
平成 19 年第 14 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

         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

○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（根本内閣総理大臣補佐官提出資料）

○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） 
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（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

（概要） 

○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」）  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する。 

 お手元のペーパーの１ページ目、地方分権改革推進法は大きく３つの基本方針を

定めている。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い

るが、これを最も簡潔にまとめていただいているのが、今年１月 26 日の安倍内閣

総理大臣の施政方針演説である。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う。この方針を踏まえて、審議を行って

いる。 

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った今月末の「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きた。この素案は、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

を深めた。 

３ページ目だが、私は、５と５の原則と言っている。５つの目指すべき方向性と、

５つの基本原則を核にしたい。地方分権改革の目指すべき方向性については、分権

型社会への転換、地方の活力を高めて強い地方を創出、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５つの方向性である。次は、地方分権改革推進のた

めの基本原則であり、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、である。この原則の下、これからも議論を進

めていきたい。 

今回の地方分権改革においては、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る。 

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もので

あり、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いる。 

 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、こうした私の思いもその中に盛り込んでいきたい

と考えている。「基本方針 2007」にもその趣旨を是非反映していただきたい。工程

表については、平成 22 年３月末が当委員会の設置期限とされているが、順次勧告

等をとりまとめていきたい。政府におかれても、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うし、是非御支援をお願いしたい。 

（八代議員）	  民間議員のペーパーを説明させていただく。まず第１は「地方税財政改

革による自治の確立」というペーパーである。丹羽議員から御説明いただいたよう

に、地方分権改革の中心は税財政である。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

基本であるし、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
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ではないか。地方分権改革推進委員会におかれては、以下の３つの原則を重視し検

討をお願いしたい。 

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

うことである。自治体の自立とナショナル・ミニマムの確保が両立することが大事

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。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し、財政全体が地方分

権にかなった姿にすべきである。 

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る。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。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付け、

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もって決定できるよ

うにするということである。第３に、地方債の負担が後に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

ようにすることである。 

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。現在の標準税率は余りにも少なくて、納税額が乏しい１つの原

因になっている。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。 

次に、これは重要な点であるが、地方間の偏在度を小さくする工夫を行うべきで

ある。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。 

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。

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らないので、

自治体は財政運営に非常に困っている。その意味で、更に交付税の算定を簡素化す

べきである。 

以上が地方税財政改革である。 

続いて「国の出先機関の大胆な見直し」というペーパーを説明させていただく。

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る。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いる。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った。地方分権改革推進委員会におかれては、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。 

事務の分類の考え方であるが、１つは国に残すもの、つまり国家としての存立に
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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る。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、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。 

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を行っているものの３種類に、具体的に各省別の事務を

分類している。最後の７ページにあるが、現在地方にいる国の約 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。これはあくまで一つの試案にす

ぎないが、合理化の可能性が非常に大きいことを示唆している。 

２ページに戻っていただき、今後の見直しにあたっての課題だが、出先機関の事

務分類と地方への移譲を行うにあたっては、併せて次の点の検討が必要である。 

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。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るの

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。これは道州制問

題と絡むが、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ことは当然できるのではないか。 

（菅議員） 「地方分権改革について」という資料を出している。１ページ目、「Ｉ 新

地方分権一括法の早期制定に向けて」であるが、今丹羽委員長からお話しいただい

たが、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いる。国と地方の役割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付け・枠付けの見直し、関与の見直し、こ

ういうものに取り組んでいただいている。 

 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

していただく。 

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。

「２ 地方の行政体制の整備」だが、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うし、基礎自治体の在り方について第 29 次地方制度調査会

を立ち上げて、これを検討させていただきたい。 

ちなみに、3,200 あった地方自治体が、今、1,800 までになっているので、更に

合併を進めていきたいと思っている。 

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。 

 ２ページをお開きいただきたい。地方分権にはふさわしい税制改革が必要である。

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。 

  そういう中で、国と地方の仕事は地方が６、国は４だが、税は逆で４対６になっ

ているので、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。 

２番目に「財政規律の徹底」である。昨年に夕張市のような形で破綻があった。

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、今日衆議院で可決した。今国会で成立をさせ
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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形にさせていただ

く。 

 ３ページ目。税の中で偏在度の小さい税が必要だと思う。特に、現在景気回復に

伴い、法人二税が景気のいいところで非常に伸びており、東京都は４年間で１兆

4,000 億円の税収増である。しかし、同時期の財政力の弱い地方の都道府県の税収

の増は８県合計して 1,400 億円であり、８つ足して東京の 10 分の１である。 

  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が、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いる。 

最後に「ふるさと納税」について簡単に説明させていただきたい。 

 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 万円近

い。いざ納税の段階になると都会に出てしまう。これも還元できる仕組みを作って

欲しいとよく言われる。いろいろな問題があるが、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る。

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る。また、こ

れは意外に多かったのだが、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いる。 

 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うので、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。 

（尾身議員）  地域間の財政力格差の問題について、資料の１ページを見ていただきた

い。 

まず、国と総体としての地方の比較が一番上の表だが、国の方は債務残高 607 兆

円、税収 39.8 兆円で、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 倍となっている。 

プライマリーバランスだが、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となっており、国と総体としての地方を比較して見

ると、地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ある。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。 

ただ、菅議員からもお話があったように、１ページの下の方の表は、総務省の数

字と同じだが、今財政力の格差が非常に広がっており、東京都と愛知県が大きな不

交付団体になっているが、東京都のいわゆる財源超過が約１兆 4,000 億円、愛知県

が約 200 億円である。 

 19 年度になると三位一体の数字が出て、実はこの格差がもっと広がるということ

になる。 

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おり、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いる。 

２ページを見ていただきたい。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ので、この問

題の解決をしなければならない。 

菅議員のお話もあったが、財政力格差の最大の要因は地方法人二税の税収が偏っ
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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ある。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いる。 

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は福祉目的

税になっており、今後、年金・医療・介護の経費に加えて少子化対策を行うことに

なると、消費税は極めて重要な項目であり、これを減らすことはできないと考えて

いる。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、抜本的な税制改革の中で取り上げていくことにしており、その辺りで、

この問題について考えていきたい。 

また、民間議員の意見にもあるが、国と地方の業務量が４対６、税収が６対４で

あるが、５対５にすることにしたらどうかという御意見があるが、これを行うと３

ページの下の表にあるように、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いうと、東京都にばかり

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が、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るので、税源移譲を行う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る。 

 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、いわゆる格

差是正のためのお金は、実は大変大事である。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

よさそうであるが、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

補助金は、実は田舎の県と比べると物すごく手厚くなっている。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

なっている。 

そういう意味で交付金による格差是正のための対応は、どうしても必要である。

ただ、いわゆる事業のひも付きで地方にお金を出すのはよくない。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。 

地域間格差と地方分権という問題は極めて聞こえはいいが、格差是正について、

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、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る。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いる。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。 

（八代議員） 尾身議員が言われた点は、極めて重要な点である。 

ただ民間議員ペーパーでも書いてあるように、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。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国の消費税を地方消費税にただ移すだけでも十分

対応可能である。 

 それから、尾身議員もおっしゃったように、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
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所得再配分機能としての地方交付税は残るわけである。菅議員がおっしゃったよう

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。 

（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。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るが、実は現在、2,000 億円程度しか

ないから、これを実行するのは、私は正直言ってかなり無理があるのではないかと

思っている。 

それと「国の出先機関の大胆な見直し」についてであるが、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るので、

これは極めて大事な指摘だと考えている。 

（大田議員）  丹羽委員長、今日の民間議員ペーパーの中で、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ったがどうか。 

（丹羽委員長） 先ほど申し上げたように、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。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提言する予定である。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している。 

ただいまの各議員の提出資料で指摘された点も踏まえ、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。 

（大田議員）  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

なので、どうぞよろしくお願いする。諮問会議においても、また、今後議論を進め

てまいりたい。 

（安倍議長）  地方分権改革推進委員会から近々示される「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。 

  「基本的な考え方」のとりまとめに併せて、私が本部長となる推進本部を設置し、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する。 

（大田議員） それでは、次の議題に移る。 

（冬柴臨時議員入室） 

○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」） 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いる。

骨太方針にしっかりと位置づけていただきたい。それでは、「アジア・ゲートウェ

イ構想について」という資料で説明させていただく。 

１ページ目。アジア・ゲートウェイ構想を検討するに当たっては、戦略会議の議

論だけではなく、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、政策を掲げていった。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いた。 

 昨年末重点７分野を選定し、３月には「最重要項目１０」に絞り込んだ。これら

について具体策を検討することにより、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とを目指した。
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２ページ目。冬柴臨時議員には、アジア・ゲートウェイ構想の指針について御理

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る。冬柴臨時議員を始め、多くの関係者の御尽力

があり、航空の自由化の政策転換をしたので、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。 

 関西国際空港、中部国際空港については、冬柴臨時議員の大英断により、自由化

に向け大きくかじを切ったところである。条件付きの自由化といった報道もあるが、

今回の改革の意義が十分理解されているとは思わない。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識である。欧米でも自国のみを開放して

いる国はない。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

のラインでやってきた。 

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。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

うことが大事である。 

地方空港においても、二国間交渉を経て自由化を推進する。ただし、一方的な受

け入れを認めるものなので、報道機関の中に、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

ころがある。 

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する。容量

拡大に向け、可能な限りの政策を検討していただきたい。 

羽田の国際化だが、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。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

る貴重なものであるので、路線については高度な政策判断が必要。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。深夜・早

朝は欧米便も含む定期便を推進する。昼間の羽田の国際線については、これまで国

内線の最長距離が目安だったが、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した。 

国際空港の 24 時間化については、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する。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する。 

 いろいろ申し上げたが、重要な点は目に見える実績を上げること。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り、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。 

３ページ目。「骨太 2007」において特に明記すべき事項を掲げた。 

まず貿易手続の改革。策定に当たっては官民の実務家に集まってもらった。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する。 

 次に留学生政策。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る。これまでの 10 万人受入計画に代わる数値目標

が必要。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

少なくとも世界の５％のシェアを確保することを国の目標として明確化すべきだ

とした。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いる。大学・大学院の枠内にとどまらない、
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包括的なアプローチが必要。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。 

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が不可欠。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いる。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。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。 

 次に日本文化産業戦略だが、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である。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。 

 最後にアジア・ゲートウェイ構想の表紙は、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る。筆とパソコンを使っている。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した。委員である宮田芸大学長の作成であり、御紹介しておく。

（伊藤議員） 「航空自由化（オープンスカイ）の促進に向けて」について。 

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

てい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

動き出すことになった。改革の突破口として非常に高く評価したい。根本補佐官、

冬柴臨時議員を始め、関係者の御尽力に心から敬意を表したい。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。 

そのために３点挙げておく。１点目は、アジア・ゲートウェイ構想の航空自由化

工程表をつくったらいかがかということ。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。 

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。しかし世界では、

欧州においても米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いる。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。 

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。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。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。アジア・ゲ

ートウェイ構想に書いてあることだが、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。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。 

 アジア・ゲートウェイ構想は非常によい出来のものだが、これを実施する立場の

冬柴臨時議員に５点確認したいことがあるので、質問させていただく。 

 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

9


平成 19 年第 14 回経済財政諮問会議 



あるが、これは定期的国際線チャーター便も含め、内外に無差別の航空会社で実施

するという理解でよろしいか。 

２点目。2010 年に向け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るがいかがか。 

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たが、例えばその上で、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をお聞きしたい。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

にも御努力いただきたいがいかがか。 

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３万回とされてい

るが、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か。 

最後に、５点目。首都圏空港の容量の拡大に向け、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だが、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が、これでよろしいか。 

（冬柴臨時議員） 伊藤議員からのお尋ねに対し、順次答えさせていただく。 

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ある。 

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あるが、シャトルシステムをつくると

なるとコストベネフィットも踏まえて今後検討したいと思うので、よろしくお願い

する。 

３番目の欧州との自由化交渉については、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。また、ロシアの上空通過料だが、大事な点と認識し

ているので努力する。２月 27 日にロシアからレビチン運輸大臣が来られ、話をす

る機会があった。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。」という話だっ

た。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

も取った。 

４番目の羽田の国際線の回数増の可能性について。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た。しかしながら、その

後、伊藤議員もおっしゃったように実際の需給状況はまだ先なので、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いる。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と、北海道、東北地方の知事さん等から申出が来てい

る。沖縄からも向こうが満杯なのに来ている。そういうことがあるということは含

んでおいてもらいたい。 

５番目の首都圏空港の容量拡大の実施状況については、できる限り努力し、その

成果は逐次御報告したい。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

ているので、とりあえずこれでやってほしい。ただ、いろいろなことを工夫してお
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り、また増えれば御報告申し上げる。 

５月 16 日付で根本補佐官から御報告をいただいたアジア・ゲートウェイ構想を

まとめていただいた。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、もちろん航空

局長は出席した。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、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。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。深夜・早朝も飛ぶということになる。それからそこには 24 の漁

業者の組合がある。羽田の埋立てには千葉の土砂を使うという約束があり、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

るわけである。 

それから、成田の北伸というが、今の 2,180 メートルの半端なところの北、南に

人がいるから、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る。89 戸の人に移転していただかなければならない。ま

た騒音がひどいため、540 戸の人に二重窓などの騒音対策の約束をして、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。 

 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った。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いるが、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、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

政策であり、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いるが、

それをここで大転換するという話を表立ってされるのは非常に困る。 

また、羽田を前倒しして国際線を飛ばせと言われても、今も満杯である。ただ、

私どもはできるだけのことはする。北京オリンピックのときとか、あるいは虹橋が

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る。しかし、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

に無理がある。私は、総理がおっしゃっている自由化には最大限努力するが、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、無責任なのでできないと

いうことを申し上げたかった。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ことについては、私は非常に危惧している。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ておく。 

（大田議員）  冬柴臨時議員、民間議員からアジア・ゲートウェイの工程表を御検討い

ただけないかという要請があるが、いかがか。 

（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くが、要するに交渉した
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り、いろいろなことがあるのでわかる段階で逐次出させていただく。 

（八代議員）  根本補佐官、冬柴臨時議員におかれては、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う。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り、そのためのインフラ整備というのも今後必

要である。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

大事である。 

その意味で、先日、道路整備計画についての報道があったが、道路についても同

じようなめりはりが必要であり、我々も道路整備計画の在り方に強い関心を持って

いる。今後、諮問会議でも十分に議論させていただきたいので、冬柴臨時議員にも

よろしくお願いしたい。 

（大田議員）  道路整備計画についても今後メリ張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、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ある。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あ

り、平成 15 年にも道路整備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あり、今回どのような形になるか別として、今一生懸命や

らせていただいている。地方の御意見も伺いながらやっている。 

（大田議員）  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いた。また、幾つ

かの点で確認ができたことは大変有益だった。工程表は可能な限りで結構なので、

またお願いしたい。 

引き続きの課題である首都圏空港、一連の航空自由化について、また引き続き議

論させていただきたい。それから八代議員から提案のあった道路についても、今日

の議題ではないが、また諮問会議で議論させていただきたい。 

（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、御納得いただけないと私

は思う。ただ、それについては御報告申し上げるし、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うので、よろしくお願いしたい。 

（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た。このオープンについて、ア

ジア・ゲートウェイは中核的な構想と言ってもいい。 

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

いので、よろしくお願いしたい。 

今回、大変すばらしいものをまとめていただいた。冬柴臨時議員は特段に御努力

いただき、また根本補佐官も本当に努力をしていただいた。御礼を申し上げたい。

 （冬柴臨時議員退室） 

（渡辺臨時議員、草刈議長入室） 

○規制改革について
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（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

いただいている。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次答申を

とりまとめていただく予定である。多くの事項について、政府部内の合意が得られ

つつあるが、幾つかの点について調整を行っている。 

 詳細については、草刈議長から御説明いただくが、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る。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

たいと考えている。 

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

まとめていただいたが、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、引続き取り組んでまいりたい。 

 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。宜しくお願いする。 

（草刈規制改革会議議長、以下「草刈議長」）  渡辺臨時議員からお話があったように、

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いる。本日は、

その検討状況を御報告する。 

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する。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考えてい

る。 

第１次答申のうち、一定の前進が確認された事項を１ページに挙げている。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

である。●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、先ほどお話があったが、国家公務員採用試験の受験年齢上限の引上げがテーマ

として残っている。また、○に※印を付けているが、航空については最終的な確認

を要する部分が残っている。この点ついては後ほど御説明する。 

 ２ページ目をごらんいただきたい。ここでは一定の前進の見られた主な事項を説

明する。 

 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る。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

わけだが、これによって、審査支払業務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る。同種のＩＴ化の例として

証券取引のオンライン化を見ると、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

いる。 

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った。全体として、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

いる。 

 ２番目の項目は、農産品等の表示規制の見直しである。多額の費用を投入して開

発した低タンパク質の機能性米というものがある。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いた。

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
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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る。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、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

あるが、本件はこれまで検討すら当局に忌避をされていた。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。いずれもアジア・

ゲートウェイ戦略会議の成果であるが、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ことを目指しているので、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る。 

それでは１枚おめくりいただいて、３ページ目である。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説明する。 

まず、国家公務員試験の受験年齢上限の引上げについては、現在、Ⅱ種は 21 歳

以上 29 歳、Ⅲ種は 17 歳から 21 歳未満が受験可能年齢である。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歳頭打ちは、大幅緩和の余地あると考えている。

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ことについて合意を得たいと考えている。経済財政諮問

会議におかれても、この点ついて御支援をいただければと思う。 

最後にアジア・オープンスカイ政策についてである。アジア・ゲートウェイ戦略

会議におかれては、先ほど大臣が仰ったとおり大変な成果をいただいた。当会議と

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。これを進めるに当たって、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ないので、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きたい。 

  第１は、左の方にアジア・ゲートウェイ戦略会議の記述があるが、羽田の昼間の

時間帯、これは 2010 年再拡張以前の話だが、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

ター便等の実現と書いてある。「等」と書いてあるので、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る 

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ある。

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い

る。これは、路線の重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

いる。 

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 万回だが、平行滑走路の延伸工事が完成する 2010 年には 22 万回まで増加するこ

とが確認されているが、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いる。 

 当会議としては、アジア・ゲートウェイ戦略について、以上の理解であるが、皆
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様から御示唆をいただきたい。 

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んだが、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ある。 

（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

と思うが、国家公務員の受験年令の上限については、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。是非実行に向けてお願いしたい。 

もう一点。規制改革を実行しても参入者が少ないとか、或いは逆にいろいろ効果

が出ているかということもある。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

とである。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改革して自由にしているということを、もう

少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。いろんな政策

を政府が打っているが、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ので、その辺を是非お願いしたい。 

（菅議員）  国家公務員の受験年令の上限であるが、私も所管として賛成をしたいと思

う。ただ、Ⅲ種の受験年令を上げた場合、高校卒業の枠で 21 歳までにしていたこ

とが問題になってくる。大学を卒業した人が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る。その辺の整備というの

は、何らかの形でする必要がある。 

（草刈議長）  おっしゃる面もわかるが、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だから、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

あると思う。いずれにしても、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、この辺も少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。 

（菅議員）  私はこれをまとめることはやぶさかではないが、高卒以上にするとか、そ

の辺のところは、若干配慮が必要である。 

（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するので、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う。 

（菅議員） それは是非そうしたい。 

（大田議員）  公務員の話は、法律事項ではないので、この場で皆さんの賛同が得られ

れば、大きく進むと思う。 

（安倍議長） 再チャレンジという枠はできたことはできた。 

（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。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 人より更にということである。 

（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か。 
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 （「異議なし」と声あり） 

（大田議員） では、そういうことでお願いする。 

（八代議員）  別の点であるが、まず草刈議長におかれては、短期間に非常に中身の濃

い第１次答申をつくっていただき、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で、こ

れは諮問会議でも重視している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う。抜本的ということの意味であるが、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が紙ベースだが、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

と聞いている。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。 

 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

をはじくということができることに意味があり、そういう抜本的な対策に是非結び

付けていただきたい。 

それから規制改革会議でも御指摘があるように、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という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

いるので、是非今後ともよろしくお願いしたい。 

（大田議員）  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。 

（渡辺臨時議員）  航空の自由化の問題だが、規制改革という観点からは、消費者利益

の確保が大事である。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いる。しかし、航空業に関わる利害関係者は航空業者だけで

はない。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

者である。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。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している。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

わかっている。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。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

である。 

例えば、国際金融センターとして機能を高める上でも、これは必須条件である。

立ち止まることなく改革を進めなければならない。 

（甘利議員）  一応確認だけしておいた方がいいと思うが、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だから、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。 

（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、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る。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

討しようということになったので、今お話のあったような点等まだ課題はたくさん

あると思っており、じっくりやるのでまたお話をさせていただきたい。 

（安倍議長）  大変堅い岩盤にチャレンジしていただいている。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が、なかなか難しいところが残っていると思
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う。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るが、私もそのとおりだと思う。特に規制

改革については、大体総論は皆さん賛成だ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。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。 

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、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である。 

 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

取り組んでいただくように、よろしくお願いする。 

（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）  いよいよ「基本方針 2007」の議論がスタートする。今日はキックオフと

して、有識者議員から考え方の提案が出ているので、お願いする。 

（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

いて説明させていただく。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る。 

そのとりまとめに当たり、最初の１．にある４点が重要である。 

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る。 

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ある。 

第３に安倍内閣における諮問会議で議論してきた新たな取組に関しては、まさに

今後の実行が鍵であり、後の３．の部分で再度言及するように、“骨太後”のプロ

セスが極めて重要になる。 

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。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。 

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

るが、年頭にとりまとめた「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つの点を掲げている。 

最後の３．は『基本方針 2007』を確実に実行するための“骨太後”の取組として、

大きく次の４点を挙げた。 

第１点目は、「テーマ別集中審議の開催」である。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

域における“まちかど諮問会議”の開催を掲げている。 

第２点目は、ＰＤＣＡサイクルでも重要な「事後点検」である。「基本方針」に

関して定期的な点検を行い、各施策の進捗や各府省の取組状況の評価を行い、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。 

第３点目は、「予算制度改革の継続」である。「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
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を進めてはどうか。 

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、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るが、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。 

最後に第４点目は、「基本的なデータの充実」である。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。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。 

（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である。成長戦略に関し

ては、さまざまなアイデアが出ており、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。 

ただ、一部マスコミに誤解があるのは、成長戦略がばらまきを誘導しないかとい

う懸念が示されていることである。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である。 

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、内なる設定である。縛りをかけた中で質を改善して成長に資するよう

にやっているわけだから、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質の改善という

手法を使うことが大事である。 

（御手洗議員） 「基本方針 2006」には、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なかった。「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である。 

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、

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。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少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、公務員の人事評価制度を改めないといけない。 

（大田議員） ここで総理から御指示があると伺っている。 

（安倍議長）  ６月に予定している「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。 

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応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。

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
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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を行って、なお対応しきれない社会保障や少子化などに

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。

以上については、来週改めて、私から全閣僚に指示する予定である。 

（大田議員）  ただいまの総理からの御指示を紙でお配りするので、御確認いただきた

い。 

                                  （以 上）
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