
平成 13 年第 13 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 13  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 8 月 3 日(金) 14:36～15:30 

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 片山 虎之助 総務大臣 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)概算要求基準について 

(2)構造改革の今後の進め方について 

(3)専門調査会の設置等について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 12 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 塩川議員提出資料 

資料 3 有識者議員提出資料（概算要求基準に関する主要論点） 

資料 4 構造改革の今後の進め方について 

資料 5 経済財政諮問会議の審議をサポートする体制の強化 

資料 6 吉川議員提出資料 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第13回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日は、お忙しい中、誠にありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、今日の議題でございますけれども、３つあります。 

まず第１は「概算要求基準について」。 

第２は「構造改革の今後の進め方について」。 

第３は「専門調査会の設置等について」、経済財政諮問会議の組織についてで

ございます。順次議論をさせていただきます。 

今日の審議時間は、全体で１時間ですので、皆様方には効率的な議事進行に御

協力のほどをお願い申し上げます。 

また、前回の諮問会議の議事録については、従来どおりの扱いとさせていただ

きます。 

それでは、審議に入ります前に、総理からごあいさつをお願い申し上げたいと

思います。 

（小泉議長） 選挙後初めての会議でございますが、お陰様で国民からの支持をいた

だくことができたと思っております。 

私は、この選挙後の勝利を背景に、「改革なくして成長なし」という構造改革

の基本方針、「骨太の方針」に沿って具体化していかなければならないのが、こ

れからの我々の仕事だと思っております。 

記者会見でも申し上げましたように、３段階の改革工程表を設ける。この夏中、

次の臨時国会が秋、９月には開かれると思いますが、その前にやらなければなら

ないこと、臨時国会にやるべきこと、そして暮れの予算編成に向かって、それ以

降できること、いわゆる奥田議員がこの前の会議でもお話しされたような形で、

改革工程表をできるだけ早く示していく必要があるんではないか。 

同時に、概算要求基準を10日に決めなければなりませんので、国債発行30兆円

以下を目標にするという、これを守るためには、メリハリをつけた予算編成をし

ていかなければならないと思います。 

今後、今までと違って減らすべきところと増やすべきところ、両方やらなけれ

ばならない。しかも全体を減らす中でそれをやるんですから、非常に厳しいと思

いますが、厳しいだけに今までの方針を変えるわけにはいかぬ。着実に実施に移

していくことが、我々の仕事だと思っております。 

今後とも、非常に重要な会議でありますので、皆様方の御協力、御支援をよろ

しくお願いしたいと思います。 

○概算要求基準について

（竹中議員）	  ありがとうございました。それでは、第１の議題「概算要求基準につ

いて」の審議に移りたいと思います。 
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それでは、塩川議員から提出のありました資料２につきまして、御説明をお願

いしたいと存じます。 

（塩川議員） 財務省では、平成14年度概算要求基準を検討するに当たりまして、各

省庁から「骨太の方針」具体化のために、現段階でどのような予算要求を考えて

いるかということをヒアリングしておりました。 

本日は、まずその紹介をし、その上で概算要求基準の検討のポイントを説明い

たしたいと存じます。 

なお、本日この席に主計局長を同席させましたので、主計局長が冒頭御説明い

たして、その後、また御議論を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（林財務省主計局長） それでは、お手元の資料、横長の２－１というものをごらん

ください。これは「基本方針」第６章を具体化するために、各省庁で検討されて

おられます予算関係の施策の例を、私ども主計局で聴取したものでございます。 

表の左側には「基本方針」の第６章をそのまま書き写しております。 

表の右側が「基本方針」の記述に対応する各省庁の予算関連の施策の例です。 

１ページを見ていただきますと、30兆円以下、あるいは特殊法人に続きまして、

重要７分野に関連する施策の例を掲げております。 

環境問題への対応から始まりまして、少子・高齢化、地方の活性化、都市再生、

科学技術、人材育成、教育、ＩＴ、社会資本整備、社会保障制度、 後の８ペー

ジ目に地方財政、雇用ということになっております。 

各省庁の個々の施策の例を御説明することは、時間の関係もございますので、

いたしませんが、ここに掲げております施策は、現時点で、私どもが概算要求基

準の検討に資するため、各省庁からヒアリングをした中から精粗さまざまなもの

をとりあえず整理したものでございます。 

各省庁と私どもとは、いまだ突っ込んだ議論をしているものではございません。

今後、項目、内容とも大きく変わっていくものと思われますが、あくまで「基本

方針」に対応する予算関係施策のイメージを持っていただくための資料というこ

とで御理解をいただければと考えております。 

続きまして、平成14年度概算要求基準についての主な論点資料２－２の方でご

ざいますが、これについて御説明を申し上げます。 

平成14年度の予算の概算要求基準につきましては、これまでの概算要求基準に

とらわれずに、その在り方を大きく見直す必要があると考えております。本日は、

これまで「骨太の方針」等におきまして、14年度予算編成上の課題としては掲げ

られた主要な論点を中心として、概算要求段階における諸施策について、お手元

の「平成14年度予算編成について」と題した資料に沿って順次御説明を申し上げ

ます。 

１．は、国債発行額30兆円以下でございます。まず14年度予算の在り方を考え

る上で、 も重要な課題として、「骨太方針」にも掲げられました国債発行額30

兆円以下という目標が掲げられてございます。 
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既に御案内のとおり、平成14年度予算におきましては、30兆円以下の目標と、

財政の中期展望におきます14年度の公債発行見込額約33兆円との差は、これは要

処理額ということになると思いますが、この３兆円のギャップを処理していくこ

とが必要でございます。 

私どもといたしましては、この目標の実現に向かって、概算要求段階において

は、一般歳出の削減により、要処理額の約半分程度に目処をつけ、その後の予算

編成において地方交付税、あるいはさらなる一般歳出の削減等に努めていかなけ

ればならないと考えております。 

このような一般歳出の削減の方策に関しまして、各経費の性格、すなわち政策

的経費か義務的性格の強い経費かといった点に着目して、以下、４つの区分に沿

って御説明をさせていただきたいと思います。 

まず、公共投資の関係費でございますが、「骨太の方針」においては、欧米諸

国などに比べて高い水準にあること等を考慮し、国の歳出全体を聖域なく見直す

中で、公共投資関係の予算を削減するとされてございます。これを踏まえまして、

相当程度の縮減を図っていくこととせざるを得ないと考えます。 

次の社会保障関係費は、人口の高齢化等に伴います自然増が多く見込まれるな

ど、予算においては一種の岩盤ということになっております。この経費について

も、思い切った伸びの抑制を図るため、抜本的制度改革等を行うという前提で、

要求段階から圧縮を図っていく必要があると考えます。 

次の義務的経費等とは、人件費あるいは恩給費等の補充費と言っておりますが、

こうした義務的性格が強いものでございます。 

それ以外の一般的政策経費につきましては、まずはＯＤＡも含めまして、一定

率の削減を行い、各省庁の経費節減、効率化努力を促すことが必要と考えており

ます。 

いずれにしましても、一般的政策経費については、その上で重点分野の充実を

図っていく方策を検討しなければならないと考えます。 

次に、どのようにメリハリを付けるかという点でございますが、以上、一般歳

出の類型別に御説明申し上げましたが、このような中で各経費を重点７分野に対

して、いかに重点的に振り向けていくのか。歳出のメリハリを付けるためにいか

なる方策を導入するかが、次なる課題ということになります。 

歳出項目のメリハリづけに関しましては、昨年までいわゆる特別枠方式という

ものを活用してまいりました。特定の政策目的を掲げて、重点化を図るなど、一

定の成果は上げてきたものと思いますが、かなり長期間実施してきました結果、

種々の問題が指摘されております。 

経費の一部分の金額のみを枠として切り出して重点化を図るということではな

く、より広範囲に７分野への重点化を図る新たな方策が考えられないかなと思っ

ております。 

なお、次のページの頭にございます「注」にもございますように、メリハリ付

けに当たっては、特に一般的政策経費につきましては、例えば国防でありますと
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か治安、司法、外交など、参考にございますような典型的な７分野かどうか明確

ではない重要な分野があることに、十分留意することが必要と考えております。 

第３の論点は、予算編成プロセスの中で、総理主導の予算編成を実現するため

に、どのような方策が考えられるかについて、でございます。 

例えば、重点７分野など、戦略的に重要性があり、かつ、各省庁にまたがる分

野については、特に総理にリーダーシップを発揮いただきながら重点化を図って

いく必要があると考えます。このため、「骨太方針」にもあるとおり、各省庁の

施策については、諮問会議を始めとして、総合科学技術会議、ＩＴ戦略本部、都

市再生本部など、内閣の諸機関との連携を図るための方策について、何らかの工

夫を図る必要があるのではないかと考えております。 

同時に、来年度予算編成に際しましては、特殊法人等、改革への対応、道路特

定財源の問題、地方交付税、医療制度改革など、聖域なき構造改革を推進するた

めに取り組むべき諸課題が、数多く待ち構えております。これらの諸改革はいず

れも広く国民一般や、特定の受益者にとって大変厳しい内容を含むものでござい

まして、総理の陣頭指揮の下、内閣が一丸となって取り組んでいくことが必要な

課題であることは言うまでもありません。諮問会議におかれまして、これらの厳

しい諸課題について、精力的に御審議をいただき、改革の前進に向けて御指導を

いただければと考えております。 

なお、特殊法人等改革につきましては、現在、行革推進本部事務局を中心とし

まして、検討作業が進められており、概算要求基準の閣議了解を予定してござい

ます、同じ８月10日にも、法人別事業見直し案が公表されることと伺っておりま

す。 

特殊法人向けの財政支出につきましては、「骨太方針」におきましても、縮減

の方向が明確に打ち出されていることを踏まえまして、概算要求の段階で縮減の

方向で見直しを図るための何らの工夫が必要とも考えておりますし、９月以降の

諮問会議でも、是非とも御議論をいただければと考えているところでございます。

以上、簡単でございますが、御説明に代えさせていただきます。 

（塩川議員） 主計局長が説明いたしました各省庁の施策を見ますと、経費の削減に

つながるものは少ない状態でして、予算の充実を目指したものが多くなってきて

おります。しかしながら、来年度国債発行を30兆円以下という目標を達成するた

めには、厳しい概算要求基準を設定して、また、特殊法人等改革への対応、道路

特定財源の問題、地方交付税、医療制度改革などの困難な諸課題に、聖域なく取

り組んでいかざるを得ません。 

こうした諸課題の解決のためには、それぞれ所管省庁の取組がまず求められる

ことは言うまでもございませんが、財務省も予算を担当する役所として、 大限

の努力をする覚悟でございます。なにとぞ諮問会議においても、今後のフォロー

アップの議論の中で、各省庁の取組を厳しくチェックし、国債発行30兆円以下の

実現に向けて共に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いを申し上げたい

と存じます。 

5




平成 13 年第 13 回 議事録 


（竹中議員） ありがとう存じます。 

続きまして、有識者議員４名から提出のありました資料３につきましての説明

を本間議員にお願いしたいと思います。 

（本間議員） それでは、有識者４議員が概算要求基準づくりに向けて議論をいたし

ましたものを、私の方から説明させていただきます。 

お手元の資料３に、主要論点をまとめております。 

まず、概算要求基準の策定は、「基本方針」の発表以来、小泉構造改革の具体

化にとりましては、第一歩でございますので、この際、総理が国民に明確に改革

断行予算の実現に向けてのスタートだということを、はっきり総理談話として発

表をし、公表をしていただくということが、非常に肝要ではないかと考えており

ます。 

それから、「基本方針」の発表以来、タイムスケジュール、役割分担がどうも

明確ではなく、具体性に欠けると言われております。この際、前回総理からもお

話が出ましたように、概算要求基準づくりから年末の政府予算案の決定まで、３

つに分けた工程表の作成が、今、準備されておりますが、それと予算を対のもの

として、きちんと関係づけていく必要があります。それを具体的にどこで議論し、

どのように執行のレベルまでつないでいくかについては、経済財政諮問会議、財

務省、各省庁、他の会議、これは２つ挙げておりますけれども、規制緩和推進委

員会、行革の事務局等々、いろいろな役回りがございますので、この関係をきち

んと説明するということが重要であります。 

予算編成プロセスが新たなシステムの中でスタートをしておるわけであります

けれども、これまではクローズドな予算編成のイメージが非常に強く、そのため

に、国民の理解を十分得ることが出来なかったということがございます。この点

で、今回は、この構造改革を国民に理解してもらうため、国民に十分に説明責任

を果たしていくことができるオープンなスタイルを確立するということを、全工

程で意識してやる必要があります。予算編成の節目節目でどこまで作業が進み、

どのような問題が残っているかを整理し、経済財政諮問の場で総理の決裁を仰ぎ、

その都度、明確なメッセージを付けて公表していくということが望ましいと考え

ております。 

２番目は、今回の「基本方針」の実現の第一歩としての概算要求基準の問題で

あります。当然ことながら概算要求基準は、「基本方針」に基づいて、将来的な

改革の方向性を十分に視野に入れたものにするということを宣言すると同時に、

その結び付きを明確にしていかなければなりません。具体的には「基本方針」に

掲げられた制度改革等を踏まえ、歳出の削減・抑制と、重点分野への予算の傾斜

配分を実現するよう、メリハリのきいたガイドラインをつくるべきであります。

国債発行30兆円以下に対応して、概算要求基準でどの程度切り込むのか、重点分

野の内訳、規模をどこまで概算要求の段階で特定化するのか等々、工夫をしなけ

ればならないという具合に考えております。 

この点につきまして、別紙に概算要求基準の在り方についてまとめております
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ので、３ページの別紙をごらんいただきたいと思います。 

概算要求基準というのは、要求額に上限を付けるのか、あるいは付けるとした

らどの程度なのか。更には、特別な分野に特別枠を設けるのかどうかということ

が、重要なポイントになってまいりますし、総体として30兆円の削減に向けてガ

イドラインをつくるこの段階でどこまで切り込むのか。切り込むとすれば、重点

的に伸ばす分野は伸ばし、従来の部分のところを厳しく見直すというメリハリの

きいた作業を、どのように概算要求基準でガイドラインの中に定型化するかとい

うことが、非常に重要であろうと思います。 

この点で、重点分野の経費については、できるだけ自由に競争ベースで予算、

歳出というものが決定できるように自由度を高くすべきです。公共事業関係費、

社会保障関係費、特殊法人への補助金等、従来型の部分につきましては、厳しく

抑制、効率化をさせていく必要があります。このような考え方を徹底するという

ことが、メリハリを付けた予算の編成にとっては不可欠であろうということであ

ります。 

２．については、重点分野について特別枠を従来のように設けるか否かという

ことであります。これは、総理特別枠、与党特別枠という形で、従来は、重点的

に予算を配分するための工夫として設けられてきたわけでありますけれども、実

態は特別枠を設定しても、既存事業の看板を掛け替えて要求してきたというよう

な事例が、まま見受けられますし、特別枠も過去の実績等を基に、各省庁に割り

振られるということで、シェアの見直し等に対して必ずしも効果が上がってこな

かったという指摘がございます。 

したがって、この際、ゼロベースで構造改革に向けての予算を実現するという

ことをメッセージ的に伝えるためには、特別枠を廃止、または大幅に改革し、予

算全体が総理のイニシアティブの下で適切に配分されるよう努力する必要があろ

うかと考えます。 

３、４でございますが、道路の特定財源を14年度においてどのように扱うのか、

要求段階で具体化が可能かどうかを検討する必要があろうかと思います。特殊法

人に関わる予算につきましては、言わば、糧道を断つという部分と、制度改革の

双方を密接に関係づけながら予算化していくこが必要であろうという具合に考え

ます。 

後に、これは今後の課題でもあるわけでありますけれども、２ページの（３） 

のところで、予算編成の在りようについて、より本格的な議論の芽を14年度予算

で改善できるような形で織り込むということであります。 

と申しますのは、小泉内閣が成立いたしまして、新たな枠組みの中で、予算を

策定し、あるいは経済政策を運営していこうというときに、従来のままでは問題

がある部分がございます。概算要求段階から経済見通し、経済情勢判断と連動し

た予算編成を厳格かつ柔軟な枠組みの中で中長期的な予算編成とも絡めていくと

いう発想を、随時織り込む必要があろうかと思います。新しい行政手法の明示的

な導入も必要です。今回、概算要求の時点で、コストと便益を付けて予算要求す
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るということを考えておりますし、マトリックス予算的に各省庁の縦割と横断的

な予算編成のメリットを追求するということも考えられようかと思います。 

更には、補正、決算、特別会計、地方財政等も考慮し、経済と政府全体の活動

を把握して情報として国民に提供できるような形を、この際努力すべきであろう

と思います。 

私の方からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、概算要求基準について御自由に御

討議をいただきたいと思いますが、何せ今日は時間が限られておりますので、１

人の発言を是非短目にお願い申し上げます。 

奥田議員。 

（奥田議員） 私も全く、今のペーパー等については同感でございます。あえて補足

するとすれば、この概算要求基準も広く国民から見てわかりやすいものにすると

いうことが大事だと。それから、内容について、従来から変わったという印象を、

やはり強く出さなければいかん。 

もう１つは、先ほども話していましたが、省庁横断的に査定できる仕組みを、

今のうちから織り込んでおくと、これは非常に大事だろうと、こういうふうに思

っております。 

それから、先ほどの主計局長の御説明について、ちょっと聞きたいんですが、

要処理額の半分ということを言われましたけれども、あれは具体的にどういうこ

となんですか。 

（林財務省主計局長） 中期展望をベースのお話なんですが、来年度国債発行30兆円

以下とするためには、税収を中期展望の数字に仮定しますと、３兆円ほど足りま

せん。33兆ぐらいの発行になります。したがって、概算要求段階では、３兆円の

半分ぐらいを処理して、あと９月以降の予算編成過程で一般歳出のさらなる削減、

あるいは地方、あるいはその他について見直しをして、30兆円の目標を達成する

ということではないかというふうに思います。 

（奥田議員） そうすると、半分半分というのは、1.5 兆と1.5 兆と。 

（林財務省主計局長） 非常にアバウトな話ではありますが。 

（奥田議員） わかりました。 

（竹中議員） それでは、経済産業大臣、それと吉川議員の順でお願いします。 

（平沼議員） 基本的な考え方ですけれども、言うまでもありませんけれども、将来

の成長に向けた資源の思い切った重点配分が必要と考えています。平成14年度の

予算は、従来の各省の枠に当然のことながらとらわれないで、こうした大胆な資

源シフトを可能とするシステム構築をすることがポイントだと思っています。例

えば、新市場・産業、新たな雇用の創出とか、雇用・中小企業のセーフティーネ

ットの対策。こういったことが、これから、いわゆる構造改革を進めていくに当

たって、非常に大きな問題になってきますから、そういうことが必要だと思いま

す。 

また、基本的な考え方で、経済財政諮問会議というのは、各府省の枠にこだわ
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らない予算編成を行うために設置されたものだと思っておりまして、これは初め

ての予算編成でありますので、その趣旨を十分に生かしていくべきだと思ってい

ます。 

重点化関係費に関しては、思い切った重点化を実現するために、少し極端かも

しれませんけれども、各府省から青天井で要求できるようにした方が良いんでは

ないかと思っています。そうした中で、各省の枠を超えて新たな市場と雇用の創

造に直結するような重点分野の予算を十分に確保できるような仕組みが、重要だ

と思っています。 

重点化関係費の財源は、財政の規律と両立させるために、義務的経費を除きま

して、適切な規模のマイナスシーリングをかけた上で、その一部を各省の枠を超

えて回すことで、確保することが可能だと思っています。 

ちょっと細かいことでございますけれども、特殊法人の予算の削減と科学技術

関係予算、これは特殊法人の予算を効率化することには、全く異論はありません。

それによって、科学技術の振興等重要な政策の実現が妨げられることがないよう

にメリハリは付けなければいかんと思っています。また、研究開発の戦略的、継

続的な取組を可能とするために、民間の方々から御要望があります、いわゆる予

算の複数年度化。これをやはり考えていかなければならないと、一応、このよう

に思っております。 

以上です。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 私も皆様方がおっしゃっているとおり、予算の質の転換というのが、

現在の日本にとって非常に重要な政策だと考えております。その点に関しまして、

内容を見直し、重点分野に資源を回すということですが、理想としては、私も今、

経済産業大臣がおっしゃったように、重点分野についてはアイデアは幾らでも出

していただく、極端に言えば青天井で出していただいて、それを財務省等で査定

をしていただくというのが、理想だと考えます。 

その点に関しまして、１つ質問をさせていただきたい。先ほど主計局長が概算

要求段階では、一般歳出を1.5兆円削られるということでした。概算要求基準とい

うのは、重点分野にシフトさせる、内容を見直すための方法論ということだろう

と私は理解しますが、単純な算術としては、全体で３兆円削るとすると、仮に重

点分野がプラス２であれば、その他の分野はマイナス５になる。マイナス５足す

２で結果マイナス３になるということかと思うんですが、それを概算要求段階で

は、マイナス1.5兆円ぐらいで始めるというと、秋以降の予算編成過程で、さらに

マイナス1.5兆円の査定をされるということだろうと思います。 

その際に、先ほどの主計局長のお話では、従来の特別枠、これは重点分野です

が、そこも勿論査定されてきたわけですが、必ずしも上手くいかなかったという

経緯もあったということです。秋以降の査定のプロセスで、重点分野については

仮に青天井のような要求を認める、私は理想としてはそれがいいと先ほど申しま

したが、従来の予算を削って文字どおりメリハリを付けるための予算づくりのシ
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ステムというのを、どのように確保するか、つくるかというのが現実的に重要な

ポイントになるというふうに思いますが、この点について、財務省が現段階でど

のようにお考えなのかということをお聞きしたいと思います。 

（竹中議員） いかがでしょうか。 

（林財務省主計局長） 先ほど半分程度と、私が申し上げましたのは、要求べースで

大体半分程度切れている。概算要求ベースで、です。ということは、その中で必

要な重点分野の要求も含まれた上で、という意味で申し上げたわけです。 

したがって、重点分野以外のものについては、相当マイナスシーリングがかか

っているということにしないと、いけないのではないかということです。 

（吉川議員） 重点分野についてもシーリングが入るという理解でよろしいんでしょ

うか。 

（林財務省主計局長） 青天井ということになりますと、結局、概算要求段階でどの

程度金額が切れているのか、これはちょっとわかりません。そうなると、30兆円

という大きな目標を秋以降で達成するその目途というのは、この夏の段階でなか

なか立ち難いのではないかということで、私どもも心配しているわけです。 

（牛尾議員） 我々のペーパーで、いわゆる予算編成の透明感という、従来型、どち

らかというと閉鎖的な予算編成から、ややオープンなものに切り替えていくとい

う、この予算が毎年増収増収で増えているときは、閉鎖型、潜水艦型で、ぽこっ

と結果が出るというとみんな納得するんですけれども、今度は減るわけですから、

減れば減るほどオープンにして説明責任というものが生じるので、そういう点で

は、オープン型のものを必要とすると。結果として出ているというのは、非常に

説明がしにくい。やはり初めに考え方をもっときちっと述べることの方が、メッ

セージとしては通るのではないか。 

それで、ＮＨＫで外務大臣と一緒にお話ししたときでも、やはり、今、吉川さ

んがおっしゃった、平沼大臣もおっしゃったように、重点項目を増やすというこ

とは、やはり２兆円を増やして５兆円を減らすということが 小限であって、１

兆円ぐらいの特別枠というのは、これまででも前例があるわけです。これはほと

んど国民から見るとメリハリの付いた予算として見えないわけです。ですから、

少なくとも今度は、小泉改革で、相当第一歩としてはメリハリのある予算だなと

いうことを言うからには、従来１兆円の経験がありますから、２兆円ぐらいを増

やしてということになると５兆円減らさなければいけない。そうすると、相当わ

かりやすい説明をしないと、半分ずつでも、ちょっとずつかもしれないが、みん

なと交渉しろということだったら、国民は納得しないだろうというのが、私も確

信があるわけではありませんけれども、そういうことを頭に入れてやることが非

常に大事だという気が、私はするわけであります。 

いわゆる各省との折衝、また、党との関係もいろいろとありますけれども、こ

こは、小泉総理が「改革なくして成長なし」という大胆な方向を示されたんです

から、かなり従来と違った開放型のプレスをする中で、初めて、財政を通じて総

理が談話を発表する場合には、そういう中身についての考え方を述べなければだ
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めだと思う。１兆円ぐらいだったら前と同じですから。だから、そういう意味で

特別枠を設けるか設けないかというのも、どこまでやるかという決意によるので

あって、もし、実務的に査定というものが従来どおりの形式で各政党や各省との

交渉が前に行くんだったら、そこは特別枠を残さないと確保できないです。外す

ということは、本当に形をきちっとして出さないと。私は、現在の段階を見てい

ますと、２兆円ぐらいの特別枠を残さないと、こういうものは現実的には実現し

ないけれども、しかし、この場合でも、はっきりこうやって使うぞということを

言わなといけない。 

だから、２－１の資料の「基本方針」の実現する右側の案を見ても、軽く２、

３兆超えちゃうわけです。これに抜けているものはまだ半分ぐらいありますから、

４、５兆円ぐらいのものをどうやって２兆円に絞るかというプロセスも未経験な

話ですね。ここはまだ議論されていないわけですけれども、そういう問題も非常

に大事だということを申し上げたい。 

（片山議員） 財務省と言いますが、塩川大臣と主計局長のペーパー、これを中心に

発言させていただきますけれども、ちょっと話がまとまっていない意見になるか

もしれませんが、まず、国債発行30兆円以下にすると、来年の財務省の見通しだ

と33兆3,000億ですから、３兆円ぐらい切り込まなければいけない。そこで、一般

歳出の縮減というと、ここに書いてあるように、公共投資関係と社会保障が大き

いあれになると思います。 

そこで、公共事業関係費というのは、公共事業の概念を見直さなければいかぬ

と思うんです。今までも、公共、非公共と言ってきたんです。本当は、みんな公

共なんです。その型の問題を公共と言ってきたので、ここは、私はぜひ公共事業

の概念を見直して、もう少しいろいろなものを公共事業ということを取り込んで

いったらどうかと思いますよ。私の感じは、景気対策その他もあるので、公共事

業というか、新公共事業の事業量は減らさないと。事業量は減らさない、金は減

らすということは、１つは効率化と、あるいは民間資金のＰＦＩの活用と、それ

から、今まで公共事業以外でやったものを公共事業に取り込むことによって、公

共事業の量を減らさない方がいいと、私は思います。全体では減るんですよ。公

共事業そのもの、新しい観念での公共事業は量が減らないと。こういう感じで、

１つどうだろうかと思います。 

それから、社会保障関係では、伸びの抑制にならざるを得ないんですけれども、

公共投資関係も社会保障関係も条件を設けるのかどうかですね。その場合に、公

共投資の５か年計画があります。まだ生きています、５か年計画は。それをどう

するのか。５か年計画を止めるのか生かすのか。それから社会保障は全部制度に

くっ付いていますから、制度改正の見通しがなければいけません。それが、概算

要求にも深くに結び付いていると、私は思うので、それは臨時国会でやるのか通

常国会でやるのか知りませんが、「こう制度改正するんだから、抑制をこうする」

ということを言わないといけませんが、これはなかなか大変難しいのではなかろ

うかという気が、私はします。 
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それから、７分野の重点配分は賛成なんですが、この７分野は極めて抽象論な

んですね。循環型社会の構築、少子高齢化への対応、地方の個性ある活性化、こ

の施策事業は、この重点分野該当事業なんだと、該当施策なんだと、それはだれ

が決めるかというと、一次的には各省でしょう。各省がやったら、バラバラにな

りますよ。だから、それを二次的にどこがチェックしてまとめるのか。このメリ

ハリの方に該当するかどうかというのは、各府省にとっては 大の関心事になる

と思いますので、この辺の調整、チェックをどうするのかということで考えてい

ただきたい。 

それから、特別枠については、牛尾議員の御意見がありましたが、私はやめた

方がいいと思います。今までのやり方だと、あれは差別化ではないですよ。むし

ろ平均化になっているんです。党が決めたのも、総理が決められたものも。どこ

でだれが決めたかということはありますけれども、特別枠は、本来は差別化なん

です。ただ、結果として総花なんですよ、今までは。 

特に党のものはそうですよ、完全に。むしろ、差別化よりも平均化の方に貢献

しているんですよ。だから、今までのやり方は、私はやめた方がいいと思うんで

すよ。新しいやり方ができるのかどうかですね、これも。それでは、総理が全部

判断して決めろというと、それは総理は忙しいから無理ですよ。この特別枠をつ

くった場合に、だれがやるのかということです。 

それから、私どもの方のことで言いますと、地方交付税の見直しはやります。

やりますが、まずは国の歳出を見直していただいて、国の歳出と連動するものは、

地方の歳出も落ちていきますから、それから地方固有のものは見直します。それ

によって、恐らく今年度よりは縮減になると思いますが、そこはちゃんと地方に

も理解できるようなやり方や説明が、是非要ると思うんです。一方的に切ったわ

けではない、頭から切ったのではない、結果としてそうなった、ここに持ってい

かなければいかぬと思う。 

それから、道路特定財源は、是非御認識いただきたいのは、国が今、３兆5,000 

億で地方が２兆3,000億ですが、国から補助で行っているのが、１兆1,000億ある

んです。それから臨時交付金で、7,000億行っているんです。ですから、実際に使

っているのは、地方が４兆1,000億で、国が１兆7,000億なんです。これは国の問

題というより、今、地方の連中がワイワイ言うのは、中央の財源の問題になって

くるんです、道路整備は。 

そこで、国道整備は、ほぼ終わっています。県道は約７割弱です。市町村道４

割弱です。だから、この制度をどうするのかという議論と、それから一般財源と

特定財源の比率は、国はほとんど10割でしょう、特定財源が。地方は、４割なん

です。６割は一般財源に入れているんです。この辺を含めて、道路特定財源は制

度と合せて、実情を勘案して結論を出さないと、これは地方が大変関心を持って

いる問題ですので、念のため申し上げます。 

（竹中議員） では、本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 今までの御議論、非常にすべて正当な御議論と伺っていますが、１つ
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抜けているのは、お金の予算を変えていったとき、人の問題をどういう具合に、

定員法との関係の中で組み替えるかという問題です。新しい分野を、例えば公取

委をどうするかというようなときに、今のままでいいかどうかというような問題

がありますから、人の部分のところを、是非同時にお考えをいただきたいという

のが第１点です。 

もう１つは、概算要求をする段階で、各省庁にメリハリを付けた予算、つまり

減らす部分のところと、増やす部分のところを仕分けして持ってくるというよう

な、勿論、定義は非常に難しい部分があろうかと思いますけれども、それについ

てまず各大臣にイニシアティブを取っていただいて、やっていただいた上で集計

をするというやり方が必要ではないかと思います。 

主計局長が先ほどお話しになったとおり、１兆5,000億というのを、トータルで

ぐちゃぐちゃっとして、だんごみたいな形で出すよりも、むしろ伸ばすところと、

減らすところを別枠にして、どのような考え方で持ってきたかということを、「基

本方針」に照らすということが、予算編成のわかりやすさにつながるのではない

かということで、２点指摘させていただきました。 

（竹中議員） 今までのところで、塩川大臣、どうぞ。 

（塩川議員） ２つあるんですが、３兆3,000億円減らさなければいけないわけです。

それは、私らの方でもできるだけ何とかしますが、半分半分ということになった

ら、１兆6,500億になりますが、これでやっておったら、なかなか絞り切れないだ

ろうと思います。ですから、概算の段階でうんと絞ってしまうということは、や

はりやっておかないと、後でそんな予算編成のときに絞るなんてできません。そ

れは、片山さん言うように、とっても本予算のときに絞れません。だから、概算

要求の段階で、思いっ切り絞っておきたいと思っておりますので、その点は１つ

御承知していただきたいと思っております。 

もう１つは、これは片山さんの御指摘もありましたが、私らもそのとおりだと

思っているんですが、公共事業というものは、一体何なのかということは、これ

は本当のところ問題なんです。ですから、ここに公共事業以上に国民の関心の強

いのは施設費です。施設費を含めた、そういう公共全体の枠をどう見るかという

ことも考えておかなければいけないと思うんです。この分についても、これこそ

メリハリなんです。その点の自由裁量権は、こちらの方にも１つわたしてほしい

と思うんです。 

私は、この旧来の公共事業だけにこだわったら、なかなか話がつかないと思い

ます。だから、その２つのこと、要するに、概算要求で半々なんて言ってないで、

もっと大部分とは言いませんけれども、かなり先行したものを概算要求のときに

処分してしまおうと。 

これは、やはり諮問会議の決議だということにしてもらわないと、なかなか党

の方にも話しにくいと思うんです。だから、主計局長はやはり党の方と折衝があ

りますから、諮問会議でこうなんだということを決めていただきたいと思うんで

す。そうすれば、我々はそれに基づいて行動していきたいと思います。そこは、
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ひとつ是非お願いしたいと思います。こんなんでは、とてもではないけれども、

やれないと思います。 

（牛尾議員） ということは、５兆円減らして２兆円増やすという考え方も言った方

がいいわけですか。 

（塩川議員） そうなんです。 

（小泉議長） 今、主計局長の話を聞いていると、相変わらず、今までの慣例を踏む

という考えですね。財務省はね。むしろ、塩川大臣の方がやはり変えようという、

政治家的な発想が私は十分感じられる。今は、選挙が終わった直後だから、５兆

円カットして２兆円増やすという、あの考え方でやってください。５兆円と言っ

たって、今までの１割です。そして、必要なところを２兆円付ける。あと細かい

手法はよく考えてください。総枠的な考え方として、不必要な部分は５兆円減ら

す。必要な部分を２兆円付ける。これでやらないと、「変わった」って感じを受

けないです。国民は、公共、非公共なんてわかりませんよ。ただ建設国債が付く

のが公共で、ところが今、建設国債10兆円、赤字国債20兆円です。だから、余り

こだわらないで、何が公共かという、本当に公共なのか、建設国債でできるのが

公共事業という定義でしょう。だから、必ずしも赤字国債でやっているような公

共事業たくさんあるんです。そういう専門家的な内輪の議論ではなくて、国民に

わかりやすいのは、というと、今度の予算はむだな部門を５兆円削減して、必要

な部門を２兆円増やすと３兆円削減できる。そういう発想で、あと細かいことは、

私は言いません。そういう手順を考えてください。やはり「鉄は熱いうちに打て」

でしょう。それは党の反対もあります。でも、「この諮問会議で決めるんだ、そ

れでやるんだ」という方向性を出した方がいいと思います。あと手順は、プロの

皆さんに考えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（平沼議員） 竹中大臣、その重点化の中で、各省の枠内で重点化は余り意味ないと

思うんです。やはり、それは、例えばエコタウン構想だとか、都市再生というの

が、やはりいろんな省庁がまたがって、それを一気呵成にやって効果あらしめる

というのが、小泉改革ということですから、私は各省内の枠内での重点化という

ことではなくて、そこは、大胆に横断的にやるという発想は必要だと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（小泉議長）  確かに、総理の特別枠を考えても、考えてみれば、この特別枠5,000億

とか１兆円だけ、総理が責任持てということではないんです。全予算に責任持た

なければならないのが内閣、総理でしょう。特別枠だけ責任持てばいいという問

題ではないから。今、言ったように、無駄な部分は、今までの５兆円削減、必要

な部分に２兆円付ける、これやると本当に変わったなというのがわかります。 

（牛尾議員） その方が、国民にメッセージは伝わりますね。 

（小泉議長） 伝わりますね。 

（竹中議員） ありがとうございます。全体を厳しく、30兆円の国債発行内に、それ

ともメリハリをその中で付けるという、それを説明責任を負いながらやる。一般

には、厳しいシーリングをやっていく、しかし、特別枠という従来のやり方では
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なくて、優先度の高いものについては、実質その自由度の高い青天井のような形

で、総理がおっしゃったようにマイナス５、プラス２の方式でやる。 

それで、制度改革は一方で着実に進めること。同時に、人の問題等を配慮する

こと。公共事業等の見直し、 後に平沼大臣がおっしゃった、その重点化を省庁

の枠を超えてやる。そういうことを是非今日の重要な、１つの結論とさせていた

だきたいと思います。 

○構造改革の今後の進め方について、専門調査会の設置等について

（竹中議員） 大変申し訳ありません。あと５分少々しかありませんので、２つの問

題をもう簡単に私の方から説明をさせていただきます。 

資料４をごらんください。「構造改革の今後の進め方について（案）」という

メモでございます。ここで、先ほど総理からも御指示がありましたように、１番

の「・」でありますけれども、「秋までにできること」「臨時国会で法改正しで

きること」「それ以降にすること」に分類した「改革工程表」を、８月末～９月

上旬を目途につくるということであります。 

その裏に付いておりますブランクの工程表のイメージでございますけれども、

例えば、分野としては「不良債権処理」「セーフティーネット」これは暫定的に

書いております。それぞれについて、「基本方針」の該当部分がこういうところ

であります。主な官庁、主な組織がここ、それを「秋までにできること」、「臨

時国会で法改正しできること」、「それ以降にすること」というふうに分けて、

各大臣にイニシアティブを発揮していただいて、その工程表をつくる。 

それで、重要な点は、この工程表と予算というのが、一体化しているというこ

とだと思います。制度改革とお金を付ける予算と、まさにそれを一体化して進め

るものをここで、この８月末～９月上旬につくるということが、改革のプロセス

を明らかにするという意味で大変重要なものであろうかと思います。 

大きな２番でありますけれども、上記のうち「秋までにできること」及び「臨

時国会で法改正しできること」を中心に、先行し、民需創出に資する構造改革の

具体的内容を明らかにする「改革先行プログラム」を、この工程表の後に速やか

に作成してはどうか。具体的には、例えば、これはもう時間の関係で省略させて

いただきますけれども、具体性のあるこういったものを取り組んで、構造改革の

プログラムをまとめていくということを、是非させていただきたいと思います。 

更には、産業構造改革・雇用対策本部の取りまとめを前倒しで行うということ

も検討すべきであろうかと思います。 

こういうことを進めていくに当たりまして、次は資料の５でありますけれども、

経済財政諮問会議の審議をサポートするための体制強化も、この際に行わせてい

ただきたいと思います。 

まず、専門調査会というのが既にあります。今、１つ、「サービス部門におけ

る雇用拡大の戦略と経済の活性化に関する専門調査会」。実は島田先生の530万人

雇用創出は、この中のペーパーとして出てきたものであります。これは既に存在
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しておりますが、「循環型経済社会に関する専門調査会」をこの際立ち上げる。 

更に、専門調査会は、より深い議論を進めるためのものでありますけれども、

それぞれの改革プログラムの知的サポートとして、日本の知的リソースを総動員

するような形でプロジェクトチームをつくりまして、経済活性化等々、ここでの

議論を特に経済活性化の議論というのは、やはり全面に押し出さなければいけな

いと思いますので、こういう体制をつくりたいと考えます。 

今、その他としては、「経済動向分析検討チーム」ということで、マーケット

関係者80人のヒアリング等々を行う体制を取っておりますので、こういったもの

も含めて改革を一気に速やかにわかりやすく推し進めたいというふうに考えてお

ります。 

今の問題２点、ちょっと端折って構造改革の進め方、それとサポート体制を御

説明させていただきましたが、何かございますでしょうか。 

（塩川議員） この２つの案件で申し上げたいと思うんですが、どうも先行プログラ

ムでよくわかるんです。しかし、この中身は、やはりある程度、秘密にしてもら

わないと。これがどんどん漏れていきまして、補正予算はいつやるんだ、これが

補正予算になってしまう、と思うんです。私も昨日も党内にいたら、「もうあれ

出ておるやないか」と、「あれを表に出せよ」という要求が出てくるんです。「補

正予算はやらぬ」と、「まだわからん」と。しかし、 後は内閣で決めるんだか

ら、そのためには発言はできぬと言って締めてあります。ですから、この先行プ

ログラムの出し方は非常に大事で、工程表の中期になっています。これは補正予

算に結び付かないように。その実態は別ですよ。今、それをやったら非常に混乱

して概算要求できなくなっちゃう。これが１つ。 

もう１つは、竹中先生もどんどん自分のアイデアを出して、この会議でまとめ

てもらったらいいんであって、諮問会議の中に屋下屋かな、屋上屋だ。私は文部

大臣のときの臨時教育審議会があったでしょう。あれは何で結論が出なかったと

言うと、余り分科会、専門委員会をどんどんつくったんです。いくつもの会議が

踊っておるだけで結論は何も出ない。そんな専門プロジェクトか何か、我々は大

学のつもりですから、下に専門学校があるんですから、専門学校に聞いて、大学

をやると、これは逆ですよ。だから、大体、竹中さんのところでやっておるんだ

から、担当を含めてそこで答えた人が来いと。それぐらいにしてもらった方が、

早いですよ。こんな専門の委員やとかプロジェクトだとかやったら、もうややこ

しくなるし、時間がないし。 

（竹中議員） 趣旨は全く財務大臣と御一緒なんです。そういうことをするんではな

くて、ただ、この間、島田先生の530万人の雇用みたいに、やはりああいう知的な

インプットがないと、我々のここでの議論が進まない面があるんです。だから、

これは屋上屋の組織では断じてありません。むしろ、部分的にこういうことをち

ょっと調べてもらうとか、そういう趣旨ですので。 

（牛尾議員） 中で勝手にやれば。プロジェクトで非公式のものでいいんであって、

組織として承認するとややこしいから。 
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（塩川議員） そんなんなら、奥田さんのところにお願いした。昨日はすばらしい報

告が出ていましたよ。ああいう具体的なのが出てきたらいいんだ。 

（竹中議員） 専門調査会というのは、公式のものですけれども、プロジェクトとい

うのは非公式で、正式のものではありません。 

ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。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しますけれども、規則に基づきまして、

終了後、私の方から記者発表します。 

本日の議論につきましては、３日後の議事要旨の公表までの間は、自らの発言

を除き対外的に明らかにすることのないようお願いいたします。 

以上でございます。ありがとうございました。 

（以 上） 
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