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第 14 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 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 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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た。 
 
○概算要求基準について 
（塩川議員） 本日は前回８月３日の議論を踏まえ、概算要求基準の枠組みに

ついて説明したい。 
   この枠組みの作成に当たっては、基本的な問題が２つあり、第１は、国債
発行額を30兆円以下に抑えるという目処、第２は、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精神で取り組むということ。 

   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
内容となるよう、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し
たい。 

（林主計局長から補足説明） 前回の諮問会議での合意事項は、以下のとおり、 
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   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。 
   今回「資料１」に提示した財務省の枠組みの具体案は、以下の点で前回の
議論に応えていると考える。 

   第１に、国債発行30兆円以下に向けては、中期展望に比べ約３兆円の要処
理額があるが、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
たと理解している。財務省案は、概算要求段階で歳出削減に向けた目処を大
胆につけるという考え方に立ち、公共投資の要望を前年同額としつつ、最終
的には仕上がりで大胆に削減するという案である。 
社会保障関係費については、高齢化による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。 
   一般政策経費については、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」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及び特殊法人等向けの財政支出は除外する。 

   第２に、メリハリづけの点については、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、５兆円切って２兆円つけるという精神
で取り組む必要があると考えている。概算要求基準との関係では、この点に
つき一般歳出について以下のとおり反映している。 

   公共投資については、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、予算編成過程において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。その際、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
かといった視点から検討していきたい。 

一般政策経費については、概算要求段階におい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、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、い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と考えている。 

   社会保障関係費については、医療制度改革等の制度自体を見直す努力を行
うことにより、より重点的、効率的な予算配分を実現してまいりたい。 

   また、年末までの間に、地方交付税の取り扱いが問題となるが、地方にも
同様の精神で取り組んでいただき、地方交付税の抑制に反映させることが必
要であると考えている。 

   第３に、総理主導の予算編成プロセスという点である。予算編成プロセス
刷新に向けた試みとして、構造改革要求については、要求期限を９月末とし、
それまでに経済財政諮問会議、総合科学技術会議、ＩＴ戦略本部、都市再生
本部等の内閣の会議、本部等において、あらかじめ要求素案を省庁横断的視
野から総合的に精査していただいてはどうかと考えている。 

   また、公共投資重点化措置の要求期限についても、原則は８月末としつつ
も、相当の理由がある場合には９月末としたい。これは予算決算関連政令の
特例となるため、所要の政令措置を講ずる所存である。 

（本間議員）  次に、民間４議員がまとめた概算要求基準の作成に当たっての
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考え方を私から説明したい。 
    14年度概算要求基準は、例年と著しく異なり、基本方針に沿った改革断

行予算の実現に向けての第一歩であるということを銘記することから始め
なければならない。 
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、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。 

   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したい。 

   一般歳出については、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り、これを例年
にも増して徹底すべきである。 

   なお、当然のことながら、概算要求に際しては、民間に比べて極めて割高
である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。 

    各論のうち、まず公共投資については、年内を目処に策定する中期経済
財政計画において、将来のあるべき水準を欧米諸国の水準を勘案しながら
示す必要はあるものの、14年度については準備的に10％の削減が求められ
る。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、ハードからソフトへということを検討すべき。
政策効果や、民需・雇用創出効果の高いものなどへ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ことで、クラウドイン効果を最
大限発揮するように再配分すべき。 

   社会保障については、医療制度改革を中心とした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。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。 

   その他の一般歳出については、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
算の例えば20％を７分野に係る予算として要求するとともに、既存の枠を
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。 

   なお、財務省においては、内閣の協力を得ながら、重点７分野に係る各省
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
いしたい。 
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   また、ＯＤＡについては、10％の削減を行うことを考えるべき。 
   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し、これ
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考えている。 

   以上が、一般歳出の部分であるが、一般会計、特に地方財政についても、
国の財政健全化への取り組みと同様に、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最低限保障すべき
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、全般的に見直すべき。 

   予算編成のやり方としては、８月31日を目処に提出される概算要求を素案
として受け、特別分野については内閣各会議本部等で横断的に精査をしてい
ただき、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提案している。 
したがって、総理主導、総合調整、透明性、競争性の４つのキーワードが

この提案の趣旨に当たる。 
（竹中議員）  マトリックス予算の概念を補足していただけないか。 
（本間議員）  これは、各分野に横断するものが７分野あるので、各省庁から

縦割り型でなされる予算要求を都市再生本部、ＩＴ本部、総合科学技術会
議等が横断的に見て、項目の適正さを総合的に判断しながら、７分野に集
計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る。 

（速水議員）  国債発行30兆円という公約があるわけであるから、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、構造改革
等の緊急のものを２兆円足していくというやり方は極めて現実的。 

   総理にお考えを伺いたいのは、構造改革と言った場合、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。サッチャーやレーガン然り。ク
リントンの場合などは、もっと極端で、ホワイトハウス職員の25％削減など
連邦政府全体で10万人の削減を打ち出し、それを実行した。 

   聖域なき構造改革、あるいはノーペイン・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のではない
か。民間でも、日銀でも、人を減らすことを始めている。 

   特殊法人のみならず一般公務員も減らさないと、経済界などから異論が出
てくるように思うが、昨年の行政改革大綱で決まったとおり、平成22年まで
に行政の定員を少なくとも10％削減するということを本当にやるおつもり
なのか、それをやっていくなら、やはりその看板として、「小さい政府」と
いうことを言った方が民間はついてくるのではないか。そのことについて、
総理のお考えを伺いたい。 

（小泉議長） 小泉内閣の前提条件は、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。 

   特殊法人も、存続を前提ではなく、廃止又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おり、来年は郵政公社への移行に伴い、郵便事
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業への民間参入が決まっている。郵政公社化されてからも、民営化の議論を
ストップさせることはしない。私は、郵政公社というのは民営化の一里塚で
あると考えており、そういう前提で、民間参入を決めていく。そういうこと
になると、大幅に小さな政府になる。財政投融資制度、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。 

（速水議員） わかりました。 
（吉川議員） 資料２の考え方をごく簡単に補足したい。14年度予算について、

基本方針で掲げた７つの重点分野に、資源を大胆にシフトする際に最も重
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、単に看板の掛け換えにならないようにすることだ。 

    前回の考え方は、その観点から、７つの重点分野に関わる施策、アイデ
アはできるだけ出してもらいたいというもの。今回の提案は、この一般政
策経費に関わるところでは、結局それを２段階で精査するというもの。す
なわち、重点分野においては、最初、アイデアは要求素案として２割出し、
それを、内閣の総合科学技術会議、ＩＴ戦略本部等で、第１段階の精査を
して頭を引っ込めた上で、財務省の主計局の方に再度査定をしてもらう。 

    いずれにしても、これを実現するためには、総合科学技術会議等の省庁
横断的な組織が十分に機能することが前提だから、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欲しい。 

（塩川議員） ３番目のところは十分わかりました。そこで確認のために、私
の方から提出している資料１の表に数字を入れると、一番左の公共事業等
は、10％削減しろということですね。 

（牛尾議員） はい。 
（塩川議員） それから、一番右の一般政策経費も、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） 更に重点項目については、２段構えで要求、アイデアを出して

もらうが、各本部で９月末までに意見をまとめていただくことが前提で、
各本部で整合性を取っていただいて、その結果、９月末にそろえたものが、
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調整して
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す
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はわかりま

した。それはうちの方も心得てやる。 
    重点７分野は各省の方に趣旨を徹底してもらわないといけない。この７

分野の趣旨は、諮問会議の方で、重点化とは「基本方針」の中に書かれて
いるものだとはっきりした方が良い。何でもかんでも７分野と言ってこら
れたら困る。青天井が一人歩きしているから、私は今日念を押そうと思っ
ていた。 

（牛尾議員） 青天井と言っても20％アップまで。 
（塩川議員） それは、よくわかりました。 
（牛尾議員） 結局、重点項目２兆円という方針が決まったわけだから、その

ようなものに対して、今度は各省別にトータルで４兆円出てくるわけです。
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それを４本部が、事務局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、まだ細かい課題が残って
いる。これは、今後も引き続き打ち合わせて考える必要がある。 
もう一つは、７つの重点項目というのは、経済を活性化するための最大

の手段だから、この重点項目に角度を決めた方がいいだろう。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。 

    それから、小さな政府はどこまでやるのかということに関しては、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質問もあると
思う。公務員の数、賃金、経費を減らす等、この③をどう減らすかという
のは、大変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。この③については、大変に意義深いものがある
ので、どこまでやるかをある程度示さないといけない。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。 

    もう一つは、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、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、減らし
方を見せていかないといけない。 

    この表を見てわかるように、技術的な問題ははっきりわからないが、④
の一般政策経費というのを10％減らすということは、8,500 億円減るわけ
だから、重点項目として倍にしても、１兆7,000 億円しか要求できない。
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。 

（塩川議員） そういうことはない。特殊法人の補助金等も、大きいのがある。
そこらが一般歳出のところで出てくるから。 

（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％アップだから、一般歳出から
重点項目は約２兆円しか要求できない。これは、後の２兆円はどこから出
てくるのかという議論がまだ残っている。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良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中身を入れ替える
ことによって、新しいものが出てくると思う。今日のこの表で万事解決し
たわけではない。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
応してできたが、問題の半分は、むしろこれからに持ち越されている。そ
れをどのように毎月説明していくかということは非常に重要。 

（片山議員） 一番必要なことは、一般政策経費で金を減らすことではなく、
公の仕事を減らすこと。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。金だけ１割カットしても意味がない。各省がやらなければ
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ならないのは、この仕事は本当に必要なのかどうなのかということ。その
仕事の点検をやることが一番最初だ。それが小さな政府につながる。それ
が１つ。 
それから、やはりこれこれを伸ばすと言ったら要求が重点７分野に殺到

する。だから、名前の付け替えや、名目だけでなだれ込んでくるものを、
どうやって仕分けするかという基準が必要。これは、どこがつくるのかわ
からいが。今までは、結局ほとんどが付け替えになっている。事柄が抽象
的なだけに、幾らでも理由が付けられる。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ってしまう。 
それともう一つは、４つの本部等の間のチェックの横断的な調整をどこ

がやるか。それは、諮問会議でやるのか、あるいは総理にやっていただく
のか。 

（小泉議長） 人を減らしても、給料をカットしても、仕事を減らさなかった
ら残った人は過重労働だ。私は橋本内閣のときからそう言っている。一番
大事なことは仕事を減らすことだ。私は省事に如かずという言葉を徹底し
ようとしているが、総理大臣としていかに仕事を減らすか、できるだけ多
くの人にやってもらおうと思っている。役人に感心するのは仕事好きの点
だ。他人に回せば良いのだが、増やすことばかり。仕事を減らさない限り
給与カットも人員カットも無理。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。そこを徹底的に。 

（塩川議員） 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、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
め相談してほしい。さもないと、あれもこれもと整理がつかず、大混乱に
なる。各省の中で整理がつけられるように、ある程度重点７分野の方向性
を指示してもらうよう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。これが１つ。 

    もう一つは、地方財政について。国及び自治体が最低限保障すべき行政
サービスの水準、これはシビル・ミニマムの見直しですか。 

（片山議員） 見直します。国の見直しに併せて徹底的に見直して、地方財政
計画を圧縮する。それが交付税の総額如何につながる。 

（塩川議員） そうでないと、何か恣意的に削るようになる。削るベースを、
やはり明示しておいて欲しい。私も実際は地方のことは同情していますが、
このベースだけは見直しておいてもらいたい。 

（片山議員） 国が最初に見直しすれば、連動して地方の歳出は減る。７割ぐ
らいはそうなる。地方独自のものはこちらで見直す。 

（塩川議員） そうです。だから、公共事業は国が減らしたら、地方も自動的
に減ってくる。 

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

（本間議員）  「その他の一般歳出」のところで説明した内容をうまく機能さ
せるには、官邸、官房のコーディネーション機能をどういう具合に発揮さ
せていくかが、非常に重要なポイント。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
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かというと、現状のままではおぼつかない。是非その体制の問題をもう一
度見直して頂きたい。 

    各分野の大くくりな配分については、横串的な会議である本部等で出て
きた議論を経済財政諮問会議の場で、全体の配合のウェートづけを考える
ことも必要。この辺のところの組織対応の問題について、きちんと対応で
きる体制づくりをお願いしたい。 

（平沼議員）  今の都市再生本部にしても、ＩＴ関係にしても、４つの本部等
には、精査、審査の機能がまだ整っていない。何らかの形で、しっかり連
動できるようにするべき。官邸のそういう機能も含め、早急に検討しない
といけない。 

（牛尾議員）  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分かり易くする作業は、
ＩＴ戦略本部でも、総合科学技術会議でも、相当強化しないと無理。あと、
例えば人材育成等は本部がない。都市再生本部等も大臣がメンバーで、ほ
とんど事務局はいない。重点分野に関しては、きちんと執行できる体制を
早急に組む必要がある。主役は査定をする主計局になると思うが、分野、
技術の問題の査定に関しては、体制を組む必要がある。 

    ８月末ぐらいまでにどのような体制を組むかを早急に決め、当面６か月
位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、決める必要
がある。 

（塩川議員）  そこをきちっとしておかないと、各方面からの圧力であれもこ
れもみんな入れなければいけなくなる。すると、結局何が重点か分からな
くなる。 

（牛尾議員）  13年度、ＩＴ関連１兆9,500 億円という予算が計上されている
が、純粋なＩＴ関連部分は少ないのではないか。この部分を増やすような
作業をしないといけない。それを放っておいたら、この1兆9,000億円が３
兆円位に膨らんでしまう。それらをきちんと分ける実務は、具体的なチー
ムを組むことが必要。 

（塩川議員）  仕分けをしなければいけないようになってきたら、諮問会議で
決めたのだから、これでいこうということにするより仕方ない。 

（竹中議員）  議論を整理させて頂く。構造改革に向かう基本姿勢として、民
間でできることは民間に任す、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ではないか。 

    概算要求基準の基本的な考え方は、国債新規発行を30兆円に絶対に抑え
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付けるということ。
更に、雇用創出効果等々の様々な効果を重視する。それらを踏まえてメリ
ハリある予算を作るための方策については、おおむね財務省が示した概算
要求基準の考え方を支持するということが合意ではないか。 

    それに関しては、公共投資について、マイナス10％という数字が示唆さ
れた。一般政策経費についてもマイナス10％、更には、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、メリハリある予算を保障するということも１つの合意点だと思う。 
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ただし、後半議論された重要なポイントとしては、７分野の中身の精査
をきっちり行うため、基本的には内閣に設置されている本部等を活用し、
そのためにまず、その本部の体制作りを行わなければいけない。その体制
作りについては、次回８月末位までの諮問会議の中で議論を深める必要が
ある。 
  もう一つ提起された問題は、４つの本部、相互間のチェックの必要性に
ついて。この相互間のチェックは、諮問会議の重要な役割になると思うが、
そのシステムについても、初めての予算作りなので、そのやり方について
も議論を深めなければいけない。 
要求素案を最終的に10％まで削るやり方については、引き続き財務省、

内閣府等々で詰めていただき、この議論に反映させたいということではな
いか。 
もう一点、構造改革の工程表をしっかりと諮問会議で管理し、制度改革

等と、予算を付ける、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ことも重要。
この予算と工程表の一体性も重要なポイントになる。 

（奥田議員）  「資料１」において「義務的経費等の増」が上にはみ出してい
る。義務的経費は増えてもいいというふうに見えるが、この枠はむしろ破
線のところで止めておいた方がいい。 

（林主計局長）  この義務的経費は、人件費もあるが、その他例えば、恩給、
国有財産の所在市町村交付金等、一律カットになじまないという経費を入
れている。要求段階では、現行制度が前提となるが、その金額は知れたも
のであり、査定段階ではきちんと見ていきたい。 

（速水議員）  民間に仕事を譲るということは大変結構。と同時に、政府がや
っている規制がまだ随分多いので、これらのうち撤廃ないし緩和が可能な
ものについて、早期に見直しを行うことが、国の仕事を減らすことになる。
規制緩和関係の委員会で随分結論が出ていると思うが、そういうものを、
もう一回見直していただき、可能なものはどんどん撤廃・緩和していく方
がよい。例えば、建設、医薬品、運輸といった分野でまだ不必要な規制が
残っている分野があるように思うし、そのことが民間を縮こまらせている
理由にもなっている。 

（竹中議員）  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。 

（本間議員）  社会保障や地方財政の制度改正に関して、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わからないうち
に決定してしまうというようなやり方であったが、これが、国民の予算編
成に対する信頼感をなくしている。 

    従って、少なくとも11月位の段階で、医療制度や地方交付税の問題につ
いて、１か月強前倒しで案が出てくる位のプロセスを踏んでいかないとい
けない。その辺を、各関連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。 

（片山議員）  国の歳出規模、内容が決まらないと、地方の歳出規模、内容も
決まらない。だから、これは国の予算編成のときになる。連動でやるので、
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前倒しは無理。何度も申し上げるように地方だけの歳出は見直す。 
（本間議員）  地方財政計画については十分に認識している。ただ、余りにも

従属的な 予算と位置付けられていることは将来的に望ましくない。地財
計画において、個々の市町村、都道府県で、自分の町や県はどういう形で
やっていくといった、ミクロの部分の計画と、国の予算が決まったことに
伴って予算が下りてくる部分をどのようにかみ合わせるかについては、非
常に重要なテーマだと思う。 

（片山議員）  ３割の方はいい。しかし、７割の方は、例えば公共事業、社会
保障について、地方負担がどうなるかは全部連動している。 

（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。是非工夫をお願いしたい。 

（片山議員）  検討はする。 
（小泉議長）  技術的な点で予算編成の議論は難しい。法案改正についても、

そうだが、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のか。
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。 

（林主計局長）  これまでも、議論はオープンにしていこうということで、財
政制度審議会で、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してきた。詰めの作業は、どうしても最後になると
思うが、予算編成プロセスの中で、「骨太の方針」にもあったように、透明
化をできるだけやっていきたい。 

（小泉議長）  今月10日に決めるために、この会議を明後日もまたやりますが、
概算要求基準は、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
めの概算要求基準なので、その点をよく銘記して財務省と各省庁、よろし
く御協議をお願いしたい。 

    最終的には私が責任を負わなければならないので、私に最終的な問題に
ついては御一任いただければありがたい。よろしくお願いしたい。 

（竹中議員） では、総理に枠組みについて御一任し、係数等については各省大
臣と財務省で調整して、９日の会議でお示しいただく。 

    本日の会議を終了する。 
                                   

（以  上） 


