
第 9 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 5 月 31  日(木) 18:04～19:40 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 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 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣 

同 坂口 力 厚生労働大臣 

同 武部 勤 農林水産大臣 

同 扇 千景 国土交通大臣 


（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)基本方針の構成、及び、経済活性化・社会保障制度・国と地方のあり方・

社会資本整備の各分野について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 8 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(目次案) 

資料 3 尾身臨時議員提出資料 

資料 4 平沼議員提出資料 

資料 5 速水議員提出資料 

資料 6 片山議員提出資料 

資料 7 坂口臨時議員提出資料 

資料 8 武部臨時議員提出資料 

資料 9 塩川議員提出資料 

資料 10 本間議員提出資料 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（概要） 

○竹中経済財政政策担当大臣より本日の議事の紹介が行われ、坂口厚生労働大

臣、武部農林水産大臣、扇国土交通大臣、尾身科学技術政策担当大臣が臨時議

員として出席することが説明された後、第８回諮問会議議事録が諮られた。 

○基本方針の構成、及び、経済活性化・社会保障制度・国と地方のあり方・社

会資本整備の各分野について 

（小泉議長） 諮問会議は、私が所信表明で述べた、これからの構造改革を決

める基本方針、いわば、これから日本はどういう方向に向かって進むかと

いう重要な問題を審議して頂く会議。国民が、自信を持って痛みに耐えて

いけば、必ず希望が待っていることが分かる基本方針を策定して頂きたい。

極めて短期間ではあるが、集中的に議論をして、成果のあるものを出して

いきたいので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員） 資料２を、岩田政策統括官と小林政策統括官から説明をさせる。 

（岩田政策統括官） 	 （資料２に沿って説明）「基本的考え方」を説明する。

「基本的考え方」の部分の「１．新世紀維新が目指すもの」として、自信

と誇りを持てる21世紀にふさわしい経済社会の仕組みを構築することを記

述。そのため、自立した個人の潜在力の発揮を妨げるような規制、慣行、

制度を根本的に改革して、既得権益を打破し、市場ルールを守る、あるい

は社会正義を実現する仕組みを作り上げることが必要であることを記述。

「２．日本経済の再生シナリオ」は、「構造改革なくして景気回復なし」

として、民間、財政部門ともに効率的な資源配分を実現すること、産業活

力を再生させること、社会的なニーズの実現を図ること、といった構造改

革を通じてのみ真の景気回復があること、また、不良債権の問題を解決す

べきであるが、この解決のためには産業と金融の再生と、同時に新規成長

分野の拡大が不可欠であることを記述。 

３．は、民間と財政部門の構造改革を実行するための７つのプログラム

である。最初の二つは経済社会活性化のためのものであり、民営化や規制

緩和を通じて民間でできることは民間に任せるという基本原則の下に民営

化を進めることと、「チャレンジャー支援」として、起業・創業を更に支

援するような仕組みを作り上げることである。続いて、豊かな生活とセー

フティーネットを充実するためのプログラムとして、「保険機能強化」、

「人材大国」、「生活維新」の３つのプログラムを記述。「保険機能強化」

は、個人にとって「納得できるような税制」、「信頼される社会保障制度」

をつくるためにどうしたらよいかというもの。「人材大国」は、知的資産

を倍増することが経済再生の一つの大きな条件であること、就業者に対し

ての再教育や失業者に対するセーフティーネットを強化することが含まれ

る。「生活維新」は、仕事と生活が両立するようなプログラムであり、就

業者の多様な働き方を可能にするような仕組みが含まれる。さらに、政府

機能を強化し役割分担を抜本的に見直すためのプログラムとして、「地方

自立、活性化プログラム」は、地方の個性ある発展、自立した発展を促進

するため様々な制度改革を行うことが含まれる。「硬直性の是正プログラ

ム」は、財政が持っている様々な硬直性を是正していくことが含まれる。 

2




「４．政策プロセスの改革」では、民意を反映した透明性の高い仕組み

を予算のプロセスに反映させることが大事ではないかを謳う。 

「５．中長期の経済財政運営と平成14年度予算編成」では、不良債権処

理に伴うデフレ圧力をこの７つのプログラムを強力に進めることで克服し、

停滞の10年を抜け出し、成長と生きがいのある10年を展望することが可能

になるのではないかということを記述。財政改革の目標としては、第一歩

として、平成14年度は国債の発行を30兆円以下に抑え、現実に経済が自律

的な成長軌道に乗ってくれば、プライマリー・バランスを黒字化するとい

う目標を実現することを考えている。 

（小林政策統括官） （資料２に沿って説明）第１章の「構造改革と経済の活

性化」では、これまでも議論してきたような問題を中心に、「１構造改革

と真の景気回復」で、「創造的破壊のプロセスとしての構造改革」という

コンセプトを全面に打ち出して書き込む。「２不良債権問題の抜本的解決」、

これが構造改革の手順の第一。「３経済の再生」で、「社会的ニーズと新

しいテクノロジーの出会い」等様々な政策対応を記述し、「４財政構造改

革」で、持続的な財政バランスの実現、歳出の徹底的な見直し、国民負担

の在り方の検討等を記述する予定。 

第２章の「新世紀型の社会資本整備」では、これまでの公共投資の問題

を提起するとともに、「２硬直性の打破」で、特定財源等の仕組みの見直

し、公共事業計画の抜本的な見直し等を記述する予定。「３事業主体とし

ての国と地方」では、国の役割、受益者の適正な負担等を記述する予定。

「４重点的に推進すべき分野」では、会議で御議論頂いたものを若干追加

等している。「５効率性／透明性の追求」では、事業評価等、様々な追求

の手段を書き込む予定。更に「６経済・財政との整合性」で、公共投資の

スケールの問題等を書き込みたい。 

第３章の「社会保障制度改革」では、「１国民の『安心』と生活の『安

定』を支える社会保障制度の確立」、「社会保障個人勘定の創設」等の「２ 

社会保障全体に共通する課題」、「３医療制度の改革」で、維持可能な制

度に向けての様々な効率化プログラム、あるいは医療費総額の伸びの抑制

等を記述したい。「４年金制度の改革」では、「共助の精神に基づく将来

にわたり持続可能で安心できる制度にむけて」と、「今後の検討課題」を

記述する予定。「５介護」では、「介護保険の普及・定着」等の改善点等

を記述する予定。 

第４章の「個性ある地方の競争－自立した国・地方関係の確立」では、

現在、時代に即応できず無駄を生む仕組み、個性の喪失、結果としての国・

地方の財政規模と財政赤字の拡大が起こっているという問題意識の下、基

本理念の転換として、「均衡ある発展」から、「地域間の競争による活性

化」という点を掲げたい。更に「３自立し得る自治体」として、年限を限

った市町村の再編や、段階補正の縮小ということも記述していきたい。更

に、「４地方の自律的判断の確立」で、国の関与の縮減、受益と便益の関

係の明確化を記述し、更に「５地方財政にかかる制度の抜本改革」で、地

方交付税等を記述していきたい。 

第５章の「経済財政の中期見通しと政策プロセスの改革」では、「中期
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的な経済展望」を示し、「中期経済財政計画の作成及びそれに則った予算

編成」をやっていくということ、あるいは改革を通じてプライマリー・バ

ランスの黒字化の中期目標を達成していくことを記述したい。 

「第６章平成14年度予算の基本的考え方」では、全体を受け、１として

「景気の現状と先行き」について記述し、２として、国債発行30兆以下、

重点化、国と地方、セーフティーネットとしての雇用対策等について、記

述したい。 

（竹中議員） テーマを区切って議論したいが、まず、最初は基本方針の全体の

構成、それと経済の活性化について議論する。 

（尾身臨時議員） （資料３に沿って説明）総合科学技術会議において、科学

技術に関する面を中心に、これからの財政問題について、意見を６月末に

まとめる予定。我々が議論をした内容につき今の考え方を簡単に説明。 

まず、予算編成について、一番根本は、３年、５年の将来ではなく20年、

30年、100 年の将来を考えて、21世紀の我が国の立国理念として、世界最

高水準の科学技術創造立国を目指すことを国の理念として確認して頂きた

い。総合科学技術会議としては、５年間で24兆円という数字を実現するた

めに、重点的な予算配分等をお願いしたい。ただし、重点化をするという

ことは、どれでも総花的に伸ばすのではなく、重点的にメリハリを付けて、

削るものは削り、整理するものは整理しながら、トータルとしては、重点

戦略的なものについて、しっかりとした予算措置をお願いしたい。そうい

う中で予算編成過程においても評価をし、優先順位の考え方を総合科学技

術会議としてまとめていきたい。 

第２に、戦略的重点化を図ることについては、戦略的重点化部門として、

基本計画の中でライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・

材料という重点分野を決めており、その分野を重点にして、メリハリを付

けていきたい。同時に、質の高い基礎研究や、萌芽的な分野融合領域につ

いても配慮していきたい。 

第３に、大学等の施設の整備については、これまで大学についての予算

が非常にシーリングの下で厳しかったために、先進国と比べて、特に研究

関係の大学の施設が極めてミゼラブルなものになっている状況にあり、こ

れを抜本的に充実しなければ大学研究が障害を受けることになるので、重

点的に整備していきたい。そのため、今までは非公共という分類に入って

いたが、資料２で公共、非公共の別にとらわれない公共投資の柔軟な配分

といっているように、これをいわば公共事業関係費に位置づけて頂き、全

体の公共事業の枠の中で充実して頂きたい。 

第４に、科学技術システムでは、まず、資金を増やすということだけは

なく、研究システムそのものをもっと競争的に、かつ合理的にしていくこ

とが重要であり、中身を変えていきたい。競争的資金は、いわゆる提案公

募型があり、現在、科学技術予算約３兆円の10％の3,000 億円だが、これ

を倍増し6,000 億円程度にする方向でいきたい。これが非常に研究活動の

活性化につながり、また、若手研究者の活動にもつながる。また、「産学

官連携の推進」では、米国等に比べて、我が国の産業界と学界、あるいは

官界との協力関係が必ずしも十分ではなく、このことが科学技術の発展が
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経済の発展につながらない大きな要因と考えている。そのため、大学と産

業界の密接な連携や、大学における知的財産の管理の在り方の改善、ＴＬ

Ｏの機能活性化等を打ち出していきたい。大学においても、産学共同研究

を進めるため、若手の能力発揮、大学教員等の兼業規制の緩和、能力に見

合った処遇等の観点から、国立大学の独立行政法人化に際して、非公務員

型も取り入れつつ、改革の方向を打ち出していきたい。さらに、私立大学

については、自然科学部門の人的資源が十分に活用されていないので、自

然科学部門の国の助成強化を検討するとともに、私立大学への民間からの

委託研究費等に対する減税措置、税制措置を検討していきたい。また、ベ

ンチャーの育成として、いわゆる大学発ベンチャー等を育成し、そこで雇

用を拡大することをしていきたい。そのためには、いわゆる資金的な応援

とともに、規制緩和とか制度改革も強力に進める必要がある。 

第５の点は、地域における科学技術の振興。これは各地域の大学あるい

は中小企業の協力関係を進めながら、全体の科学技術の水準の高さが中小

企業やベンチャーの育成に現実にプラスになる体制作りをし、各地域で新

たなベンチャーを興すことをやっていきたい。 

以上のような考え方に基づき、今後総合科学技術会議で更に検討する。

今のような考え方を経済財政諮問会議においても、来年度予算編成方針の

中に是非盛り込んで頂きたい。 

（竹中議員） 最初に確認したいが、今日配布した資料２は民間議員４名の先

生方と私が中心になって試案としてとりまとめたものであり、それぞれ文

言等に関してはいろいろ御意見があろうと思うが、それは是非後で議論す

るとして、大きな構成として、おおむねこういう構成でやるということで

よいか。（「結構」との声あり）

（塩川議員） この構成については大体結構だが、これは今日の決定ではない。

もう一回また精査して意見を出していただきますね。 

（竹中議員） これは枠組みの決定ということで結構です。 

（塩川議員） 枠組みの中身についても申し上げたいことがあり、その分は修

正していただきたい。例えば、７つの改革プログラムの「硬直性の是正プ

ログラム」は、「財政健全化プログラム」とした方が国民にわかりやすい。

また、「年金」のところは「給付と負担の関係」をはっきり書いてもらい

たい。「個性ある地方の競争」では財政の立場から、シビル・ミニマムと

ナショナル・ミニマムの見直しをはっきり書いてもらいたい。これは財政

再建の根本である。それから、プライマリー・バランスに入っていく時期

の大体の目安について表現を入れていただきたい。「平成14年度予算」で

は重点化すべき分野と縮減すべき分野を示し、メリハリをつけることが必

要。こういうことを是非目次に入れていただきたい。 

（竹中議員） 収め方を後で是非検討させていただきます。 

（速水議員） 金融とマクロ経済の観点から申し上げたい。第１に、過去数年

間に積極的な金融政策をとってきたにもかかわらず、経済活動が活発化し

なかったことを踏まえると、産業構造、金融システムの両面での構造改革

が必要。第２に、個人金融資産について、株や債券に投資したり、ファン

ドなどを使ったり、そういうリスクキャピタル、直接金融を増やしていく
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ような税制その他の改革が必要。 

また、(資料５)３ページの経常収支の黒字が続き、対外純資産残高が１

兆ドルを超えていることからも分かるように、我が国のファンダメンタル

自体、決して弱いものでないということを認識して頂きたい。 

（平沼議員） 金融サイドの不良債権、産業サイドの不良資産の処理をやらな

いと日本の経済は安定軌道に乗せられない。この目次は、全面的に賛成だ

が、「構造改革と経済の活性化」については新規市場、雇用の創出に向け

た改革が是非必要で、特に強調すべき課題は４点。第１に、イノベーショ

ン・システムの構築でベンチャーの育成が非常に重要。アメリカでは３年

で、大学発のベンチャーが約1,000 も出ている。日本は残念ながら70。ア

メリカ並の大学発ベンチャーの育成や、大学改革の促進をすることが必要。

第２は、医療改革を進めるとともに、介護保育への民間参入を促進した少

子高齢化社会に対応したサービス分野における雇用拡大が重要。第３に、

環境制約を成長のエンジンに転化するために、ごみゼロ、エネルギー効率

向上のための制度と改革、技術革新が重要。最後に、急速な環境変化にも

柔軟に対応できる雇用環境を構築するため、大胆な雇用システムの改革、

適切なセーフティーネットの整備を図ることが重要。 

（坂口臨時議員） 厚生労働関係から４点申し上げたい。第１に「労働市場の

活性化」では、雇用保険の給付日数を単に一律に延長するのではなく、自

分で新しい能力を身に付けようと意欲のある人には延長できるようにした

い。また、職業能力開発は官民をうまくミックスしてやっていきたい。第

２に「社会保障個人勘定の創設」については、十分に理解できていないが、

保険料と給付が個人で分かるのは意味があるだろうが、個人の問題と助け

合いという社会保障の理念の問題との関係を考えることが必要。第３に、

医療の問題では、経済的な効率も大事だが、医療の質が落ちない医学的効

率も必要。また、医療費総額の伸び抑制の問題はできるだけ知恵を絞って

抑制したい。それでもなおかつ足らない場合、個人負担、保険料を負担し

てもらわなければならないが、その２つのみ引き上げるということでは苦

しいことから、公費の方も頭の片隅に入れておいて頂きたい。最後に「年

金制度の改革」。ここに書いてある限りではそんなに問題はないが、厚生

年金の２階の民営化というのは好ましくない。 

（武部臨時議員） 「仕事と生活を両立させる」ことは我々の願望。交通イン

フラも整備されているし、あとはＩＴの利用環境が整備されれば、いつで

もどこでもだれでもが、同じ条件下で生活できる。また、都市の居住者は

やはり自然との共生というのを願っている。「仕事と生活が両立する」社

会は、わかりやすく言うと、都市と農山漁村とが融合、対流することであ

り、「生活維新プログラム」の中で「人と自然との共生」という意味合い

も書き込んで頂きたい。 

循環型社会には都市と農山漁村が融合、対流することも広い意味で含ま

れるのではないか。環境に加えて都市と農山漁村の共生・対流を生み出す

社会資本の整備を「社会的ニーズ」の中に入れてもらいたい。また、「都

市」は「まちづくり・都市再生」とすべき。 

また、中長期的には必ず食料自給が大きな問題になる。良質な食料、水
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の確保はエネルギーとともに、国の基本的な政策であり、国民的安心感を

与えるためにもヒューマン・セキュリティとして、「社会資本整備」及び

「平成14年度予算」の重点事項として反映させて頂きたい。 

「国の役割は限定し」とあるが、むしろ国が行うべき分野を明確化する

必要があり、その中には、食料の確保、環境、都市と農山漁村の共生・対

流が含まれる。 

社会保障については弱者救済などの問題解決型が考え方の主流になって

いるが、むしろ願望充足型という発想があっていいのではないか。つまり、

都市の人が自然だとか、美しい自然を享受したいという願望を持っている

が、これを充足させるための政策展開が必要ではないか。そのため、交通

インフラとＩＴインフラの整備が必要。 

(資料８－１)にあるように、食料の安定供給と美しい国づくりというの

が、農林水産省の新たなる使命。私のいう農業の構造改革では、今まで以

上に民間企業の積極的な農業への参画を期待している。また、農業は、生

産、流通、マーケティングのことを真剣に考えなければいけない。そして、

家族農業経営の活性化や農業経営の法人化などを推進して、創意工夫を生

かした農業経営が展開できる、農林水産業の構造改革を実現させたい。 

（竹中議員） 総務副大臣から何かコメントはあるか。 

（遠藤総務副大臣） （資料６に基づいて説明）基本認識として、総理が国も

地方も構造改革をし、歳出を削減するという考え方には賛成だが、地方の

歳出削減イコール地方交付税の削減という論法となると乱暴。地方交付税

は、地方自治体にとっては固有の地方財源。 

具体的な話では、公共事業は国の長期計画や国家予算で決まっており、

地方も国に協力する形で公共事業をやっているので、地方だけでなく一体

的に公共事業そのものを考えた上で議論すべきであるため、第２章の３に

ある「受益者の適正な負担」の項は削除すべき。また、「重点的に推進す

べき分野」の中に、追加で「世界最先端のＩＴ国家の実現」ということを

入れるべき。21世紀のリーディング産業にもなるし、国民の利便性も大き

い。第４章については、１．の「無駄を生む仕組み」は、少し表現がきつ

く、変えるべき。２．の「「均衡ある発展」から「地域間の競争による活

性化」」は、均衡ある発展を全否定しているような理解を生む恐れがあり、

「重視」を両方に入れ表現を変えるべき。３．の「段階補正」は、市町村

合併は強制的ではなく、自主的にやるものでムチを打たないという今まで

の方針に反するため削除すべき。４．の「国の関与の縮減」では、国庫支

出金や法令等による国の関与について、行政水準の弾力化や法令改正が必

要なので、国の関与について具体的に書くべき。５．の「財源保障縮小」

は、国が行政水準を全国一律に決めているので財源保障をせざるを得ない。

「国の関与の縮減に対応して地方交付税の算定基準を簡素化」という表現

にすべき。３番目の「地方税の充実」は、国と地方の税源を考えないとい

うのはおかしく、「税源移譲」という文言を入れるべき。 

  「平成14年度の予算の考え方」では、この重点化項目の中に「ＩＴ国家」

ということを入れるべき。また、「国と地方」のところで「地方交付税改

革等」とあるが、誤解をさけるため、地方交付税だけではなく、「地方税、
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国庫負担金、地方交付税」といった、地方財政計画そのものをどうするか

という全体のものを入れるべき。 

（扇臨時議員） 総理が聖域なき構造改革と言っていることを、いかに国民に

わかってもらい、どうしていくかという具体的なスケジュールとメニュー

の出し方が重要。そういう意味で、昨日の新聞などに細かいことまで出る

というのはおかしい。従って、どういう手法で、どういう順番で行うかを

示すべきであり、出すときには必ず短期、中期、長期、すぐできるメニュ

ーを選択して頂きたい。 

このほか、聖域なきと言うのであれば、ＯＤＡもあるいは防衛費も見直

すことも必要だと思うので、国民が思っている大事なことを落とさないで

頂きたい。 

また、与党の連絡会議や党と諮問会議との関係についてみんなが疑心暗

鬼になっている。手順やメニューの取扱いについて御教示頂きたいし、メ

ニューや責任主体について是非中間で発表して、疑心暗鬼にならないよう

にして頂きたい。 

（平沼議員） 与党三党の中で連携を密にした方が進行上よい。 

（竹中議員） とりまとめの手順、手法について重要な問題があることは認識

している。諮問会議でこうしたことを行うのは初めてであり、日本国とし

ての試行錯誤であることを踏まえ、とりまとめまでの１か月の間、前向き

にいろいろ御意見を賜りたい。 

（奥田議員） 政治あるいは選挙のことも考えて作ればまた違ったトーンが出

るが、選挙のことはあまり考慮して作成していない。改革のことを盛り込

めば当然それは選挙の公約とバッティングするわけだが、何とかうまく進

められないかという形で書いてある。 

（吉川議員） いろいろ複雑な問題があるということは認識しているが、我々

の役割は、法律で規定されているとおり、経済財政に関する重要事項につ

いて審議調査することであり、中立的な立場からこれがいいと思うことを

述べている。ただ、表現、発表の仕方等についてはいろいろ考えがあるこ

とは十分認識している。 

（本間議員） （資料10に沿って説明）諮問会議における基本方針の作成に対

し、財制審と税調の合同会議としての意見をまとめた。第１は、財政構造

改革は、不良債権の最終処理、競争的な経済システムの構築と三位一体で

あるべき。第２は、14年度予算の議論は、中長期のビジョンを明確にした

上で、14年度予算をスタート時点とし、時系列的に矛盾のない形で行うべ

き。第３は、持続可能な財政バランスの実現として、プライマリー・バラ

ンスをどのような形で回復していくかまで言及すべき。第４は、国と地方

の歳出の徹底的な見直しを行い、中長期的な国民負担のあるべき水準及び

その内容について検討すべき。各論については、道路特定財源などの見直

しの問題や、持続可能な頻繁に制度が変更されない社会保障制度の再構築、

医療制度改革、また、個性ある地方の実現のためにこれまでのあり様の抜

本的な見直しを進めるべき、更に、特殊法人の問題では、わが国財政の陰

の問題も含めて検討をすべきという意見がある。 

各省庁、各省庁主催の審議会等とも十分に連携を図ることが重要であり、
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我々がメッセージとして何を出しながら、何をお願いするかということを

具体的な手続に中に織り込んで頂きたい。 

（塩川議員） いい報告だ。僕らはこれが欲しかった。 

（牛尾議員） 「基本的な考え方」は、小泉総理が発言されてきた方向性と高

いメッセージ性に即応し、国民に分かるメッセージを出そうということ。

「本論」は、コックに対するレシピのような形を念頭に置きつつ、行政機

関にとって何ができる、何ができないかが分かる文章となっている。諮問

会議は総理の知的提案のための会議であり、それを提案した上で、本論と

基本的な考え方の中から、総理を中心に、どういう順序でやっていくのか

を戦略的に選ぶべき。その意味で情報管理をきちっとお願いしたい。 

（吉川議員） 財政の問題に関しては、次の２点を区別すべき。１つは、制度

を改革する、中身を見直すことだ。これが狭い意味での構造改革である。

もう１つは、財政再建、プライマリー・バランスをどの程度のペースで黒

字化するか、国債、公債のＧＤＰ比をどうするか。前者は、マクロ経済、

景気に対してプラスであるが、後者は、景気と対立する概念。財政の構造

改革、中身の見直しは、政府に限られた数少ない政策手段であり、景気に

かかわらず断行すべき。ただし財政再建のペースは景気と対立することを

お考え頂きたい。 

（小泉議長） 基本方針においては、あるべき改革の姿が必要であり、皆様方

は、選挙のことは考えなくてよい。甘い薬ばかりではなく、痛みも伴うこ

とを分かってもらうことが重要。新聞は、特殊法人への予算を１兆円、２

割削減とか数字を書いているが、できるだけ削減できるものは削減しよう

ということであり、何割、何千億円になるかは分からない。基本方針では、

こういう問題の指摘とそれを実行するという方針が大事。 

（本間議員） 坂口臨時議員の質問に関して、個人勘定についての我々のイメ

ージは、アメリカのシステムである。社会保障番号が確立され、それに個

人勘定が付き、トータルで執行コストの節減も含め極めて重要な役割を果

たしている。それによって、アメリカは、ｅ-ガバメントが進捗し、ＩＴの

発展にもつながった。 

（扇臨時議員） 総理に、14年度予算における諮問会議の位置づけと、概算要

求との関係について御説明頂きたい。 

（小泉議長） 当然、各省から概算要求は出てくる。これを各党も入って調整

しなければならないから、増やすべき予算、その反面減らすべき予算は何

かを議論していく。増やせば、その分減らさなければならないという方針

の下に各省庁に概算要求してもらい、調整していく。 

（塩川議員） 各省庁でも大体自分らの要求が去年より上回ることはだめとい

うことはわきまえて計画していると思う。 

（本間議員） 基本方針は、14年度予算も含めこの中に盛り込み、各省が概算

要求を財務省に出す際のガイドラインとして活用されると理解してよろし

いか。 

（塩川議員） 先ほど本間先生から御報告いただいたこの資料が欲しかった。

これが14年度予算編成のときのガイドラインになってくる。 

（竹中議員） 先ほどの別の審議会は別のトーンのものが出てくることもあり
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得るということで是非ご理解いただきたいのですが。思想としては、アメ

リカの大統領が示す予算のガイドラインである予算教書に準じた、一つの

尊重されるべき指針であると思います。 

本日は、「目次案」を議論し大枠を決めたが、若干調整を要するところ

はある。その調整は、最終案を作成する中で調整させて頂く。また、実は

大変重要であるが、余りこの場で議論されていない問題がマクロ経済のシ

ナリオであり、次回はそのことも含め、更に今回の議論に上乗せした議論

をしたい。 

（塩川議員） 総理から14年度予算編成に対する指針というのを出して頂ける

ようお願いしたい。 

（竹中議員） 以上で会議を終了する。 

（以 上） 
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