、国家公務員試験の受験年齢上限の引上げでございますが、これにつきま

しては、現在、Ⅱ種は21歳以上29歳、Ⅲ種は17歳から21歳未満ということが受験

可能年齢となっております。本件は十分に再チャレンジの対象業務として期待で

きる職種であるにもかかわらず、受験資格年齢の幅がいかにも狭く、特にⅢ種の

21歳頭打ちというのは、大幅緩和の余地あると考えています。そこで、Ⅱ種、Ⅲ

種の受験年齢を大幅に引き上げるという方針と、遅くとも年内に具体的な仕組み

を構築するということについて合意を得たいと考えております。経済財政諮問会

議におかれましても、この点ついて、御支援をいただければと思います。 

    最後になりましたが、アジア・オープンスカイ政策についてでございます。ア

ジア・ゲートウェイ戦略会議におかれましては、先ほど大臣が仰ったとおり大変

な成果をいただいたわけでございます。当会議といたしましても、最終報告の趣

旨を踏まえて、アジア・オープンスカイ政策の着実な実現を目指して努力をした

いと思います。これを進めるに当たりまして、最終報告書の内容を正確に理解を

しておくことが欠かせませんので、私どもとしてはその受け止め方を申し上げて、

御出席の皆さんから御示唆をいただければと思います。 

    第１は、左の方にアジア・ゲートウェイ戦略会議の記述がございますが、羽田
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の昼間の時間帯、これは2010年再拡張以前の話でございますが、アジア・ゲート

ウェイ構想の記述によれば、上海の虹橋とのチャーター便、北京オリンピック期

間中の国際便、チャーター便等を実現すると書いてあります。「等」と書いてあり

ますので、例示以外にも北京を含む中国あるいは今後経済交流拡大の確実なイン

ド、中東との国際便の就航を目指すことができるのではないかと、当会議では理

解をしています。 

    第２は、再拡張事業完成後の羽田空港における昼間の国際定期便についてでご

ざいます。まず、アジア・ゲートウェイ構想の記述では、距離基準だけではなく

需要や路線の重要性を判断し、という判断基準が示された上で、近いところから

検討とされております。これは、路線の需要性いかんでは遠距離路線も検討の対

象になると理解をしております。 

    第３は、首都圏空港の容量拡大に向けた施策の検討。成田空港の現在の発着枠

は20万回ですが、平行滑走路の延伸工事が完成します2010年には22万回まで増加

することが確認されておりますが、その途中段階での発着枠の在り方あるいは将

来的な枠の増加に関しては検討の余地ありと理解をしております。 

当会議としては、アジア・ゲートウェイ戦略について、以上の理解でございま

すが、皆様から御示唆をいただければと思います。 

    なお、今回の１次答申においては、成長力加速に資する諸テーマにあって、主

として早急に手を付けられる部分に取り組みましたが、７月以降は核心部分をタ

ーゲットとして活動を強化していく所存でございます。 

    私からは以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、自由に御議論をお願いいたします。 

    丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員）  草刈議長を始め、大変御苦労をされて精力的にまとめていただいてい

ると思うのですが、国家公務員の受験年齢の上限につきましては、特に30代から

40代の子育て終了後の女性に再チャレンジの機会を与えるというのは大変いいこ

とで、なぜこれが●なのか私には理解できないわけでありまして、是非実行に向

かってお願いをしたいと思います。 

    もう一点。規制改革を実行しても参入者が尐ないとか、或いは逆にいろいろ効

果が出ているかということもあります。一番大事なことで、多分今まであまり努

力されていないと私が思うのは、どういうところで規制改革したか、新しい政策

としてどういうものを打ち出したかということを、国民にわかりやすく知らせて

おくということであります。例えばタクシーは、タクシー業者の方は御存じだけ

れども、ほかの方にはどこで政府がここまで努力して規制を改革して自由にして

いるということを、もう尐し知らせる努力を日ごろからやっておく必要があるの

ではないか。そうしませんと、いろんな政策を政府が打っているのですけれども、

国民がほとんどわかっていないということでは、何のためにやっているのかわか

らないということですので、その辺を是非お願いしたい。 

（大田議員）  菅大臣、どうぞ。 
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（菅議員）  国家公務員の受験年齢の上限でありますけれども、私も所管として賛成

をしたいと思います。ただ、Ⅲ種の受験年齢を上げた場合、高校卒業の枠で21歳

までにしていたということが問題になってきます。というのは、大学卒業した人

がⅢ種にたくさん入ってきてしまい、高校生の枠がないということで、21歳にし

たということであります。その辺の整備というのは、やはり何らかの形でする必

要があると思います。 

（大田議員）  この件は、いかがですか。 

（草刈議長）  おっしゃる面もわかるのですけれども、一方いわゆるフリーターの方

など、高卒の資格を持っていながらもずっと仕事をできないでいる方、あるいは

氷河期の時代にちゃんとした仕事に就けない方、そういう方はたくさんおられる

わけですから、その辺と高卒の方、新卒の方々との兼ね合いをどう付けるかとい

う辺りのサブジェクトはあると思います。いずれにしても、そういう再チャレン

ジの機会を与えるために、21歳というのがいささか問題なのではないか。Ⅱ種、

Ⅲ種というのがどこまでどういうふうなバリアーになっているのか、この辺も尐

し議論をして整理して、きちんとした形でまとめられれば、私としては非常にあ

りがたいと思います。 

（大田議員）  どうぞ。 

（菅議員）  私はこれをまとめることはやぶさかではありませんけれども、高卒以上

にするとか、その辺のところは、若干配慮が必要なのかなと思います。 

（草刈議長）  採用人数のうちどこまでを高卒の枠にするとか、あるいはそれ以上は

どうするとか、そういったやり方もあるのではないかという気がいたしますので、

その辺は知恵を出して両方ともできるような形でやったらいかがかと思います。 

（菅議員）  それは是非そうしたいと思います。 

（大田議員）  公務員の話は、法律事項ではありませんので、この場で皆さんの賛同

が得られれば、大きく進むと思います。 

（安倍議長）  再チャレンジという枠はできたことはできたのです。これがそうなの

です。 

（内閣官房副長官補）  今年の７月から募集し始めて、来年の４月採用です。 

（大田議員）  今回の提案は、全体に広げていこうということですね。 

（草刈議長）  そのとおりです。Ⅱ種、Ⅲ種、両方とも併せてやっていこうというこ

とで、再チャレンジ試験の150人、これは勿論存じておりますが、更にということ

です。 

（大田議員）  では、今の国家公務員採用試験のⅡ種、Ⅲ種について、再チャレンジ

を支援する観点から受験年齢上限を引き上げることとし、具体的な仕組みを本年

末までに検討していただくという合意を、ここでいただいてもよろしいでしょう

か。 

 

（「異議なし」と声あり） 
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（大田議員）  では、そういうことでお願いいたします。 

    では、八代議員、どうぞ。 

（八代議員）  別の点でございますが、まず草刈議長におかれましては、短期間に非

常に中身の濃い１次答申をつくっていただきまして、ありがとうございました。 

    その中でも特に重要なのは、医療レセプトの審査支払業務の抜本的見直しとい

うことで、これは諮問会議でも重視しております医療の高コスト構造是正に非常

に大きな役割を持つものではないかと思います。抜本的ということの意味でござ

いますけれども、現在レセプトの約３分の１が電子化されていて３分の２が紙ベ

ースなのですが、その内、せっかく電子化されている３分の１についても報酬支

払基金でわざわざ紙に打ち出して審査していると聞いております。これは基本的

に目で見てめくって審査するという非常に原始的な体制が、そのまま残っている

のではないかと思われます。 

    レセプトの電子化をするということは、統計的な手法で一定の分布を見て異常

値というものをはじくということができることに意味があるわけでして、そうい

う抜本的な対策に是非結び付けていただきたいと思います。 

    それから規制改革会議でも御指摘がありますように、統計的な処理ができる審

査機関同士の受託競争を進め、それによって一層の効率化ができるとともに、現

在の報酬支払基金は、医療機関と保険者とのＡＤＲと申しますか紛争処理機関と

いう役割に純化していく。それが結果的には、保険者の直接審査につながるので

はないかと聞いておりますので、是非今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

（大田議員）  ほかによろしいでしょうか。 

    それでは、規制改革会議は、また今後残された課題について御検討いただき、

諮問会議でも併せて議論したいと思います。 

    大臣、最後にどうぞ。 

（渡辺臨時議員）  航空の自由化の問題でございますが、規制改革という観点からは、

消費者利益の確保が大事だと思います。従来の二国間航空協定は、航空業界の権

益をそれぞれの国が代表して交渉をやっております。しかし、航空業に関わる利

害関係者は、航空業者だけではありません。個人の一般利用者とか、貨物ビジネ

ス利用の主体である産業界全般も関係者です。供給者側だけに顔を向けずに、航

空サービスを利用する側の利益も含め、国益を実現する航空行政への転換が必要

であると思います。アジア・ゲートウェイ戦略会議でまとめられた報告は、まさ

にこのような報告に沿ったものだと理解をしております。特に首都圏空港の改革

については、航空業界と空港の側に多くの課題があることはよくわかっておりま

す。消費者利益という観点から避けて通るわけにはいかないということです。東

京がアジアや世界における都市間競争に勝ち残るためにも航空アクセスの改善は

不可欠であります。 

    例えば、国際金融センターとして機能を高める上でも、これは必須条件です。

立ち止まることなく改革を進めなければならないと考えます。 

（大田議員）  どうぞ。 
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（甘利議員）  一応確認だけしておいた方がいいと思うのですが、銀行・証券のファ

イヤーウオール規制は、預金者保護という視点から入れていたはずですから、そ

れに代わるものである安全・安心はちゃんと総合的な検討を前提としないといけ

ない。 

（大田議員）  どうぞ。 

（伊藤議員）  金融・資本市場ワーキンググループでも議論したことでありまして、

そちらの報告には、優越的地位の濫用及び利益相反ということに十分留意しつつ

ファイヤーウオールを低くするというふうに書いてあります。その点は十分連携

してやりましょう。 

（草刈議長）  今まで議論すらさせてくれなかったという状況でいたのが、ようやく

検討しましょうというところになったので、今お話のあったような点等まだ課題

はたくさんあると思っていますので、じっくりやるのでまたお話をさせていただ

きたいと思います。 

（大田議員）  総理から、どうぞ。 

（安倍議長）  大変堅い岩盤にチャレンジをしていただいていると思います。規制改

革について言えば、かなり規制改革は進めてきているわけでありますが、なかな

か難しいところが残っていると思います。先ほど、丹羽議員からどの程度進めて

きたかということをもっと国民にわかりやすく説明した方がいいということであ

りますが、私もそのとおりなのだろうと思います。特に規制改革については、大

体総論は皆さん賛成なのですが、各論に行くと難しい。各論ということは、関係

の方々が厳しいと。しかしながら、国民全体にとってどうだろうかということを

常に国民に問うていく必要があると思います。 

    したがって、今まで改革を進めてきた結果、国民にとってこういう受益があっ

たということはよくお示しをして、これから進めていく改革についても国民全体

という観点から進めていくべきだろうと思います。 

    今月末の第１次答申のとりまとめ、その後の答申の実現に向けて、是非積極的

に取り組んでいただけますよう、よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  渡辺大臣、草刈議長、どうもありがとうございました。 

 

（渡辺臨時議員、草刈議長退室） 

 

○「基本方針2007」に向けて 

（大田議員）  それでは、最後の議題です。いよいよ「基本方針2007」の議論がスタ

ートいたします。今日はキックオフとしまして、有識者議員から考え方の提案が

出ておりますので、お願いいたします。 

（御手洗議員）  それでは「『基本方針2007』の策定に向けて」と題するペーパーにつ

きまして、御説明させていただきます。今回の「基本方針2007」は、安倍内閣に

なってから、初めてとりまとめる基本方針となります。 

    そのとりまとめに当たりまして、最初の１．にあります次の４点が重要である
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と考えております。 

    第１に「基本方針2007」が目指すべきことは、将来世代に自信を持って引き継

げる日本経済を構築するために、確固たるロードマップを提示することでありま

す。 

    第２に昨年の「基本方針2006」において示された歳出歳入一体改革を確実に実

行するため、主要な歳出について制度改革の道筋を明らかにすることです。 

    第３に安倍内閣における諮問会議で議論してまいりました新たな取組みに関し

ては、まさに今後の実行が鍵であり、後の３．の部分で再度言及いたしますよう

に、“骨太後”のプロセスが極めて重要になってまいります。 

    第４に改革のメッセージは、国民にこそ届くものでなければならないと考えま

す。そこで、「基本方針」の名称を直感的でより分かりやすいものに改めるととも

に、記述に当たっては、誰が何をいつまでに実行するのか、目標や工程を明らか

にし、わかりやすくすることが必要であると考えます。 

    次に、２．には「『基本方針2007』が重視すべき点」を掲げました。ここでは割

愛しますが、年頭にとりまとめました「進路と戦略」及び今年に入ってからの諮

問会議における審議などをベースに、大きく３つの点を掲げております。 

    最後の３．は「基本方針2007」を確実に実行するための、“骨太後”の取組とい

たしまして、大きく次の４点を挙げました。 

    第１点目は、「テーマ別集中審議の開催」です。今年の夏以降、重点テーマを絞

り込んだうえで、連続的・集中的に議論を行うこと、集中審議の一環としての地

方における“まちかど諮問会議”の開催を掲げております。 

    第２点目は、ＰＤＣＡサイクルでも重要な「事後点検」です。「基本方針」に関

して定期的な検討を行い、各施策の進歩や各府省の取組状況の評価を行って、そ

の際、成果に関しては可能な限り定量的な計測を行うこと。特に成長力加速プロ

グラムにおいては、外部有識者からなるタスクフォースによって、実行の点検、

新たに必要な取組の検討を行うことが重要であると考えております。 

    第３点目は、「予算制度改革の継続」でありまして、「基本方針」を踏まえた予

算編成が総理のリーダーシップをよりよく発揮するものとなるように、次の点に

ついて議論を進めてはどうかと考えます。 

    マクロ経済展望や中期の財政目標と整合的な予算とすること。 

    「予算の全体像」の検討等に際しては、税制や社会保障制度等を踏まえて、中

期試算を行うこと。 

    公共事業等の各種中期計画と「進路と戦略」、「基本方針2007」の整合性を十分

に図ること。 

    予算配分に関しては“めりはりを付ける”という言葉がよく使われますが、実

際にどうなったのか、その効果を検証すること。複数年度の支出枠組み設定など、

予算の効率化に向けての検討を行うこと。 

    政策評価の予算への反映、予算と決算の整合性など、ＰＤＣＡ強化に向けた検

討を行うことといった点であります。 
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    最後の第４点目は、「基本的なデータの充実」です。今回の重要な柱となる成長

戦略や社会保障制度などの検討を行うには、経済財政の長期推計や世代別の受益

負担構造の分析が不可欠であること。また、労働生産性の検証ができるように、

ＧＤＰ統計と合わせて四半期ごとの作成・公表を行うべきであると考えます。 

    以上であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、御議論をお願いいたします。 

    甘利大臣、どうぞ。 

（甘利議員）  成長力強化を第１の柱にすることは極めて重要だと思います。成長戦

略に関しましては、さまざまなアイデアが出ておりまして、これを総括して政府

の姿勢をわかりやすく示すべきではないかと思っております。 

    ただ、一部マスコミに誤解がありますのは、成長戦略がばらまきを誘導しない

かということの懸念が示されていることです。我々がやらなければならないのは、

財政再建と成長戦略を同時に達成することなのです。 

    成長戦略枠というのもシーリングの外枠にはみ出してどんどん付けるというこ

とではなくて、内なる設定なのです。つまり、縛りをかけた中で質を改善して成

長に資するようにやっているわけでありますから、歳出歳入一体改革路線の堅持

というのは大前提。その中で成長戦略の実現をする。そのためには、予算の量の

拡大ではなくて質の改善という手法を使うということが大事だと思っております。 

（大田議員）  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

    どうぞ。 

（御手洗議員）  そういう意味におきましても、「基本方針2006」においては、大部分

の政策の期限や定量的な指標が示されていなかったため、十分な事後点検ができ

ませんでした。「基本方針2007」では、まず個々の政策について、2007年度中に実

施すべき具体的な事項とその効果をできるだけ記述することが必要だと思います。 

（大田議員）  是非そのようにしたいと思います。 

（御手洗議員）  また、企業経営では、国のように予算をいかに消化したかというこ

とではなくて、いかに年度予算から節約したかということが重要な評価基準にな

っているわけです。したがって予算制度改革においても、同一の政策効果をどれ

だけ尐ない予算で達成したかというような民間の視点も入れたらどうか。 

（丹羽議員）  そのためには、公務員の人事評価成果をそういう意味では改めないと

いけないですね。 

（御手洗議員）  ついでに申し上げておきます。以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。ここで総理から御指示があると伺っています。 

（安倍議長）  ６月に予定しています「基本方針2007」のとりまとめに向け、歳出・

歳入一体改革について、私の考えを明らかにしておきたいと思います。 

    歳出削減を一段と進め、財政の無駄を無くすとの基本方針は、安倍内閣におい

て、いささかも揺ぐことはない。真に必要なニーズに答えるための財源の重点配

分を行いつつ、歳出改革を着実かつ計画的に実施する。 

    平成20年度予算は、この歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算である。
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歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることな

く、国・地方を通じ、引き続き「基本方針2006」に則り、最大限の削減を行う。 

    また、新たに必要な歳出を行う際は、原則として他の経費の削減で対応する、

税の自然増収は安易な歳出等に振り向けず、将来の国民負担の軽減に向けるなど、

「進路と戦略」で示した「予算原則」に沿って規律ある財政運営を行う。 

    こうした歳出改革の取組みを行って、なお対応し切れない社会保障や尐子化な

どに伴う負担増に対しては、安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りは行

わない。 

    以上につきましては、来週改めて、私から全閣僚に指示する予定であります。 

（大田議員）  ただいまの総理からの御指示を紙でお配りいたしますので、御確認い

ただきたいと思います。 

    それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。長

時間にわたりまして、ありがとうございました。 

（以 上） 


