
1 
2 
3 
4 
5 
6 

第 13 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（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 第 12 回経済財政諮問会議議事要旨
資料 塩川議員提出資料
資料 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 構造改革の今後の進め方について
資料 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 吉川議員提出資料
―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（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、第 12 回諮問会議
議事録が諮られた。

○概算要求基準について
（小泉議長） 参院選も終わり、これからは基本方針「改革なくして成長なし」
という構造改革、「骨太の方針」に沿って具体化していく。
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秋の臨時国会の前にやらなければならないこと、臨時国会でやるべきこ
と、それ以降できることに分けた３段階の「改革工程表」をできるだけ早
く示していく必要がある。
同時に、概算要求基準を今月10 日に決めるが、国債発行30 兆円以下を目
標にし、メリハリをつけた予算編成をしていく必要がある。
今までと違って、減らすべきところと増やすべきところの両方やらなけ
ればならない。しかも全体を減らす中でそれをやるのは非常に厳しい。厳
しいだけに方針を変えるわけにはいかぬ。着実に実施に移していく。

（塩川議員） 平成14 年度概算要求基準の検討に当たり、「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、各省庁からヒ
アリングした結果を紹介し、概算要求基準の検討のポイントを説明する。

（林主計局長から補足説明） 資料２－１は、基本方針第６章の具体化のため
に、各省庁で検討中の予算関係の施策の例を、主計局で聴取したもの。
続いて資料２－２。平成14 年度の予算の概算要求基準については、これ
までの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。
第一に、国債発行額30 兆円以下。
平成14 年度予算においては、30 兆円以下の目標と、財政の中期展望にお
ける14 年度の公債発行見込額約33 兆円との差は、要処理額として３兆円の
ギャップを処理していくことが必要。
目標実現のため、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途をつけ、その後の予算編成において地方交付税、
更なる一般歳出の削減等に努めていきたい。
このような一般歳出の削減の方策に関して、以下、４つの区分に沿って
説明する。
公共投資の関係費では、「骨太の方針」においては、公共投資関係の予
算を削減するとされており、相当程度の縮減を図っていかざるを得ない。
社会保障関係費は、自然増が多く見込まれる経費についても、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前提で要求段階から圧
縮を図っていく必要がある。
義務的経費等とは、人件費、あるいは恩給費等だが義務的性格が強い。
それ以外の一般的政策経費については、ＯＤＡも含め、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。その上で重点分
野の充実を図っていく方策を検討する。
第二に、歳出項目のメリハリ付けに関しては、昨年までは特別枠方式を
活用し、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
きたが、かなり長期間実施したため、種々の問題が指摘されている。
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のではなく、
より広範囲に７分野への重点化を図る新たな方策を考えたい。
第三に、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
の方策について。例えば、重点７分野などは、特に総理にリーダーシップ
を発揮していただきながら重点化を図っていく必要がある。このため、各
省庁の施策については、内閣の諸機関との連携について何らかの工夫を図
る必要がある。同時に、来年度予算編成に際しては、特殊法人等改革への
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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ある。
なお、特殊法人等改革については、現在行革推進本部事務局を中心に、
検討作業が進められ、概算要求基準の閣議了解を予定しており、同じ８月
10 日にも、法人別事業見直し案が公表されると聞いている。
特殊法人向けの財政支出については、「骨太の方針」で、概算要求段階
で縮減の方向が明確に打ち出されており、見直しのため何らかの工夫が必
要。９月以降の諮問会議でも是非とも御議論をいただきたい。

（塩川議員） 各省庁の施策を見ると、経費の削減につながるものは少なく、
予算の充実を目指したものが多い。しかし、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、厳しい概算要求基準を設定し、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ない。
諸課題の解決のため、それぞれ所管省庁の取り組みがまず求められる。
財務省も最大限の努力をする。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、各省庁の取り組みを厳しくチェックし、30 兆円以下の実
現に向けて共に取り組んでいただきたい。

（本間議員） 資料３に論点をまとめた。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って第一歩であり、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
談話として発表し、公表すべき。
それから、基本方針では、タイムスケジュール、役割分担が明確ではな
く具体性に欠けると言われている。概算要求基準づくりから年末の政府予
算案の決定まで、工程表と予算を対のものとしてきちんと関係付けていく
必要がある。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
つないでいくかということについては、経済財政諮問会議、財務省、各省
庁、他の会議などいろいろな役回りがあるので、この関係をきちんと説明
することが重要。
予算編成プロセスが新たなシステムの中でスタートしているが、この構
造改革を国民に理解してもらうため、十分に説明責任を果たすことができ
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
がある。予算編成の節目節目でどこまで作業が進み、どのような問題点が
残っているかを整理し、経済財政諮問会議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のが望ましい。
２番目は、概算要求基準の問題。概算要求基準では、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らない。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。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をするの
か等々工夫が必要。
「別紙」のように概算要求基準では、要求額に上限を付けるのか、ある
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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
のかどうかが、重要なポイント。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
リハリの利いた作業をどのようにガイドラインの中に定型化するかが非常
に重要。
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
が決定できるように自由度を高くすべきだ。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いては厳しく抑制、効率化
していくことが必要。このような考え方を徹底することが、メリハリを付
けた予算の編成にとっては不可欠。
２. については、重点分野について特別枠を設けるか否か。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事例がまま見受
けられるし、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
いう指摘がある。ゼロベースで構造改革に向けての予算を実現するために
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る。
３. 、及び４. については、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る。特殊
法人に関わる予算は、言わば糧道を断つ部分と、制度改革の双方を密接に
関係付けながら予算化していく必要がある。
最後に、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。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る。
新しい行政手法の明示的な導入も必要。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るということや、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ことも考えられる。
さらに、補正、決算、特別会計、地方財政等も考慮した、経済と政府全
体の活動を情報として国民に提供できるような形を考えるべき。

（奥田議員） 私も同感。補足すると、この概算要求基準も国民から見てわか
りやすいものにするということが大事。内容について従来から変わったと
いう印象を強く出す必要がある。また、省庁横断的に査定できる仕組みが
非常に大事。
主計局長の説明で、「要処理額の半分」とは具体的にどういうことか。

（主計局長） 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
数字に仮定すると、３兆円ほど足りない。概算要求段階では、３兆円の半
分ぐらいを処理して、後は９月以降の予算編成過程で一般歳出の更なる削
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 兆の目標を達
成するということ。

（奥田議員） 半分半分というのは、1.5 兆と1.5 兆ということか。
（主計局長） そういうこと。
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（平沼議員） 基本的な考え方だが、将来の成長に向けた資源の思い切った重
点配分が必要。平成14 年度の予算は、従来の各省の枠にとらわれないで、
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。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
ーネットの対策が、構造改革を進めていくに当たって必要。
経済財政諮問会議は、各府省の枠にこだわらない予算編成を行うために
設置されたもので、これは初めての予算編成であるので、その趣旨を十分
に生かしていくべき。
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、各府省
から青天井で要求できるようにした方が良い。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、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。
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、適切な規模のマイナスシーリングを掛けた上で、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。
特殊法人の予算を効率化することに異論はないが、それにより科学技術
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を付け
るべき。また、研究開発の戦略的、継続的な取り組みを可能とするために、
民間から要望のある予算の複数年度化を考えていかなければならない。

（吉川議員） 予算の質の転換が、現在の日本にとって非常に重要な政策。重
点分野に資源を回すということだが、重点分野については、極端に言えば
青天井で出してもらい、それを財務省等で査定するのが理想。
概算要求段階で、一般歳出を1.5 兆円削るということだったが、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。
従来の特別枠が、必ずしも上手くいかなかったという経緯もあったとい
うことだが、秋以降の査定プロセスで、重点分野については仮に青天井の
要求を認めるという中で、従来の予算を削ってメリハリを付けた予算づく
りのシステムをどのように確保するかが重要なポイントになる。この点に
ついて、財務省の現段階の考えを聞きたい。

（主計局長） 概算要求ベースで大体半分程度切れているという中には重点分
野の要求も含まれる。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必要。

（吉川議員） 重点分野についてもシーリングが入るのか。
（主計局長） 青天井だと、概算要求段階でどの程度金額が切れるのか、わか
らない。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目途が、
この夏の段階で立たないのが心配。

（牛尾議員） 従来型の閉鎖的な予算編成から、オープンなものに切り替えて
いくということ。予算が毎年増収で増えているときは閉鎖型でも納得でき
るが、今度は減るわけだから、オープンにして説明責任が生じてくる。
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
すということが必要。
各省、党との関係もあるが、小泉総理が改革なくして成長がないという

5




大胆な方向を示されたのだから、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るべき。現在の段階では、２
兆円ぐらいの特別枠を残さないと、現実的には実現しないが、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う必要がある。
２－１の資料の基本方針を実現する右側の案でも、２、３兆円を超える
し、抜けているものを含めて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だが非常に大事。

（片山議員） 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 億円だから、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、公共投資関係と社会保障が主な対象となる。
公共事業関係費については、公共・非公共という従来の概念を見直して、
もう少しいろいろなものを公共事業として取り込む必要がある。景気対策
その他もあるので、事業量は減らさない。事業量は減らさないが、額は減
らすということは、効率化と民間資金のＰＦＩの活用と、今まで公共事業
としてやらなかったものを公共事業に取り込むことで対応する。全体では
減るが、新しい概念での公共事業では量が減らないということにしたらど
うか。
そこで、公共投資の５か年計画をどうするのかということを考えなけれ
ばならない。５か年計画を止めるのか殺すのか。
社会保障は、制度改正の見通しが概算要求にも深く結び付いており、制
度改正してこう抑制するということになる。
７分野の重点配分は賛成だが、この７分野は極めて抽象的。この施策・
事業は、この重点分野に該当するかどうかは、一次的には各省が決めるの
だろうが、各省がやるとばらばらになるので、二次的な調整、チェックを
どこでどうするのかということを考えていただきたい。
特別枠については、止めた方が良い。今までのやり方は差別化ではなく
平均化になっている。特別枠は本来は差別化だが、総花的になっていて、
意味が乏しい。
私どもの方では、地方交付税の見直しはやるが、まずは国の歳出を見直
す、そうすると国の歳出に連動する地方の歳出も落ちる、それから地方固
有のものを見直す。それによって恐らく今年度よりは縮減になるが、地方
にも理解できるようなやり方や説明が必要。
道路特定財源は、国が今３兆5,000 億円で地方が２兆3,000 億円だが、
国からの補助が１兆1,000 億円ある。それから臨時交付金が7,000 億円。
だから、実際に使っているのは、地方が４兆1,000 億円で、国が１兆7,000 
億円。
国道の整備はほぼ終わっているが、県道は約７割弱、市町村道は４割弱
しか整備が進んでいない。一般財源と特定財源の比率は、国では特定財源
がほとんど10 割。地方は４割。６割は一般財源を入れている。この辺を含
めて、道路特定財源問題は制度と合せて実情を勘案して結論を出すべき。
地方が大変関心を持っている問題。

（本間議員） 今までの議論で抜けているのは、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
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がある。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、
今のままで良いかという問題がある。
もう一つは、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の仕訳について各大臣
にイニシアティブを取ってもらうことが必要。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。

（塩川議員） ３兆3,000 億円減らさなければいけない。半分半分ということ
になると、１兆6,500 億になるが、なかなか絞り切れない。だから、概算
の段階でうんと絞らねばならない。後で予算編成のときに絞ることは困難。
もう一つは、片山議員の指摘もあったが公共事業とは、一体何なのかと
いう問題。公共事業以上に国民の関心が強いのは施設費。施設費を含めた
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。そ
の点の自由裁量権はこちらに渡して欲しい。
これらは、諮問会議でこうだということを決めていただきたい。我々は
それに基づいて行動していきたい。そこは、是非お願いしたい。

（牛尾議員） ５兆円削減して２兆円増やせという考え方は言った方が良いか。
（塩川議員） その通り。
（小泉議長） 主計局長の話を聞いていると、財務省は、相変わらず今までの
慣例を踏むという考え。むしろ、塩川大臣の方がやはり変えようという、
政治家的な発想が十分感じられる。５兆円カットして２兆円増やすという
考え方でやって欲しい。５兆円といっても、今までの１割。公共と非公共
といっても国民にはわかりにくい。専門家的な内輪の議論ではなく、今度
の予算は無駄な部門を５兆円削減して必要な部門を２兆円増やすと３兆円
削減できるという発想で、あとの細かい手順は皆さんで考えて欲しい。や
はり「鉄は熱いうちに打て」だ。党の反対はありますが、この諮問会議で
決め、それでやるんだという方向性を出した方が良い。

（平沼議員） 各省の枠内での重点化は、余り意味がないと思う。例えば、エ
コタウン構想や都市再生など、いろいろな省庁にまたがって、それを一気
呵成にやって効果を出すのが、小泉改革だから、そこは大胆に横断的にや
るという発想が必要。

（小泉議長） 総理の特別枠だけに責任を持つのではなく、全予算に責任持た
なければならないのが内閣、総理だ。無駄な部分は５兆円削減、必要な部
分に２兆円付ける。これをやると本当に変わったなというのがわかる。

（竹中議員） 全体を厳しく30 兆円の国債発行内に抑え、メリハリをその中で
付け、かつ、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
ングをやっていくが、特別枠という従来のやり方ではなく、優先度の高い
ものについては、自由度の高い青天井のような形で、マイナス５、プラス
２の方式でやる。
一方で、制度改革は着実に進める。同時に、人の問題等を配慮する。公
共事業等の見直し。重点化を省庁の枠を超えてやる。そういうことを今日
の重要な、１つの結論とさせていただきたい。
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○構造改革の今後の進め方について・経済財政諮問会議の審議をサポートする
体制の強化について
（竹中議員）（資料４に沿って説明）「構造改革の今後の進め方について（案）」
については、総理からも御指示がありましたように、①秋までにできるこ
と、②臨時国会で法改正しできること、③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。
工程表のイメージは、暫定的に書いた「不良債権処理」「セーフティー
ネット」などについて、基本方針の該当部分がここ、主な官庁・組織がこ
こ、それをどうするのか、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つくる。
重要な点は、この工程表と予算が、一体化していること。制度改革とお
金を付ける予算とを一体化して進める工程表を、８月末～９月上旬につく
ることが、改革のプロセスを明らかにするという意味で大変重要。
上記の①  及び②  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、この工程表作成後に速や
かに策定してはどうか。具体的には、例えば、資料４にあるものに取り組
んで、構造改革のプログラムを是非まとめていきたい。
さらに、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こと
も検討すべき。
（資料５に沿って説明）次に、経済財政諮問会議の審議をサポートする
体制強化もこの際に行いたい。
まずは、専門調査会について。「サービス部門における雇用拡大を戦略
とする経済の活性化に関する専門調査会」が既にあるが、530 万人の雇用
創出を試算したペーパーは、実はこの専門調査会から出てきたもの。加え
て、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。
さらに、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ュクトチームをつくりたい。ここ
での議論、特に経済活性化の議論というのは、前面に押し出さなければい
けないので、こういう体制をつくりたい。
その他、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
のヒアリング等を行う体制を取っており、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。

（塩川議員）  「改革先行プログラム」は良くわかるが、その出し方は非常に
大事で、これが補正予算に結び付かないようにすべき。そうしないと非常
に混乱して概算要求ができなくなってしまう。これが一つ。
もう一つは、諮問会議の中に、屋上屋を、あまり分科会、専門委員会を
つくると、いくつもの会議が踊っているだけで結論は何も出ない。だから、
担当を含め委員会等で答えた人に諮問会議に来てもらった方が早い。専門
の委員とかプロジェクトとかをやったら、ややこしくなるし、時間もない。

（竹中議員） 趣旨は全く財務大臣と一緒。ただ、知的なインプットがないと、
我々の議論が進まない面がある。これは屋上屋の組織では断じてない。む
しろ、部分的に調べてもらうという趣旨である。

（牛尾議員） プロジェクトで非公式のもので良いのであって、組織として承
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認するとややこしい。
（塩川議員） 奥田議員のところにお願いしたように、昨日はすばらしい報告
が出ていた。ああいう具体的なものが出てきたら良い。

（竹中議員） 専門調査会は公式のものだが、プロジェクトは非公式で、正式
のものではない。
以上で本日の諮問会議を終了する。
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