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（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 8 月 7 日(火) 14:32～15:28 

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)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

資料 1 塩川議員提出資料 

資料 2 有識者議員提出資料 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  ただいまから、第14回の経済財政諮問会議を開催いたします。本日は、

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、まず本日の議事について御説明いたします。本日は、概算

要求基準について御議論をいただきたいと思います。 

本日の審議時間は、全体で１時間と限られておりますので、議員の皆様方には
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効率的な議事の進行に是非とも御協力をお願いいたします。本日の議題でありま

す概算要求基準についての審議でありますが、まず塩川議員から提出のありまし

た資料１につきまして、御説明をお願いしたいと存じます。 

 

○概算要求基準について 

（塩川議員）  本日までいろいろと御協議、御尽力いただきまして、感謝いたしてお

りますが、本日は、前回８月３日の当会議におきます御議論を踏まえた、概算要

求基準の枠組みについて御説明いたしたいと存じます。 

この枠組みを作成するに当たりましては、基本的な問題が２つございまして、

１つは国債発行額を30兆円以下に抑えるという目途でございます。 

もう１つは、５兆円、２兆円の精神、すなわち５兆円削減して、２兆円を新規

要望事項に付加していくという、すなわち要求額の範囲内で積極的に新規施策を

盛り込んでいくという精神で取り組んでいった次第であります。 

詳細につきましては、主計局長から御説明いたしますが、この枠組みが有効に

機能し、14年度予算が真に改革断行予算にふさわしい内容となりますよう、当経

済財政諮問会議においても、よろしく御協力をお願いいたしたいと考えておりま

す。 

それでは、主計局長、引き続いて御説明をお願いします。 

（林財務省主計局長）  ただいま、大臣からお話がございましたが、前回の諮問会議

での合意事項は、以下のとおりであったと存じます。 

１番目が、国債発行額30兆円以下の達成。 

２番目が、５兆円削減して、２兆円付けるとの精神で、メリハリづけを行う。 

３番目が、特別枠は設けないということでございます。 

今回、資料１に提示いたしました財務省の枠組みの具体案は、以下の点で前回

の議論に応えているものと考えてございます。 

１つ、国債発行30兆円以下でございますが、30兆円以下に向けましては、お手

元の後ろに資料を付けてございますが、約３兆円の要処理額、中期展望に比べま

して要処理額がございますが、概算要求で大胆に削減の目処を付けるべきとの意

見が多かったと理解をしております。私どもの案は、概算要求段階で歳出削減に

向けた目処を大胆に付けるという考え方に立って、公共投資、これは公共事業と

その他施設費を一体としておりますが、要望を前年同額、13年度10兆4,000億です

が、 終的には仕上がりで大胆に削減をするという案でございます。 

２番目の社会保障関係費でございますが、高齢化によります自然増等を、医療

制度改革等により削減・合理化し、全体の増加額を抑制する。 

義務的経費は、これはちょっと除きまして、一般政策経費でございますが、一

定率を削減した上で、７分野への重点化を認めるための「構造改革特別要求」と

名前を付けておりますが、これを認める。この特別要求の対象は、重点７分野に

限定するとともに、ＯＤＡまた特殊法人等向けの財政支出は除外をするというこ

とでございます。 
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２番目の５兆円、２兆円、特別枠を設けないという、言わばメリハリづけの点

がございますが、私ども３兆円削減の目標が歳出削減一辺倒の数字ありきではい

けないと考えております。改革断行予算の初年度として、抜本的な質の改善につ

なげていくためには、５兆円切って２兆円付ける、という精神で取り組む必要が

ございます。まず、概算要求基準との関係では、この点につきまして、一般歳出

について以下のとおり反映してございます。 

１つ、公共投資につきましては、公共投資全体を公共投資重点化措置として、

前年同額の範囲内で要望を取った上で、予算編成過程で全体の規模を圧縮してい

く中で、７分野への重点化を図りたいと存じます。その際の検討の視点としては、

真に７分野にふさわしい事業となっているかどうか、民間需要創出効果、雇用創

出効果は大きいものかといった点が挙げられようと思います。 

２番目の一般的な政策経費につきましては、概算要求段階におきまして、一定

率で削減した上、構造改革特別要求を設けて、７分野への重点化を図るとともに、

変な絵で恐縮ですが、図の空中の楕円部分でございますが、更にその下の要求部

分についても、横に斜線がございますが、さらなる従来事業のスクラップと７分

野への重点化努力、言わば深掘りをしていただくという積み重ねを必要とするだ

ろうと思います。 

社会保障関係費につきましては、義務的な性格の強い経費が多くございますが、

医療制度改革等によりまして、制度自体を見直す努力を行うことにより、予算編

成過程を通じて、より重点的、効率的な予算配分を実現してまいりたいと思いま

す。 

また、年末までの間に、地方交付税の取り扱いが問題となりますが、地方にも

同様の精神で取り組んでいただきまして、地方交付税の抑制に反映させることが

必要だというように考えております。 

３番目の点でございますが、総理主導の予算編成プロセスという点でございま

す。予算編成プロセス刷新に向けた試みといたしまして、構造改革要求につきま

しては、この右方の上の方に書いてございますが、要求期限を９月末といたしま

して、それまでに経済財政諮問会議をはじめとして、総合科学技術会議、ＩＴ戦

略本部、都市再生本部などの内閣の会議、本部等におきまして、あらかじめ要求

の素案と言いますか、それを省庁横断的視野から、総合的に精査をしていただい

てはどうだろうかと思っております。 

また、公共投資重点化措置につきましても、これは原則８月末といたしますが、

相当の理由がある場合には、９月末というようにしたいと存じます。この措置で

は、概算要求の８月末提出を定めました予算決算に関連いたします政令の特例と

なりますので、所要の政令措置を講ずる所存でございます。 

以上、私どもの案につきまして、概略を説明申し上げました。 

（塩川議員）  以上のようなことでございます。 

（竹中議員）  ありがとうございます。続きまして、有識者議員から提出のありまし

た資料２について、御説明をお願いいたします。 
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（本間議員）  それでは、民間４議員が、概算要求基準の作成に当たりまして、考え

方をまとめましたので、私の方から説明をさせていただきたいと思います。 

14年度概算要求基準は、例年と著しく異なり、「基本方針」に沿って改革断行

予算の実現に向けての第一歩であるということを、明記することから始めなけれ

ばならないということ。 

その策定に当たっては、国債発行を30兆円以下に抑えるとの目標の下、経済の

活力、国民の厚生などに寄与していない予算等は大幅に切り込むと同時に、我が

国経済の発展に明確に寄与すると見込まれる分野には、重点的に資源配分するこ

とが求められる。これを実現するためには、縮減すべき分野は５兆円削減し、重

点分野は２兆円増やすことを基本とし、総理主導でメリハリのある予算を編成す

る必要があると考えます。 

したがいまして、この考え方に沿って、各省庁には改革断行予算にふさわしい、

これまでと違う、革新的な概算要求をお願いをしたいということがここにまとめ

ております。 

以下において、留意点につきまして列挙いたしております。 

一般歳出につきましては、これは従来の省庁別の予算実績にとらわれず、要求

された予算が重点７分野の内容にふさわしいものかどうかや、政策に照らした効

果、民需・雇用創出効果などを、ゼロベース的な発想に基づき、省庁横断的に十

分精査した上で、それらの効果が高いものへと優先的に配分すべきであるという

ことを、例年にも増してきちんと予算編成の中に織り込むべきであるということ

であります。 

なお、当然のことながら、概算要求に際しましては、公定価格、公共部門にお

ける価格形成が民間に比べて、極めて割高であるということも踏まえて、単価の

節減等によりコスト節減に積極的に取り組むということは、言うまでもないこと

であろうと思います。 

各論でございますけれども、まず、公共投資についてであります。公共投資に

つきましては、将来のあるべき水準を、年内を目途に策定する中期経済財政計画

において、欧米諸国の水準を勘案しながら示す必要があろうかと考えますが、14

年度につきましては、これに向かっての初年度といたしまして、準備的に10％の

削減が求められると考えます。その際、公共、非公共の区分にとらわれず、公共

事業以外のより適切な政策対応がないかどうか、これはハードからソフトという

ことを念頭に置いております。それぞれの政策目的に対する効果が高いものや、

民需あるいは雇用創出効果の高いものなど、これに大幅に予算をシフトし、量の

削減を補う効果的な内容の予算とするということで、クラウドイン効果を 大限

発揮するように再配分すべきであるということを申し上げたいと思います。 

    社会保障につきましては、これは医療制度の改革を中心にして、大胆な制度改

革を前提として概算要求基準を決める必要があるということであります。自然増

をそのままに認めるということではなく、その義務的な部分についても精査をし、

これを適正化するということを考えるべきであろうと思います。 
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「（３）その他の一般歳出」について、これが予算におきまして、若干違うシ

ステムを織り込むことになっておりますので、説明させていただきたいと思いま

すが、その他の各省の施策についても、特殊法人改革の観点等も踏まえつつ、大

胆な見直しを行い、７分野への重点化を実現する。具体的には、各省ごとに予算

の所管、例えば20％を７分野にかかる予算として要求するとともに、既存の一般

政策枠を10％削減することを求める。ただし、この重点７分野への各省の要求素

案は、省庁横断的な観点から９月末までに、総合科学技術会議、ＩＴ戦略本部、

都市再生本部などの場において、総合的に精査され、全体として10％の範囲内に

まで縮減をする。各省庁の縮減幅は一律ではなく、競争ベースで決定されるべき

であると考えております。 

なお、財務省は、内閣の協力を得ながら、重点７分野にかかる各省の要求を、

十分精査し、効果的なマトリックス予算の実現に向けて努力をお願いをしたいと

考えます。 

また、ＯＤＡにつきましては、これは10％の削減を行うことを考えるべきであ

ろうと考えます。 

経済財政諮問会議は、財務省の報告に基づき、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につき調査審議をする。このことを

通して、予算編成の透明性を十分に担保することが、国民の理解を得ることに不

可欠であるという具合に考えております。 

以上が、一般歳出の部分でございますが、一般会計、これは特に地方財政につ

いてでございますけれども、この点についても予算編成過程において、国の財政

健全化への取組と同様に、地方財政計画の歳出を徹底的に見直す必要がある。そ

の際、国の関与の縮減や、国及び自治体が 低限保障すべき財政サービス水準の

見直しなどに応じて、国庫補助負担金や地方交付税により手当てする地方歳出を、

全般的に見直すということを述べております。 

したがいまして、予算編成のやり方が、概算要求を８月31日を目途に出してい

ただきますが、それを素案として受けて、特別分野については横断的な総合調整

機能を持つ内閣各会議本部等で精査をしていただいて、９月末に10％に削減をし、

それ以降、財務省がこれまた精査をするということをこの案では提案をいたして

おります。したがいまして、キーワードとしては、総理主導、総合調整、透明性、

競争性、この４つのキーワードがこの提案の趣旨に当たるということであります。 

以上です。 

（竹中議員）  本間議員、すみません。マトリックス予算の概念を、ちょっと補足を

していただけますか。 

（本間議員）  これは、従来は各省庁から縦割り型で予算要求がされてくるわけです

が、各分野に横断するものが７分野ございますので、それを都市再生本部であり

ますとか、ＩＴ本部でありますとか、総合科学技術会議等が、これを横に見て、

そしてその項目の適正さというものを総合的に判断をしながら、７分野に集計を

するということも含めて、９月に至るまで作業をするという提案であります。 
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（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存じますが、日銀総裁、吉川議員の手が挙がっております。 

（速水議員）  前回、概算要求基準を当会議でいきなり数字を取り込んだので、やや

とまどったわけですけれども、赤字30兆円という公約があるわけですから、総理

が御裁断になったように、33兆円から５兆円を各省から少なく出して、あと構造

改革等で緊急のものを２兆円足していくというやり方は、極めて現実的なやり方

だと思います。 

内容に入る前に、ちょっと総理にお考えを聞かせていただきたいんですが、こ

の「骨太方針」の討議のころから、少し気になっておりました点ですが、構造改

革と言いますと、通常は「小さい政府」という言葉が、真っ先に看板に出てくる

んです。サッチャーもそうです。レーガンもそうです。クリントンの場合などは、

もっと極端で、大統領になられたときに、ホワイトハウス職員を25％削減し、議

会にも同様の措置を求める、連邦政府全体で10万人の職を削減する、各省庁一律

３％の支出節減を行う、ということを言って、それを実行しておられるんです。

これは、後になって、国防省の方で数字が増えておりますけれども、言ったとお

りのことをやっておられるわけです。 

聖域なき構造改革、あるいはノーペインズ・ノーゲインという具合でやるなら

ば、行政のやり方について、地方公共団体等を含めて、小さい政府ということを

心掛けるべきではないか、さもないと財政改革もできない。ここにはケインジア

ンも多数いらっしゃるかと思いますけれども、財界でもかなりリストラをやって

おりますし、日本ではできないと思っていたレイオフなんかも、もう通常のこと

のように始まっているんです。私自身も、かつて一流会社の社長、会長をやった

ことがありますが、人を減らすということが、いかに難しいかということを身を

持って体験しているんですが、これはここへ来てかなり日本の民間はやり始めて

おります。日銀でも、99年から５年計画で人を減らすことを始めております。 

特殊法人というのが、話題に出ておりますけれども、「一般公務員が減らない」

と、ゲインを乗り越えて今苦労しておる財界や経済界の方から言葉が出てくると

思うんです。そこのところは、既に昨年の行政改革大綱で、平成22年までに10％

削減ということが決まっておりますけれども、これを本当にやるおつもりなのか、

そのことをやっていくなら、やはり看板で「小さい政府」ということを言ってい

かれた方が、民間は付いてくると思います。そのことを、総理のお考えがもしご

ざいましたら聞かせていただければと思います。 

（小泉議長）  私の内閣の前提条件は、「民間でできることは民間に、地方でできる

ことは地方に」、国のやる仕事、役所のやる仕事は、必要性、合理性を徹底的に

検証していくという観点から、行財政改革に踏み込んでいるわけであります。 

特殊法人も、これから議論になりますが、存続を前提ではなくて、廃止あるい

は民営化を前提に考えてもらいたいということを断固言っていますし、来年は郵

政公社への移行に従って、郵便事業の民間参入が決まってきます。郵政公社化に

なってからも、民営化の議論をストップしませんから、私は郵政公社というのは
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民営化の一里塚だと思っています。そういう前提で、民間参入を決めていきます。

そういうことになりますと、もう大幅に小さな政府になります。 

財政投融資制度、もう全部、今までの政府関係機関の非効率、何とかここにメ

スを入れていきたいという前提でやっているわけであります。 

（速水議員）  わかりました。ありがとうございました。 

（竹中議員）  よろしいでしょうか。吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員）  先ほど、本間議員からお話がありました、私どものペーパーについて、

その考え方をごく簡単に補足させていただきたいと思います。 

14年度予算では、「基本方針」で掲げました７つの重点分野に、大胆に資源を

シフトするということになっているわけでありますが、その際に も重要なこと

は、この７つの重点分野への資源配分が、名目的なものに終わらないこと。つま

り言ってみれば、単に看板をかけ換えて、重点分野であるということになってい

ても、中身が実際には本来の目的にかなっていないようなことがないようにする

ことというのが、非常に大切なことだというふうに考えております。 

そうした観点から、その重点分野に関わる施策、アイデアはできるだけたくさ

ん出してもらうのがいいのではないかというのが、前回の我々の考え方でした。

今回、出させていただいた提案は、この一般政策経費に関わるところでは、結局

それを２段階でやるという提案になっております。つまり、例えばですが、従来

のを１割カットする。それを、 終的には重点分野に１割戻すというのが、財務

省のお考えだったわけですが、アイデアは、例えばですが、２割出していただく、

しかし、それを２段階でやる。 初の２割伸ばすというところを、我々のペーパ

ーでは、仮に要求素案と呼んでいますが、その素案は２割、アイデアは２割出し

ていただいて、それを先ほどから出ています、内閣の総合科学技術会議、ＩＴ戦

略本部、あるいは都市再生本部といったところで、第１段階で精査していただく。

そして、頭を引っ込めた上で、財務省の主計局の方にしていただいて、再度査定

をしていただく、こういう形にしてはどうかという提案であるわけです。 

いずれにしても、それを実現するためには、今、申し上げたような総合科学技

術会議以下のそうした組織が、今ここで述べているような目的のために、十分に

機能するということが前提であるわけですから、この目的のために省庁横断的な

組織が十分に機能するように、それを確保するように、是非とも政府、内閣とし

てリーダーシップを発揮していただきたいということであります。 

（塩川議員）  吉川先生の説明よくわかりまして、私もこれを読みまして、難しい文

章書いたなと思って読んでいましたんですが、おっしゃるように３番目のところ、

今、十分わかりました。そこで、確認をさせていただきたいと思うんですが、御

意見をいただいた中で、まず私の方から提案しておりますこの表がございますね。

ここに１つ数字を入れさせてもらってよろしいですか。それは何かと言ったら、

公共事業等、一番左の方です。これは、10％削減しろと、牛尾さん、そうですね。 

（牛尾議員）  はい。 

（塩川議員）  これを入れさせてもらう。それから、こちらの方の一番右の方の一般
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政策経費です。これも、一応は10％削減をシーリングとしろということですね。 

（牛尾議員）  はい。 

（塩川議員）  それから、更に重点項目については、２段構えで、先ほど吉川先生の

おっしゃるように、一応青天井という言葉が出て、青天井がえらいはやってしま

いまして、それで私は「青天井もいいけれども、足元見て青天井を見なければい

けないぞ」と言っていたんですが、それはもう結構でございますから、要求、ア

イデアを出しなさいと。けれども各本部、４つありますかね。その本部で、９月

末までに意見をまとめていただく。これが前提になります。それで、整合性を取

っていただいて、その結果、９月末に揃えていただいたものが、大体この重点化

枠の削った10％相当額の金額になっていくように、それぞれの各本部で調整をし

ていただく。その調整をするに際して、横断的な数字の連絡は財務省の方でいた

しますから、そこでまとめていただいて、仕上りとしては10％前後の仕上りに収

まってくる。しかし、アイデアはもっと幾らでも出しなさいという意味でござい

ますね。わかりました。では、それをやりますので、それはうちの方も心得てそ

れをやります。 

そこで、７分野のことを、私も今日役所の主計官なんかに言っていたんですけ

れども、重点７分野、これは各省の方に趣旨を徹底してもらわないと、実は去年

の秋、ＩＴ予算ありましたね。何でもかんでもＩＴを付けてくるんです。何でも

かんでも７分野だと言って来られたら困るんで、この７分野の趣旨は、「骨太」

のところに書いてある、この範囲の具体化であるよということをしっかり言って

おいてもらわないと、重点化の言葉が先走ってしまいまして、何でもこの範囲だ

ったら重点化だということで来るんで、その点はひとつ、この諮問会議の方で厳

重に、重点化というのは、重点化ではあるけれども、「骨太」の中に書いてある

ものにおけるものだというふうにしておいてもらう、そこは、はっきりしておい

ていただいた方がよろしいと思います。その青天井の意味は、私どもの方でちゃ

んと説明いたしますので、この青天井が一人歩きしておるもんですから、それで

私は今日念を押そうと思っておったんです。今、私よくわかりました。 

（牛尾議員）  ここに書いてあるように、青天井と言っても、20％アップまでですか

らね。 

（塩川議員）  それは、よくわかりました。 

（竹中議員）  牛尾議員、総務大臣。 

（牛尾議員）  大変この文章が難しく、わかりにくいところもあるので、結局、重点

項目２兆円という方針が決まったわけですから、そのようなものに対して、今度

は各省別に、いわゆるトータルで言うと、４兆円出てくるわけです。それを４本

部、４本部と言っても事務局がないところもありますから、それがないところは

経済財政諮問会議も軸になって、それを少なくとも２兆円以下に収めるという作

業を、主計局と相談しながらどうやって有効にやっていくかということは、まだ

細かい課題は残っていると思います。これは、今後も引き続き打ち合わせをして

考える必要があるだろうと思います。 
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もう１つは、やはりこの重点項目というのは、経済を活性化するための 大の

手段ですから、この非常に経済活性化に資する７つの重点項目に、角度を決めた

方がいいだろう。これもまだ十分議論が尽くされていないから、やはりこの重点

項目を出す前に、経済財政諮問会議でも、これを予算化する場合の１つの形をも

う少し議論する必要があるのではないかという気がします。 

それから、今、速水総裁の言われた、小さな政府はどこまでやるのかというこ

とに関しては、この塩川財務大臣が提出された資料１の表でいくと、③の義務的

経費等は減らさないのかという御質問にも当たることではないかと思います。公

務員の数、賃金、経費を減らすなど、要するに、本体そのものを小さな政府にす

ることを示さないのか、外だけではなくて、中が小さくならないといけないとい

うことから言うと、この③をどう減らすかということは、非常に公務員の方には

身を切る思いではあるけれども、やはり率先、垂範しなければならないと思いま

す。この③については、まだ触れておりませんけれども、今日、速水総裁がおっ

しゃった発言は大変に意義深いものがあるので、これはむしろそちらの方で考え

ていただいて、どこまでやるかということは、ある程度示す必要があり、周りに

だけ痛みを強いて、当事者が全然痛まないというのは、まずいだろうという気が

します。 

もう１つは、５兆円を減らすという方の話ですけれども、恐る恐る10％減なん

て書きますと、結局全部足しても２兆5,000億円しか減らないのです。あとの２兆

5,000億円は、これからいろんなことで減らしていこうということで、全貌を見せ

ないわけですけれども、これは 終的に財務省が責任を持って５兆円削ってくだ

さればそれで済む話です。しかし、削るという話は、やはり国民には痛みを感じ

させるわけですから、やはり２兆5,000億円プラス、９月、10月、11月にこのよう

に減らしていくということを説明しながら、やはり減らし方を見せていく必要が

あります。本当は今日全部出せれば一番いいんですけれども、これまでの４日間

の作業では、ここまでしか出ないとすれば、あと２兆5,000億円はどうやって減っ

ていくのかということを考えなければいけない。 

この表を見てわかるように、④一般歳出経費を10％減らすということは、8,500

億円減るわけですから、重点項目としてどんなに倍にしても、１兆7,000億円しか

要求できないわけです。そうすると、あとは公共投資の中から古いものをやめて、

新しいものを要求するということで、ここから１兆円古いものを削って、２兆円

要求することになるという形にならざるを得ないと思います。その辺のところも

極めて技術的な問題ははっきりわかりませんが、とにかくこの表からいくと前述

の通りとなります。 

（塩川議員）  それは、そういうことないですよ。特殊法人の補助金なんかも、ごっ

ついのがありますからね。そこらが一般歳出のところで出てきますからね。 

（牛尾議員）  そうではなくて、新規の２兆円を増やすということから言うと、20％

アップという意味は、削ったものの20％アップですから、一般歳出から重点項目

約２兆円しか要求できないわけです。これは、あとの２兆円はどこから出てくる
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のかという議論が、まだ実は残るわけであります。これがまた30％アップにすれ

ば３兆円までいきますが、一応この度は20％アップにしてありますから、重点項

目を倍ぐらいまで絞ることによって、いいものにするという案については、技術

的にはまだ問題が残っているということを頭に入れて、あとは財務省の方でいい

ものが出てくるように喚起して欲しい。その中のかなりの部分が公共投資の新旧

の入替えという、道路財源の議論もありましたように、中身を入替えることにお

いて、そこから新しいものが出てくるということになるかと思います。今日のこ

の表で万事解決したわけではなく、今日はとりあえず５兆円減らして２兆円増や

すというものに対応して、こういうものができましたけれども、問題の半分は、

むしろこれからに持ち越されており、それをどのように説明責任をずっとこれか

ら毎月やっていくかということは、非常に重要なテーマだということを申し上げ

たいと思います。 

（竹中議員）  片山大臣。 

（片山議員）  一番問題なのは、一般政策経費と言うのか、有識者議員さんの方で言

うと、その他の一般歳出になるんですが、私はそこで金を減らすということでは

ないですね。公の仕事を減らすんです。総理が言うように、民でできることは民

にやらせて官から外すんです。だから、金を減らすだけではだめなんです。いら

ない仕事は、どんどんやめていくんです。私は、それは絶対に必要だと思います。

仕事を減らす、それで人や組織が減って金が減っていくんで、金だけ１割カット

しても意味がないんです。だから、各省はそれをやらなければいかぬのです。こ

の仕事は本当に要るのか要らないのか、その仕事の点検をやるというのが、私は

一番 初だと思います。それが小さな政府につながるんです。それが１つ。 

それから、やはりこれを伸ばすと言ったら重点７分野に殺到します。だから、

それをどうやって排除するかと言うか、名前の付け替えや、名目だけでなだれ込

んでくる恐れがあるものを、どうやって仕分けするかということの基準が何か要

ると思います。これは、どこがつくるのかわからんけれども。今までは、結局ほ

とんどが付け替えになっているんです。例えば、ＩＴにどっとくる。少子・高齢

化にどっとくる。事柄が抽象的なだけに、幾らでも理由が付けられるんです。そ

この排除の方法を考えないと、今までと似たようなことになるんではないかと思

います。 

それともう１つは、４つぐらいありますね、ＩＴだとか、社会保障だとか、都

市再生だとか、この４つの間のチェックの調整をどこがやるんですか。この４つ

の横断的な調整を。そうでなければ、総合科学技術会議は、うちの畑にどっと入

れる。ＩＴはＩＴでやる。そこの調整は要りますよ。それは、ここでやるのかな、

あるいは総理にやっていただくのか。 

（小泉議長）  今、片山大臣が言われたように、人を減らしたって、給料をカットし

たって、仕事を減らさなかったら残った人は過重労働ですよ。今までそう言って

いるんだよ、私は。橋本内閣のときから。一番大事なことは、仕事を減らすこと

ですよと。仕事を減らさないで給与をカットして、それで人員を減らしたら残っ
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た人はどうするんですか、大変でしょう。だから、仕事を減らせと。私は役人に

感心していることは、本当にみんな仕事好きだね。私は「小事にしかず」という

言葉を徹底しようとしているんだけれども、総理大臣としていかに仕事を減らす

かと、できるだけの人にみんなやってもらおうと思っているんだけれども、お役

人の皆さんの感心なのは仕事好きだ。もういい加減、人に回せばいいではないか

と思うんだけれども、何度も増やすことばかり。だから、仕事を減らさない限り

給与カットも、人員カットも無理ですよ。だから、地方に渡す、民間に渡す、そ

れで初めて行政が効率的になっていくんです。そこを徹底的にしてもらわなけれ

ば。 

（竹中議員）  財務大臣どうぞ。 

（塩川議員）  片山さんが言った中に、１つ非常に大事な問題があって、私が言おう

かと思って言えなかったんで。早急に対策本部というものを開いてもらって、そ

の「骨太」の中に入ったことを、この会議内によって、それぞれの本部で調整す

るんだよということを、あらかじめ相談しておいてもらわないと、さっき言って

いるように、ＩＴのときはそうだったんです。何でもかんでもＩＴ付けて来るん

です。それはもう大混乱が起こってしまう。あれもこれもというと整理がつかな

い。ということは、各省の中で整理がつかないんです。だから、各省の中の大臣

が整理がつけられるようにするためには、大体こんなことなんだよと、「骨太」

から言ったら、各本部はこんなことが重点だよということをやってもらって、あ

る程度その方向性を指示してもらうように、事前にやっておいてもらわないと、

９月末までにまとまってこないと思うんです。これが、１つあるんです。 

もう１つは、これは片山さんの方との話になってくるんですが、地方財政につ

いてとありますね。ここで縮減や、国及び自治体が 低限保障すべき行政サービ

スの水準みたいな、これはシビル・ミニマムの見直しなんですか。 

（片山議員）  外したんだけれども、だけど見直します。 初は徹底的に見直して、

財政計画を圧縮します。それが交付税の圧縮につながるんです。 

（塩川議員）  そうでないと、何か恣意的に削るようになってくるんです。だから、

削るベースはこれなんだということを、やはり明示しておいてもらって、私も自

治大臣やっていたから、実際は地方のことは同情していますので。けれども、こ

のベースだけはちょっと見直しておいてもらいたいと思います。これだけしたら

結構ですから。 

（片山議員）  それは、塩川大臣、国が 初に見直していただくと、連動して地方の

歳出は減りますから、７割ぐらい。それから地方独自のものはこっちが見直しま

すから、両方で見直します。 

（塩川議員）  そうです。だから、公共事業なんか国が減らしたら、地方も本当に自

動的に減ってくるんです。 

（片山議員）  受け身のものは連動して減ってきます。地方で決められるものは見直

します。 

（竹中議員）  本間議員、どうぞ。 
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（本間議員）  「その他の一般歳出」のところで御説明した、吉川議員から解説的に

お話ししていただいたんですが、やはりこれをうまく機能させるためには、官邸、

官房機能のコーディネーション機能をどういう具合に発揮していただくかという

ことが、非常に重要なポイントだろうと思います。これまでの、都市再生本部、

ＩＴ戦略本部、総合科学技術会議で、この問題に対応できる体制になっているか

どうかということは、現状のままではちょっとおぼつかない部分がございます。

つまり、どういうメンバーがこれを判断をするんだというようなところから始ま

りますので、是非その体制の問題をもう一度見直していただいて、プッシュして

いただくようなことをお願いをしたいと思います。 

それから、片山総務大臣がおっしゃったとおり、各分野の大括りなところでの

配分をどうするかという総合的な部分がございますので、その点については各横

串的な会議、本部等で出てきた議論を経済財政諮問会議の場で、やはりこれまた

全体の配合のウェートづけを考えるというようなことも、やらざるを得ないのか

という感じがいたしますので、この辺のところの組織対応の問題について、是非

もう少しきちんと対応できるような体制づくりをお願いをいたしたいと具合に思

います。 

（平沼議員）  今の本間先生の御指摘、私は非常に重要だと思います。だから、今の

都市再生本部にしても、ＩＴ関係にしても、まずはこれを精査、審査する。まだ、

そういう機能が整ってないと思うんです。だから、そこのところは何らかの形で、

しっかり連動できるような、そういうことをするべきだと思います。今、ちょっ

と官邸サイドにもそういう機能を、ということをおっしゃいましたけれども、併

せて、私は早急に検討しないといけないと思っております。 

（竹中議員）  ありがとうございます。牛尾議員。 

（牛尾議員）  今の７つの重点分野に殺到するものをきちんと精査して、提案する前

からこの範囲だなということを具体的にきちっとわかりやすくする作業は、ＩＴ

戦略本部でも、総合科学技術会議でも、やはり相当事務的に強化しないと無理。

あと、例えば人材育成等は本部がない、文部科学省等の役所でそれを決めないと

いけない。都市再生本部等でも大臣がメンバーで、ほとんど事務局はいない。そ

うやって、今、形だけであって、実際にそういうものがないから、やはり重点分

野に関しては、執行をきちんと実行するだけの体制を早急に組む必要があると思

います。 

勿論、主役は査定をする主計局になると思いますけれども、分野、技術の問題

をどう査定するかということに関しては、体制を組む必要があるという気がいた

します。 

現状では無理だと思います。それは、率直に現実を認めて、８月の末ぐらいま

でにどのような体制を組むかということを早急に決めて、ずっとある必要はあり

ませんから、当面６か月ぐらいのプロジェクトチームを組んでこれに当たるとい

うことを、当然決める必要があります。 

（塩川議員）  そこをきちっとしておいてもらわないと、従来のように党の圧力で、



 
平成 13 年第 14 回 議事録 

 

 13

あれもこれもみんな入れなければいけなくなります。そうすると何かむちゃくち

ゃなものができてしまって、結局何が重点かわからなくなります。 

（牛尾議員）  13年度の、ＩＴ関連１兆9,500億円という予算が計上されていますが、

純粋なＩＴ関連部分は1,950億円ぐらいという資料を見たことがあります。その差

額の純粋でない部分が、みんな計上されているわけです。だから、この場合でも、

正味の1,900億円が5,000億円になるような作業をしないといけません。それを放

っておいたら、この純粋でない部分を含んだＩＴ関連１兆9,000億円が３兆円ぐら

いに膨らんでしまうわけです。それらをどうやってきちんと分けるかという実務

は、やはり３～４人のワイズな人がいる具体的なチームを組むことが必要です。

むしろ主計局長から御意見を聞いて、どのような体制を組むのが一番いいのかと

いうことは、諮問会議も十分協力しますけれども、都市再生本部のような大臣だ

けがメンバーであるチームでは作業にならないです。 

（塩川議員）  それで、ごちゃごちゃになってきて、仕分けをしなければいけないよ

うになってきたら、この諮問会議で泥を被ってもらって、諮問会議でこういうふ

うに決めたんだから、これでいこうということにするより仕方ない。そのくらい

のことをやってもらわないといけないんです。 

（竹中議員）  ほかによろしいでしょうか。では、ちょっと今までの、大事な議論だ

と思いますので、議論を整理させていただきますと、基本的には構造改革に向か

う基本姿勢として、日銀総裁から御指摘がありましたように、民間でできること

は民間に任すという、つまり仕事を減らすというような概念で、予算編成に当た

っても、それが根底になるということなのではないかと思います。 

概算要求基準の基本的な考え方でありますけれども、国債新規発行を30兆に絶

対に抑えるということ。 

一方でマイナス５、プラス２の精神でメリハリを３にするということ。更に、

それに当たっては、雇用創出効果等々のさまざまな効果を重視する。これはもう

既に確認済みでありますけれども、そういったことを踏まえたメリハリ予算をつ

くるためには、一体どうしたらいいだろうかということに関しましては、おおむ

ね財務省がお示しくださった概算要求基準の考え方を、ここでは支持する。この

方向で考えるということが合意ではなかったかと思います。 

それに関しては、公共投資、広い意味での公共関係費でありますけれども、こ

れについては、１つの示唆としてマイナス10％という数字が示唆されたというこ

とかと思います。同じように、一般政策経費についてもマイナス10％、更には、

民間議員からのペーパーにありますように、要求素案の段階ではプラス20程度で、

よいものをたくさん出してもらうという体制を維持して、メリハリ予算を保障す

るということも１つの合意点かなと思います。 

ただし、後半議論された重要なポイントとしては、やはりこの７分野に集中す

るであろう、この中身の精査をきっちりと行わなければいけないだろう。これは、

基本的には内閣に設置されている本部を活用するということになるけれども、そ

の本部の体制づくりというのを、まず行わなければいけないのではないか。これ
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は本部の要求素案を吟味するに当たって、本部等が重要な役割を果たさなければ

いけないということでありますから、その体制づくりをどうするかということは、

次回８月末ぐらいまでの諮問会議の中で、少し議論を深める必要があろうかと思

います。 

もう１つ提起された問題としては、４つの本部、相互間のチェックが必要では

ないのかと。この相互間のチェックは、この諮問会議の重要な役割になるのかと

いうふうに思われますけれども、そのシステムについても、とにかく初めての予

算づくりでありますので、少しそのやり方については深めなければいけないかと

思います。 

この財務省の案の概算要求基準の右方に書いておりますけれども、右方に書か

れているシステム、要求素案を実際、 終的にはプラス10のところまで削るやり

方をどのようにするかということについては、引き続き財務省、内閣府等々で詰

めていただいてこの議論に反映させたいということではないかと思います。 

もう１点、実はこの中に制度改革等による削減・合理化というのが重要な役割

になってきますので、これは実は、まさに構造改革の中身であります様々な制度

改革と一体でなければいけない。 

そこで、今日は余り議論されませんでしたけれども、恐らく構造改革の工程表

を、しっかりとこの諮問会議で管理していって、制度改革等、予算の付ける、付

けないというところが一体化して、その中で仕事を減らすという理念を反映させ

ながら構造改革を進めていくというのが、やはり重要である。その予算と工程表

の一体性というものも、多分重要なポイントになるのではないかと思います。 

以上が進行役として総括なんでありますが、何か補足いただけることはありま

すでしょうか。奥田議員。 

（奥田議員）  資料１に①、②、③、④と枠があるんですけれども、③番の「義務的

経費等の増」というのが上にはみ出しておるわけですけれども、これだけぱっと

見ると、義務的経費は増えてもいいんだというふうに見えちゃうわけです。だか

ら、これはむしろない方が、この枠は破線のところで止めておいた方がいいとい

うわけではないんですか。 

（林財務省主計局長）  ちょっと事務的な話なんで、よろしゅうございますか。この

義務的経費は、人件費もありますが、あと例えばどんなものが入っているかと言

いますと、恩給とか、国有財産の所在市町村交付金とか、なかなかちょっとそれ

だけは一律カットになじまないというような経費を入れております。ただ、もと

よりこれは事務的な話ですので、査定段階では30兆、５兆を２兆という中で、あ

と社会保障の方も見なければいけませんので、ここはきちんと見ていきたいと思

います。 

ただ、要求段階では、義務的経費でどうしても現行の今の制度を前提にする考

えで、今のような政策的要素というのはほとんどないんですが、そういうものは

ちょっと載せておかないと、現実問題としてあれかと思いますが、ここの金額は

それほど知れたものだろうと思っていますが、ここはよく詰めたいと思います。 
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（速水議員）  さっき総理のおっしゃった仕事を減らすということで、民間に仕事を

譲るということは大変結構だと思うし、早くやっていただきたいと思うのと同時

に、政府がやっている規制というのが、まだ随分多いと思うんです。これを撤廃

ないし緩和できるものは早くやることが仕事を減らすことになると思うし、民間

の事業が栄えていくことになると思うんで、その点も、もう一度見直す必要があ

るんではないか。規制撤廃、規制緩和委員会ですか、ここで随分結論が出ている

んだろうと思いますんですけれども、そういうものを、もう１回見直して、やれ

るものはどんどん建設とか医薬品とか、あるいは運輸なんかもそうかもしれませ

んが、そういうのでまだ不必要な規制が残っているように思います。そのことが

民間を縮こませている理由にもなっている、その話をよく聞くものですから、１

回見直していただいた方がいいんではないかと思います。 

（竹中議員）  それも申し上げたように、制度改革と予算との一体化ということで工

程表の中で是非積極的に議論していきたいと思います。 

本間議員。 

（本間議員）  社会保障制度及び地方財政の問題についてでございますけれども、制

度改正を伴わなければならない問題が出てまいります。従来は、大体年末のどさ

くさ紛れに案が出てきて、各利害関係者で、がさがさと分からないうちに決定し

てしまうというようなやり方が、国民の予算編成に対する信頼感をなくしている

部分がございます。 

したがって、少なくとも11月ぐらいの段階の中では、これは医療制度、特に高

齢者医療制度の改革の問題が出てきておりますし、地方交付税の問題につきまし

ても、前倒しで是非どのような議論を行うべきかということを、 終的な予算に

至るまで、やはり１か月強は、その前に案が出てくるというぐらいのプロセスを

踏んでいただかないと、依然として、旧態依然とした予算編成だということが出

てきますと、やはりイメージ的にも改革を行うという一声においても、失われる

ものが大きいと思いますので、是非その辺のところを各関連の省庁に対してプッ

シュする作業もやっていく必要があるんではないかという具合に思っております。 

（片山議員）  地方交付税の方は、国の歳出の規模、内容が決まらないと、地方の歳

出の規模、内容も決まらないです。だから、これは国の方が予算のときになるん

です。それを受けて地方財政計画をつくりますから。連動でやりますけれども、

前倒しは無理です。地方だけの歳出は、見直します。国の方が決まればいいです

よ。 

（本間議員）  私も財政の専門家でございますので、地方財政計画をどうつくるかと

いうことは十分に認識をしておりますけれども。ただ、余りにも従属的な予算と

して地方財政がずっと位置づけられていることは、将来的にまず余り望ましいこ

とでもないわけで、地財計画は本来的には個々の市町村、都道府県で、自分の町、

あるいは県というのはどういう形でやっていくんだと、そういうミクロの部分の

ところ計画と、この予算で国が決めたことに伴って予算が下りてくる部分のとこ

ろを、どのように噛み合わせるかということは非常に重要なテーマだと思ってい



 
平成 13 年第 14 回 議事録 

 

 16

まして、これからはだんだん減らしていくわけですから。 

（片山議員）  先生、３割の方はいいですよ。７割の方は、例えば公共事業がどうな

るか、それに伴って地方の補助事業がどうなるか、社会保障の内容が変わること

によって地方負担がどうなるか、全部連動していますから。 

（本間議員）  イメージ的にシミュレーション的な形で事前にいろいろ考えることは

できるわけでございますので、是非そこでやったことを、工夫をお願いしたいと

いうことを、私は思います。 

（片山議員）  検討はいたしますけれども。 

（小泉議長）  今の点について、技術的な点で予算編成の議論は難しいよな。法案改

正についても、いつもそうだけれども。その間、やはり結構長く取って議論する

必要があるんだから、今、言った議論を一番早くやるとしたらどの程度でできる

んですか。いつも１週間ぐらいでやってしまうでしょう。もうがっちゃがっちゃ

のときに。 

（林財務省主計局長）  これまでも、できるだけその議論はオープンにしていこうと

いうことで、本間先生に財政制度等審議会をやっていただいているんですが、そ

のときにも、財政制度等審議会であれ、10月末ぐらいからいろいろ大きな点につ

いて議論をし、それを新聞記者に発表する、各省の考え方はこうです、私どもは

こうですということをやってきました。なかなか 後の詰めの作業というのは、

どうしても 後になると思いますが、予算編成プロセスの中で、「骨太方針」に

もありましたように、この諮問会議にも、またいろいろお力添えいただいて、そ

この透明化というのはできるだけやっていきたいと思います。努力します。 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、財務省のこの案に沿って、かつ

民間議員のメモにありましたような精神を生かすべく、若干の追加的なシステム

強化をするということで、議論を締めくくらせていただきたいと思います。 

概算要求基準について、ただいまの議論を含めまして、総理からごあいさつを

お願いいたします。 

（小泉議長）  いろいろ御意見ありがとうございました。10日に決めるために、この

会議明後日もまたやるんですか。いずれにしても、この概算要求基準というのは、

年末に向けて、国債発行30兆円以下を目標、それで今までの不必要な部分を５兆

円カット、重点分野に２兆円回すという方針のための概算要求基準でありますの

で、その点をよく明記して財務省と各省庁、よろしく御協議をお願いしたいと思

います。 

また、 終的には私が責任を負わなければなりませんので、私に 終的な問題

については御一任いただければありがたいと思っております。よろしくお願いし

たいと思います。 

（竹中議員）  それでは、総理に枠組みについて御一任して、係数等については各省

大臣と財務省で調整をして、９日の会議でお示しをいただくということだと思い

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

以上をもちまして、本日の会議は終了しますが、運営規則に基づきまして、終
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了後の記者会見は私の方からいたします。皆様におかれましても、３日後の議事

要旨の公開までの間は、自らの発言を除き対外的に御注意をお願いしたいと思い

ます。 

以上です。ありがとうございました。 

 

（以 上） 


