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第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2001 年 9 月 11 日(火) 16:30～17:58 
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  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)構造改革の一層の具体化・加速化と改革先行プログラムについて 
(2)概算要求及び構造改革特別要求について 
(3)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
資料 1-1 第 16 回経済財政諮問会議議事要旨 
資料 1-2 第 17 回経済財政諮問会議議事要旨 
資料 2-1 構造改革の一層の具体化・加速化に向けて 
資料 2-2 改革のポイント 
資料 2-3 証券税制の何を改革するべきか 
資料 3  各大臣が掲げる構造改革のポイント 
資料 4 「改革先行プログラム」について 
資料 5   塩川議員提出資料（概算要求） 
資料 6   福田議員提出資料（構造改革特別要求） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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後、第 16 回及び第 17 回諮
問会議議事録が諮られた。 
 
○構造改革の一層の具体化・加速化と改革先行プログラムについて 
（奥田議員）私から資料 2－1を中心に概略を説明した後、吉川議員に細部を補足してい 
ただく。 
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まず、改革の具体化に当たり重要な視点が 3つある。１つは、国民へのインパクト。 
何を改革の目玉にするのか、具体的に練り上げて実行計画を示すことが、他の改革を円
滑に進める上でも重要。先日までの大臣イニシアティブでは、各大臣の改革へ意欲は確
認できたが、残念ながら紙面をにぎわすような目玉は少ない。また、国民の関心を引き
つける意味では、わかりやすさも重要な要素。 

  ２つ目は、取組みのスピードを加速させること。与えられた期間は２から３年という 
短い期間。改革の効果はすぐには現れないことを考えると、全体的に取組みのスピード 
を早め、計画のないものはそれを具体化し、あとやるだけのものは、できる限り前倒し 
して実行することが重要。 

  ３つ目は、改革を進めると同時に、雇用のセーフティーネットをパッケージで整備す 
る必要があるということ。国民の最大の関心事である雇用不安については、従来の考え 
にとらわれずに、その解消に向けて政策総動員で対応しなくてはならない。 

  次に、資料２－１の中身に入る。先日、総理から改革先行プログラム作成の指示があ 
り、緊急度をもって改革の具体化及び前倒しの議論をする必要がある。そこで、私が特 
に優先して決定・実施すべきと強調したいのは、金融システムの改革、雇用対策、予算 
に頼らない経済対策である規制改革、の３つ。 

  まず、金融システム改革については、不良債権の着実な処理が重要。先日、柳澤大臣 
から平成 19 年までには現在の半分にという説明があったが、やはり集中調整期間内で 
ある 2、3年のうちに、銀行機能を健全化する位の目標が必要。また、処理の前倒しの 
ためには、問題の前提である不良債権の実態について、関係者間できちんと情報を把握 
できる仕組みが必要。そこで、資料にあるメンバーで随時情報交換する場を新たに設置 
することを今回提案したい。また、金融分野では、証券市場の活性化も重要課題の１つ。
後ほど本間議員から説明があるが、足元の株価への即効性はともかく、貯蓄優遇から 

投資優遇へという政策の軸の転換に当たっては、税の問題も含めて、前倒しして対応す 
べき。 

  次に、雇用対策。これは、不良債権処理を進めるに当たり最優先で取り組むべき課題 
であり、改革先行プログラムの柱となる。職業訓練、カウンセリングの強化など予算措 
置をすればできるものは当然のこと、派遣の規制緩和、あるいは公的雇用の拡大など、 
従来の発想を転換してでも、やれることはすべてやる決意が必要。今回の改革先行プロ 
グラムをまとめるに当たり、構造改革によって、一人たりとも路頭に迷わせないという 
位の強いメッセージの下、就業支援特別対策パッケージとしてまとめられることを期待。 

  最後に、予算に頼らない経済対策としては、規制改革の重要性を強調したい。特に医 
療、福祉、保育、人材、教育等の生活者向けのサービス分野は、雇用創出効果も非常に 
大きく、最大限の前倒し実施が不可欠。以上が私の問題意識である。 

  なお、資料 2－2は国民へのわかりやすさを意識してまとめたもの。具体的には、閣 
僚の皆様方から提案いただいた計画の中でも、目標や期限が具体的なものを中心に、資 
料 2－1の観点を踏まえ再整理をした。 

（吉川議員）私の方から、資料 2－1に基づいて補足させていただく。 
  日本経済の現状、先行きは非常に厳しい。アメリカ経済をはじめとして、世界経済の 
不安定要因もある。こうした中で総理が主導されている構造改革を進めるべきだという 
のが我々民間４議員の総意。 
これに関し、２つのことを初めに申し上げたい。１つは、構造改革の「痛み」だけで 

はなく、「メリット」、それがもたらす明るい面もきちんと説明すべきであること。もう 
１つは、経済が厳しい中で構造改革を加速化する必要があること。要するに時間との競 
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争。できることはできるだけ早くやることが大切。 
資料 2－1には様々な論点を書いたが、◎ができるだけ早くというもの。 

  第１は、不良債権処理をはじめとする金融システム改革。具体的な提案として、不良 
債権処理については、財務大臣、金融担当大臣、経済財政政策担当大臣、日本銀行総裁 
をはじめとする関係主要メンバーで実質的な立ち入った話し合いをする場を設けてい 
ただき、できるだけ早く、政府、日本銀行としての基本方針を決めて打ち出していただ 
きたい。 

  ２番目は、重点６分野の規制改革を、金のかからない経済政策として最大限前倒しし 
実施していただきたい。また、重点分野というのは将来のビジョンとかかわるので、関 
連する規制もできるだけ前倒しで改革していただきたい。 
 雇用対策の重要性は奥田議員からお話のとおり。具体的には、労働者派遣については、 
来年 4月までに「物の製造」の業務派遣を認め、現行１年の派遣期間の上限を３年に延 
長する。有期雇用契約についても、来年 4月までに対象労働者の範囲を拡大し契約期間 
の上限を 3年から 5年に延長する。そのほか、補助教員、補助警官、森林整備等の分野 
における公的雇用の拡大による新規雇用の創出。可能であれば業務の民間委託を活用す 
べき。これらは、教育、安全、環境といった構造改革が目指す将来ビジョンに関わって 
いるので、その点も踏まえて雇用対策として早急にやってほしい。労働者の円滑な移動 
のため、職業紹介におけるキャリアカウンセリングを充実する。これはカウンセリング 
してアシストするというきめ細かい対策である。子育て支援については、文科省、厚労 
省が一体となって取り組む。保育所の公設民営方式の活用などにより、待機児童ゼロ目 
標とその前倒しをやってほしい。 

  電子政府の実現は非常に効果が大きいと言われている。かけ声ではなくて、可能な限 
り前倒しを。 

  税制改革については、後ほど本間議員から詳しく説明していただく。 
  社会保障改革については、電子政府のフロントランナーとして、ＩＴの活用により社 
会保障個人会計の導入、レセプトの電子化等を早急に進める。雇用保険の適用等につい 
ても、現在では一人が複数勤務の場合もあり、保険適用の際に様々な混乱あるので、電 
子化が非常に効力を発揮すると言われている。 

  P.3 の一番下、教育・人材育成の一番下の○については、我々としては◎にしたい。 
機関支援から個人支援へ、つまり特定の大学等の支援ではなくて、個々の学生を支援と 
の考え方に立った支援対策を進める。 

  公共投資改革に関しては、特定財源の見直しを早急に具体化し、この会議で議論して 
ほしい。また、ＰＦＩの活用等により、都市の再生を推進する。 
住宅ストックについては、バリアフリー化を含めて、ここに書いてある施策を早急に 

進める。一般論にとどまらず、個々の項目については、メリハリをきかせ、具体的な詰 
めはきちんとする必要がある。例えば、中古住宅市場の整備は早急にできるだろう。ま
た、規格の見直しについては、具体的には、伝統的な工法での間口等の規格では、車い
すに不適と言われているので、工法の規格の見直しが高齢化社会にとって非常に大切。
これも金は一銭もかからない施策であって、政府のコーディネーションがなければ民間
だけではできない。 

（本間議員）証券税制の何を改革するべきか、資料 2－3の形で我々４人がまとめた税制 
に関する議論を紹介させていただく。我が国の税制は戦後一貫して、貯蓄優遇型に変容 
してきた。この税制が現在の過少投資、リスクをとれない日本経済という観点で大きな 
障害になっているが、この点において、税は遅々として改革してこなかった。 
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  89 年 4 月に竹下税制改革の下で消費税を導入したが、90 年代は、税制改革において 
も失われた 10 年と言える。その意味で、単に株価対策としての証券税制改革ではなく、 
21 世紀型の日本の経済社会にとってどのような税制が妥当かという、より本格的な視 
点から税制改革を見直して実行することが必要。その第一番目のステージとして証券税 
制は、金融資産課税改革の最重要課題であり、最近の株式市場の動向も含めて緊急性を 
要すると考え、政府税調、党税調における今後の議論のためのたたき台として諮問会議 
の中であえて提出した。 

  我が国の 1,400 兆弱の資産のうち、株式保有は 10％未満。しかも間接金融重視型に 
もかかわらず、間接金融自身が不良債権の存在によってリスクがとれないという状況で 
経済が低迷している。その是正のために何が欠けているのか、これを整理したのが、P.2、 
P.3。 
＜改革の指針＞が重要。源泉分離課税は証券税制の１つの大きな柱と位置づけられて 

きたが、これは戦後の資本不足時代の産物であり、これが株式投資にまつわる黒い影と 
いうものにつながっている。また、個人投資家が資産形成に関心を持てない１つの大き
な理由でもあった。透明性、公平性が極めて重要であり、申告分離制度への移行を骨格
としている。移行に当たっては、個人投資家においてもリスクがとれるような税制にし
なければならないので、価格変動による譲渡損失の繰延べ、損益通算の徹底が不可避。
今回の証券税制を突破口にして、多様な資産、例えば投資信託や不動産投資信託も含め、
広範に損失相殺の制度を入れ込みながら、社会全体がリスクをとりつつ、フロンティア
をダイナミックに拡大していく状況をつくっていく必要がある。 

  金融資産が非常に多様化しており、利子所得、配当所得、譲渡益等に対し、中立的な 
税制を設定していく。具体的には 20％を提案していると同時に、少額の投資に対し、 
小口投資家が参入できるよう、非課税保有枠の設定を考えていく。それから、その前提 
として長期的には、納税者番号の導入が不可欠になるが、ここでは移行期の特別な措置 
として、簡易的な申告納税の工夫をすべきと提案している。 

  最後に、個別の改革の提案については P.5、P.6 にまとめたが、細かい数字等につい 
ては説明を省く。４議員の提案を受けていただき、可及的速やかに政府税調及び党税調 
において、具体の税制改革案を証券税制について議論し、改革先行プログラムの中に入 
れ込んでいただきたい。 

 
（竹中議員）ありがとうございました。先週 9月 7日の閣議で総理指示が 3点あり、第一、 
国民にわかりやすい形で改革工程表を明らかにする、第二、補正予算で措置する事項を 
含め、先行して決定に実施すべき政策を改革先行プログラムとしてまとめる、第三、平 
成 13 年度補正の編成について準備を進める。改革先行プログラムに関して、考え方、 
柱立てを整理したので、資料４に基づき河出審議官から説明する。 

（河出内閣府審議官）改革先行プログラムは、基本的考え方と柱立ての２本よりなる。改 
革工程表は、構造改革の全体像を中期的なものも含め明らかにすることを目的。先行し 
て決定・実施すべき施策について、補正予算で措置する事項も含めて改革先行プログラ 
ムとして取りまとめる。 

  このプログラムにおいては、「構造改革なくして我が国経済の再生と発展はない」と 
の決意の下、規制改革などの制度改革諸施策を積極的に盛り込むとともに、補正予算を 
要する施策について、雇用・中小企業に係るセーフティーネットの充実策、構造改革に 
直結し、かつその実施の緊急性が高い施策を積み上げる。 

  次に、柱立ては、３本の大きな柱からなる。第一は、新産業・チェレンジャー、雇用 
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を生み出す制度改革・環境整備。その１番目が規制改革等の積極的推進。規制を極力撤 
廃して、競争やイノベーションを促し、消費者・生活者本意の経済社会システムの構築 
と経済の活性化を図る。特に、ＩＴ関連及び相対的に回復の遅れが目立つ医療、福祉・ 
保育、人材、教育などの「生活者向けサービス分野」の規制改革を強力に推進。総合規 
制改革会議の中間とりまとめを最大限尊重し、前倒しして実現。 

  2 番目が証券市場・金融システムの構造改革。証券市場の構造改革として、貯蓄優遇 
から投資優遇への金融のあり方の切り替えなどを踏まえ、国民が安心して証券市場に参 
加できるよう、透明性の高い証券市場を構築。このため、市場への信頼向上のためのイ 
ンフラ整備など、税制を含めた関連諸制度における対応を順次速やかに進める。 

  不良債権問題の解決として、主要行に対する検査を強化し、包括検査を年一回とする 
とともに、フォローアップ検査を半期ごとに実施し、不良債権の的確な把握に努め、そ 
の上で、ＲＣＣの機能拡充や今月末策定される私的整備ガイドラインなどの枠組みの下、 
既存２年・新規３年の原則に従って確実に不良債権を最終処理する。他分野の構造改革 
推進により、遅くとも３年後には不良債権問題の正常化を図る。 

  柱立ての第二は、雇用・中小企業に係るセーフティーネットの充実。雇用対策として、 
厳しさを増している雇用情勢に鑑み、(1) で示した制度改革・環境整備により雇用創出 
に努めるとともに、雇用面でのセーフティーネットの一層の充実を図る。 

  特に、イからニまで４項目。イは雇用のミスマッチを原因とする失業が拡大という現 
状を踏まえ、民間活力の活用を図りながら職業紹介機能を充実。このため、民間事業者 
による個々の求職者の事情に配慮したきめ細かな就職斡旋が可能となるよう措置。ハロ 
ーワークの機能を抜本的に充実強化。求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職に至る 
までの一貫した支援システムを強化。 

   ロ。個人の選択を尊重しながら、民間教育訓練機関や大学、事業主をはじめ、あらゆ 
る教育訓練資源を活用し、中高年ホワイトカラー離職者などに対する効果的な職業能力 
開発を強化。 

   ハ。職業訓練付きの失業給付延長制度を抜本的に拡充し、再就職を支援。とともに、 
新規成長分野における雇用創出のための雇用主への助成等を見直す。 

   ニとして、集中調整機関における雇用問題への万全な対応のため、中高年齢層失業者 
や雇用保険給付の非受給者を中心に、補助教員や警察支援要員、森林作業員を含む公的 
部門において、民間企業やＮＰＯの活力を含め、緊急かつ臨時的な雇用、いわゆる新公 
共サービス雇用などに通用する資金を確保する。 

   中小企業等対策として、構造改革の進展とあわせ、モラルハザートの発生を回避し、 
潜在力を持ち、やる気のある中小企業などの創業・経営確信を支援。とともに、連鎖的 
破綻の回避、経営再生の支援のため、新たな中小企業向けの金融上の措置を含め、セー 
フティーネットの一層の充実を図る。 
柱立ての３番目は、構造改革を加速するために特に緊急性の高い施策。基本的な考え 

方を踏まえ、構造改革加速のため、特に緊急性の高い施策として、国民の利便性を向上、 
ＩＴ革命の進展を踏まえた人材育成、女性をはじめ個人や民間企業の潜在力を発揮に資 
するため、以下の策の推進を検討。なお、予算措置については、制度改革・環境整備と
一体的に推進。具体的には、①電子政府の実現、②学校の情報化の推進、③保育所待機
児童ゼロ作戦の推進及び放課後児童の受入れ体制の整備、④廃棄物処理施設の緊急整備、
⑤産学官連携による地域科学技術進行を通じた地域経済再生のためのイノベーショ
ン・新産業の創出、⑥都市再生・まちづくり、公的施設整備に資するＰＦＩの推進。 

   なお、構造改革を推進するためにも、金融政策においては引き続き適切な政策運営が 
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期待される。 
 
（竹中議員）それではご議論を。ポイントは、第一に、工程表をいかに完成させて行くか、 
 第二に、証券税制についてのポイント・考え方、第三に、改革先行プログラムの内容に 
ついて期待されるもの、の３点についてご発言願う。 

（速水議員）資料 2－1の金融システム改革について。日本銀行では金融システムの安定 
を図る観点で金融庁や財務省、預金保険機構等とは日頃から連絡をとり合っている。不 
良債権問題についてスピード感をもって対応していくことは、日本経済の再生にとって 
極めて重要。真に不良債権問題の早期解決に資するものであればよいが、仮に会議を開 
催する場合でも、原案の仮称ではなく、そうした会議の目的にかなった名称とすべき。 

（塩川議員）改革先行プログラムと資料 2－1については、資料がたくさんあるとややこ 
しいので、単純に一つにまとめ、それが補正予算にもつながり、本予算の基本方針にも 
なると簡単明瞭にしたらどうか。 

  それから、資料 2-1 にある「金融・通貨会議」については、会議や審議会など、話し 
合いの場が多過ぎる。総理は考える時間をもっととった方がいいので、できれば通貨の 
問題も含め、諮問会議で議論してもらった方がいい。 

  基本方針が決まったら加速して早くやらないとだめ。月末にもう一回何を決めるのか。 
（竹中議員）総理指示に基づき各省から案を出していただき、改革先行プログラムを決め 
る。 

（塩川議員）司令塔はあるのだから、どんどん決めたらいい。税収予測についても努力 
するように言っている。11 月に補正予算が通ったとしても、地方自治体では執行が来 
年になってしまう。実効を上げるために、なるべく急ぐ必要がある。 

（竹中議員）とにかく簡単にというのはご指摘のとおり。そのようにする。また、会議の
提案については、会議が多過ぎるということで、提案の趣旨を解して、必要に応じて非
公式でもやらせていただくということか。スピードについては御指摘のとおり。 

（片山議員）資料 2－1の２ページ目の最初の◎、「補助教員、補助警官、森林整備等の分 
野における公的雇用の拡大」、これは全部地方公務員となる。効果を早く出したいなら、 
地方の財政負担の手当てを急ぐ必要あり。 

  「電子政府の推進」では、電子自治体も入れなければ。「政府」で中央政府と地方政府 
を両方解する場合もあるが、普通の使われ方は電子政府と電子自治体。数字も、地方は 
平成 14 年度に 59％、15 年度に 95％。国の方は 14 年度中に 35％を 50％に引き上げ、15 
年度にほぼ 100 ％。 

  ４ページの「地方自立・活性化」の最初の○。市町村合併については、道州制への移 
行をこの段階で提起されるのはどうか。市町村合併の目途がついてからの話。広域行政 
化も意味が不明確。 
その下の○に関し、国、地方の役割分担の見直しと国と地方の税源配分について、地 

方分権改革推進委員会で議論していただくのは結構だが、国庫補助金の整理合理化や地
方交付税制度の改革は、既に技術論まで入って議論している。このような大会議で議論
していただく必要はない。税源移譲については、地方交付税制度をどうするかという根
っこの議論とは関連するが、根っこの議論とすぐ改正するものとは区別すべき。この改
革推進会議には、国、地方の役割分担と税源移譲、国、地方の税源配分の議論を期待。
ただ、来年の地方交付税制度改正には間に合わない。国庫補助の整理合理化も来年度の
議論。改革推進会議でやる必要はない。 
それから、一番下の○。地方財政計画については、国の関与の縮減や国の歳出の見直
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しなどに応じてでいい。国の歳出の見直しをやれば、当然それが地方の歳出に連動する
ので、「国・地方公共団体が最低限保障すべき行政サービス」云々というのは要らない。
国の関与の縮減をして、国の歳出の見直しに応じて地方財政計画を抑制するということ
で十分。 

  それから、「公共投資改革」の◎の特定財源の見直し。これは道路か。 
（塩川議員）道路。 
（片山議員） 道路なら､道路特定財源は国税と地方税がある。地方税は入っていないのか。 
（塩川議員）国税分相当の話。 
（片山議員）国税は揮発油税、石油ガス税と自動車重量税でしょう。 
（塩川議員）地方税のものまで国税だとは考えていない。 
（小泉議長）来年度は国税だけ。 
（片山議員）証券税制は、こんなに細かい提案をしたら党税調が怒らないか。権威が傷つ 
けられたと。 

（本間議員）たたき台だ。たたいていただこうと思っている。 
（塩川議員）原則論が入っている。この趣旨は聞いておくという程度。 
（片山議員）申告の一本化や損失の繰越控除はいいが、細かく書くと、リアクションとし 
てはマイナスになるのではないか。判断の問題だが。 

（本間議員）原則理念は相当整理。この精神に即して具体的な案をつくっていただいたら 
いい。小口投資家の資本市場への参入は、厚みある証券市場の形成にとって重要。その 
政策的な側面について御考慮をいただきたい。 

（片山議員）申告分離への一本化は、税率を 10％にして、将来的には 20％にするという 
ことか。 

（本間議員）暫定的な形で提案している。 
（片山議員）繰越の控除は５年か。 
（本間議員）はい。 
（小泉議長）貯蓄優遇から投資優遇という税制で、この臨時国会でできることを技術的に 
も出してほしい。 

（塩川議員）１点に絞らなければ。 
（片山議員）党税調は検討を始める気だが、まとまるかどうか。 
（小泉議長）構造改革に資するようなもので、臨時国会にできること。株式を個人に持っ 
てもらうため、煩瑣な手続などを簡素化してもらって。 

（本間議員）申告納税における簡素化の問題も書いているので、できれば前倒しで。 
（片山議長）２年延ばしたのを逆に前倒ししろということか。1年ぐらい前倒しか。 
（本間議員）はい。 
（片山議員）これは歴年だから、急ぐならば臨時国会を通さないと。 
（本間議員）根本的に変わるのが、来年の 4月か、再来年の 4月かという括りの中でもう 
少し前倒しを。 

（塩川議員）早くやれば、1月 1日からできる。4月からになるのだろうが。 
（牛尾議員）民間議員の中でも議論がある。そこまで行く場合には、党税調、政府税調と 
の役割分担の点で、微妙な問題。交通整理が必要。 

（小泉議長）議論が賛否両論でまとまらない。論点はいろいろあるが、貯蓄優遇から投資 
優遇という総論はみんな賛成。この臨時国会でできることは何かということをうまく知 
恵を出してほしい。 

（牛尾議員）あえて我々は、このような具体的なものを出して、たたき台をつくっている。 
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（片山議員）それぞれ勝手なことを言ってまとまっていない。 
（牛尾議員）ここで出すことによってイエス・ノーが出てくる。誰かが言わないと始まら 
ないのであえて出した。 

（塩川議員）税収の中立を言ったらできないので、そこらも書いてくれればやりやすい。 
（牛尾議員）財務大臣の理解があれば、円滑に進行する。割といい案と自負しております。 
（塩川議員）何を取るかは政治が決めること。 
（牛尾議員）それでここで出した。 
（塩川議員）資料 2－1の P.2 の上から３つ目ぐらいの◎のうち、森林整備は事業として 
市町村が中心となって人を雇えるが、補助教員、補助警官は少し厄介。アルバイトでや 
れというわけにもいかないし。 

（牛尾議員）責任を伴う。 
（塩川議員）表現を変え、補助員とか地域公安協力員とかであれば、公務員と関係ないと 
いうことになるが、公務員となるとややこしい。 

（牛尾議員）そこで、アウトソーシングで民間委託にしている。 
（片山議員）アルバイターみたいなものがいい。労力だけ買い上げるような。 
（牛尾議員）その辺はむしろ総務省で具体的に考えてほしい。 
（小泉議長）文科省は５万人の補助教員の具体案を考えている。 
（牛尾議員）誰も言わないことをここで出して、あとは省が責任を持ってくれればいい。 
（塩川議員）名称についても文科省の中で考えればいい。 
（小泉議長）補助教員で正式になっている。 
（塩川議員）名称の問題は難しい。 
（片山議員）だから、法律を通さないと。それがなかなか難しい。 
（牛尾議員）文科省が協力すればできる。 
（小泉議長）もう協力している。 
（牛尾議員）それだったらできる。問題は、補助警官については誰が協力するかだ。 
（塩川議員）それは警察庁。 
（牛尾議員）各省に分けて責任を持ってやってもらうのが、この会議の提案の趣旨。我々 
はここで提案して、採択してもらったら、あとは各省の大臣に渡らなければいけない。 

（小泉議長）できないことではなくて、できる理由を考えてもらえばいい。 
（片山議員）警察官は定数を政令で決めている。正式な警察官にするかどうかだ。 
（牛尾議員）それはアウトソーシングでもいいと思う。 
（片山議員）ランクを落として。その辺は知恵が。 
（塩川議員）山林整備はできる。 
（牛尾議員）今回の結果を、各省庁の大臣が受け取ってくれないと困る。 
（塩川議員）そうそう。責任を持って、言うばかりではだめ。 
（竹中議員）取りまとめの責任者は自分。ここでの趣旨を踏まえ、正式に制度としてつく 
るよう働きかける。 

（牛尾議員）これは全部、各省の大臣が受け止めてくれないと困る。 
（片山議員）各省と竹中大臣にやり方を詰めてもらったらいい。 
（竹中議員）そのつもり。 
（片山議員）臨時国会はすぐだ。 
（塩川議員）ＡＰＥＣで各国大臣から日本の規制緩和についてやかましく言われた。だか 
ら、規制緩和は特に重点６分野の中のもので、これとこれをやるということを明確にす 
る必要がある。 
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（牛尾議員）規制緩和に関しては、資料 2－1の個別の問題を、各担当大臣に引き取って 
もらう趣旨。さらに、今月 14 日にサービス雇用拡大に関する専門調査会を再度開いて、 
島田座長代理のもとでより具体的な提案を来週、竹中大臣に出すので、それを各省の大 
臣に引き取ってほしい。具体的な段階に入った場合は、関係各省の大臣の協力が必要な 
ので、それを竹中大臣のところを通じてやると考えて進めている。 

（竹中議員）それでは、今の議論を踏まえて、また 14 日に総理から具体的な指示を出し 
ていただく段取りで、後の取りまとめに努力したい。これまでの議論を総括して、総理 
大臣よりご挨拶をいただきたい。 

（小泉議長）資料 2－1、2－2、2－3、資料 4については一つにまとめるのが一番いい。 
（竹中議員）まとめる。 
（小泉議長）これからが改革本番なので、この有意義な議論の実行に全精力の傾注をお願 
いする。 

 
○概算要求及び構造改革特別要求について。 
（塩川議員）資料 5について。要するに、まだ 8,000 億円の一般の重点要求が未決定で 
あり、９月期限なのでまだ終わらない。また、予備費で 3,000 億円積んであるのと、 
自賠責での 2,000 億円とがまだここに出ていない。その分は流動的。 

   概算要求が終わり、総理から正式に補正予算の準備指令が出た。そこで、私の方から 
各省に以下のようなことを言いたい。 

  今度の補正予算を組むにしても、単なる公共投資等による需要追加ではないというこ 
と。雇用創出効果や民間経済活性化効果等に特に配慮した政策に限るということ。目に
見える成果が現実に期待されること。特殊法人向けの財政支出は、真にやむを得ないも
のを除き、対象としない。真にやむを得ないとは、例えば雇用。また、早急な予算執行、
すなわち、年度内執行が可能な事業であること。施設等であれば、例えば原則として既
に用地手当てが済んでいること。最後に、構造改革を加速させるものであって、14 年度
予算において予定している７分野の要求の単なる前倒しでないこと。 
 私どもとしては 14 日以降各省に通知し、1 週間以内にこれに該当する要求を出して
もらう。従来は金額がこれだけだから使わないかと言ってきたが。ただ、セーフティー
ネットについては予め用意したものがあるが。本当に使いたいものにつけるつもり。 

（牛尾議員）２つある。まず、資料 2－1 のうち◎印は改革先行プログラムとして絶対に
実行したいので、是非尊重してほしい。次に、資料 5については、総理が言われた、無
駄なものを５兆円切る、大事なところに２兆円つけるということが分かるよう、表の作
り方を工夫して欲しい。 

（塩川議員）◎はやる。ただし、各大臣が責任もって出してくれないと。 
（牛尾議員）１週間以内で。 
（塩川議員）そうそう。日を切らないと。 
（片山議員）14 年度予算の単なる前倒しは困るということだが、構造改革に資する、電 
子政府や学校、地域のインターネット化などはどうか。 

（塩川議員）以前の補正予算の IT など、しょうもないことの頭に IT を付けて持ってくる 
のはだめということ。 

 
（竹中議員）では、資料 6について説明をお願いする。 
（福田議員）構造改革特別要求の施策経費の単純合計は約１兆 8,000 億円であり、重点
７分野それぞれの合計額は資料どおり。また重複を除いた予定施策の経費の総額は約１
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兆 3,870 億円。提出された施策は、現在内閣官房が中心となって各省からヒアリング
を行っており、内閣に置かれた諸会議での検討を踏まえて、調整のたたき台を作成して、
次回の経済財政諮問会議で審議をお願いする予定。 

（塩川議員）こういうまとめ方は分かりやすい。 
（本間議員）◎としたところなど、単なる前倒しではないものについては、補正の中で組
み込まれ、減額していく可能性があるということか。その辺のやりとり、中身の精査に
ついては、今後、内閣府と財務省との間で作業を進め、報告をいただくということか。 

（塩川議員）そうだ。 
（竹中議員）順番が前後するが、資料 5について林局長から補足説明をしていただく。 
（林財務省主計局長）8月末に提出された要求額のとりまとめが資料 5。P.2 の 14 年度小
計欄は 47 兆 313 億円で、13 年度に比べ 1兆 1,276 億円の減額。ほとんどの欄で△だが、
これは各省の公共投資重点化措置に係る要望額と構造改革特別要求が含まれていない
ことによるもの。 
公共投資重点化措置の 9 兆 2,363 億円は、13 年度公共投資関係費から 10％削減した

額を基本として、そこから、ハードからソフトへの転換の趣旨から、農水省等で公共事
業から非公共へ移しており、940 億円ほど減少したもの。 
9 月末が要求期限の構造改革特別要求の 8,000 億円を加算すると、47 兆 8,300 億円程

度となり、同じベースの 13 年度当初予算に比べ 3,200 億円程度の減額。 
P.4 以下で、特殊法人向けの概算要求額を報告。合計で 4兆 6,997 億円、13 年度予算

額に比べ 5,831 億円の減額。今後、要求内容が特殊法人等改革の趣旨に合致しているか
どうか十分な検証を行い、行革推進事務局における検討作業と並行し、大胆な削減を進
めていく所存。 

（速水議員）日本は、当面は非常にフローの経済が悪いが、３つの潜在力がある。１つは、
家計の金融資産が 1,400 兆円、GDP の 2.7 倍。２つ目は、経常収支の黒字がＧＤＰの２％。
３つ目が、対外純資産１兆 2,000 億ドル。そういうものは日本の潜在力だと思う。 

（小泉議長）分かりやすい。みんな債務で苦労している。日本は債権国。 
（竹中議員）日本の潜在力等々についてまた議論する機会があると思う。以上をもって本
日の諮問会議を終了する。 
なお、意思決定の中立性確保のため、改革先行プログラム及び資料 4については、14

日の閣議終了までは非公表とし、発言も控えていただきたい。 
（牛尾議員）今日の税制改革案については、自民党税制調査会とは事前に調整していない。 
是非、財務大臣のところで上手に扱ってほしい。 

（本間議員）政府税調に対しては、今朝の金融小委で概略話してある。基本方針について 
はアクセプタブルとの反応。 

（竹中議員）ありがとうございました。 


