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第 25 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2001 年 11 月 2 日(金) 16:07～17:55 
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) 中期経済財政計画について 
(2) 予算編成の基本方針について 
(3) 地方行財政制度の改革について 
(4) その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
資料 1-1 中期経済財政計画の論点   
資料 1-2 経済財政モデル（第一次）について 
資料 2   我が国経済の構造問題と今後の政策的方向について（平沼議員提出資料） 
資料 3   「平成 14 年度予算編成の基本方針」の策定に向けて 
資料 4   21 世紀型地方行財政制度の確立に向けて 
       -地方にできることは地方へ-(有識者議員提出資料) 
資料 5   地方財政について(片山議員提出資料) 
資料 6   経済の現状と今後の政策運営について（有識者議員提出資料） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から、本日の議事が紹介された。 
 
○中期経済財政計画及び予算編成の基本方針について 
（竹中議員） 中期経済財政計画と予算編成の基本方針で何をやるか意思統一のために説

明する。資料１－１「中期経済財政計画の論点」で、（３）「計画の役割」を見ていた
だきたい。何のためにつくるのか、構造改革の後はどういう経済かと質問を受けるが、



 

 2

中期経済財政計画の中で、経済財政の中期ビジョンで答えを出さなければいけない。
次に、経済財政政策の整合性の問題。30 兆円枠は守り、同時に経済の活性化を果た
さなければいけない。経済と財政、短期と中期の整合的な関係を国民にきちんとした
形で示さなければいけない。更には、財政・社会保障の中長期的な持続可能性の提示。
社会保障の制度、財政赤字の問題についても、持続可能な形に責任をもっていけるの
か示さなければいけない。第４番目に、経済政策の合理性などの説明責任。 

   （２）「計画の期間等」に関し、政策が十分な効果を発揮するまでの期間、最低５
ヵ年位の計画を示すと考えるが、期間についても是非御議論をいただきたい。プライ
マリーバランスの達成などの目標に踏み込むのであれば 10 年位の計画も必要かもし
れず、議論を深めたい。同時に経済は変動するため、毎年計画を改定。米国の予算教
書は、毎年５年位先の経済と財政の整合的な姿を描いている。経済の予測でなく、制
度改革、規制改革、構造改革の話とマクロ経済の姿を両方描いていくことに大変重要
なポイントがある。 

   14 年度の予算編成の基本方針については、中期計画と整合的な形で、初年度の財
政をどのように作るのかという問題。資料３「『平成 14 年度予算編成の基本方針』の
策定に向けて」の２ページ目で、議論すべきこととして、「平成 14 年度予算編成の前
提となる経済情勢と財政事情」。両方整合的に考える。２番目は予算編成に当たって
の「基本的な考え方」。３番目は「歳出の見直し・構造改革の推進」で、７分野への
重点化、更に骨太で議論した社会資本、社会保障、地方財政という大きな制度。更に
行政改革を絡めるというのが、今後１か月で目指すべき議論の方向。 
中期計画と来年度予算の基本方針について御議論をいただきたい。 

（平沼議員） 資料２を見て欲しい。基本認識として、我が国経済というのは大転換期と
も言える事態に直面。長期にわたるデフレ、失業率もマイナス 5.3％、産業空洞化が
進展。今後は生産年齢人口の減少、高齢者の増加が確実。国民の中に閉塞感が漂って
いる。経済の停滞要因の１つは、1,400 兆円もの金融資産が生産的な投資や消費に活 
かされていないこと。これは雇用不安や社会保障制度への不安等から国民が将来の生
活設計に見通しが立たず、亡くなるまで貯蓄を続けていることが一因。高齢者が残す
遺産は、年間可処分所得との比で米国の４倍にも。1,400 兆円の金融資産の６割を 50
歳以上が保有。ＧＤＰの 60％が消費で、中高年齢層の老後の不安を取り除くことが
ポイント。65 歳以上のお年寄り１人が持つ個人金融資産は 7,000 万円にもなる。 

   もう一つの要因は、全就業人口の１割の輸出競争力のある製造業に全体の富を依存
したシステムが限界に達したこと。経済のグローバル化が進み、空洞化という形で現 
れている。ヨーロッパのシンクタンクによる評価では、製造拠点立地の魅力度は米国
２位、シンガポールは１位。日本は 25 位と年々低下の一途。政府も経営者も国民も
従来とは異なる新たな発想での活動が求められている。また、国民の不安心理を払拭
して潜在ニーズの掘り起こし、新たなイノベーションと需要の好循環をつくっていく
ことが鍵。このためには規制改革、技術開発が最大のポイント。規制改革については、
実行する期限を決めて徹底的に改革を進めることが大切。我が国の国際競争力の源泉
はものづくり立国で、技術力で日本が国際的に劣ってしまえば経済存亡の危機。潜在
的な社会的ニーズの需要に結び付ける大規模なプロジェクトが重要。日本は、例えば
ＩＴＳ、情報家電、防災ロボット、健康管理という、イノベーションによって優位性
を保てるところを育てていくことが必要。マイナスにイメージされる少子高齢化、環
境制約を逆に、日本の特性を生かしてプラスの成長エンジンにして、一体となって取
り組む必要がある。 

   高コスト構造の是正も避けて通れず、選択と集中を可能にする制度改革など、事業
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環境の整備を加速させることが我が国経済の立て直しのため急務。医療分野、介護・
保育分野、労働分野、環境分野、産業基盤分野における高コスト構造の是正。物流な
どは今、高コスト。規制緩和を行う場合、トラック営業区域の規制の見直しだとか、
港湾の 24 時間化。シンガポールの最新鋭港湾は、全部コンピュータ対応で、大変な
物理コストの削減。日本も十分ポテンシャリティーがある。また、選択と集中を可能
にするため、連結納税制度を来年度に確実に導入するとか、労働契約法制の見直し等
で労働市場の流動化を促進する等を大胆にやっていくことが必要。規制改革や技術開
発によって、生活を活性化するという考え方は中期経済財政計画に反映していくべき。
あくまで経済活性化のために何が必要なのかという視点で検討することが必要。 

（竹中議員） シンガポールの港湾の機械はすべて日本製。それを使って彼らがいいシス
テムを組んでいる。 

（塩川議員） 竹中議員、中期経済財政計画の本質論についていくつか聞きたい。一つ目
はいつ発表されるのかということ。12 月の本予算と同時期か、それより遅れてやる
必要がある。もう一つは、「中期経済財政計画」という名称についてだが、できれば
「中期経済見通し」か、「ビジョン」とならないか。「見通し」だったらわかるが、「計
画」と言えば、いいかげんなものでなく、責任を持つべきとなる。だから、「見通し」
としてもらいたい。もし歯切れが悪いから「計画」にすべきと言うのであれば、この
範囲からこの範囲というアローアンスを示す方法でやるべき。中期経済財政の「見通
し」といったものでないと責任を持てない。それからもう一つは、今度の予算を出す
際に、本当に小泉内閣は規制緩和にこれだけ取り組んでいるという規制緩和の工程表
が必要。最近国会でも、質問は財政問題よりも規制緩和に集中している。この工程表
はしっかり出してもらう。それから、公社公団の行政改革。全部でなくていいので、
こういう方向で、現にこれがいつからこうなるというような、これこそ見通しでなく
計画できちんと出してもらう。このように、予算、規制緩和、公社公団、それから中
期見通しの４つが揃わないと今度の本予算の説明は不十分なものとなる。いままでの
経緯からいって、諮問会議での問題になるだろうと思うが。 

（竹中議員） ４点の御指摘については、問題意識は全く同じ。年内を目途に中期経済財
政計画を作成する旨、既に骨太の方針でコミットメント。基本的には年内が目標で、
少し年明けぐらいに遅れる可能性はある。 

（塩川議員） 予算を組んだときでもいいわけですね。 
（竹中議員） 予算編成の基本方針は月末にはまとめなければいけない。そのときには、

この中期計画の枠組みだけ示し、細かいことは後に。 
（塩川議員） 枠組みというか、考え方ですね。 
（竹中議員） 考え方、フレームワークを示し、詳細なものはもう少し後とするのが一番

よいと思っている。問題意識は塩川議員の御指摘のとおり。名前については、骨太の
方針の中で「計画」とあるが、最終的に出すときは「ビジョン」とか「見通し」とす
る考え方もありうると思う。 
小泉内閣が目指す市場重視といわゆる「計画」は相入れないところがあり、「計画」

という名前でない方がよいという考え方もあると思う。規制緩和と特殊法人が一体で
ないと中期のビジョンにならないので、これから集中審議をして中身をはっきりさせ
る。どのような形でまとめるかというのは総理の御指示を仰いで、国民にわかりやす
い形で発表していく。 

（塩川議員） それからもう一つ、計画の性格について。計画に盛り込まれた政策は、骨
太の方針をどう実行していくかということであって、政府として実行するべきものか。 

（竹中議員） そういうこと。 
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（牛尾議員） 14 年度予算というのは数値だけではなく、構造改革、来期中にこれだけ
のことを実行するということを付けないとだめ。中期展望も中期の数字はビジョンだ
が、構造改革の計画の実行は計画にするべき。必ず実行するということ。 

（塩川議員） それには反対。情勢の変化によってでどう変わるかわからない。テロにし
ても誰も予想していなかった。 

（小泉議長） 特殊法人のことでは。 
（牛尾議員） そうです。特殊法人とか規制撤廃とかは、計画に乗せるべき。 
（塩川議員） それは私も言っている。 
（牛尾議員） 規制撤廃とか特殊法人とか、制度改革はちゃんと計画として５年間でここ

まで全部やると書くべき。数字は見通し、ビジョンであり、幅があるという考え方な
らば結構。14 年度の予算を発表する際、中期計画、そういう規制改革とかの計画を
横につける。国民に対して歳出の痛みを背負ってもらうわけで、ここまでやるのなら
ば仕方ないというので、できれば同時がいい。 

（塩川議員） 規制緩和、行政改革をセットにしないと予算の説明は不十分なものとなる。 
（牛尾議員） セットできるよう集中討議をするのはこの場。相当な覚悟でやらないとい

けない。 
（竹中議員） フレームワークについては意見が一致している。 
（片山議員） この中期「計画」というのは、経済も財政も事情がいろいろ変わってくる

ので、きちきちしたものにしたら大変。「計画」と言うと権威と拘束性がなければい
けないが、拘束なんかできない。「見通し」というのは当初予算のときに大蔵省は毎
年度出している。「見通し」は政策意欲みたいなものがない。だから「ビジョン」が
いいのかは分からないが。どういうふうに位置付けるかは一つの問題。 

（吉川議員） 資料６は、民間議員４人でいろいろ議論したもの。見通しと呼ぶにせよ、
計画と呼ぶにせよ、物事をしっかり考えるために作られたもの。しかし、足下、今年
から来年度にかけの発射台のところをしっかりしないと、せっかく長期的なことを考
えていても全部ずれてしまう。 

   発射台としては、１の「現状と問題点」に書いたように、経済は非常に厳しい状況
になってきている。日本銀行政策委員会でも展望が出されているが、今年度、来年度
はかなり厳しい。失業率も5.3％と上がってきた。アメリカ経済も厳しい。そうした
中で、今年度、来年度の税収減が特に懸念され、経済と財政のバランスをいかに考え
るかが問われている。 

   こういう状況で一番大切なことは、長期的な構造改革と危機対応は必ずしも矛盾し
ないということ。整合的な形でやるべきことをやっていく。それはきちんと整えてお
くことが大切。資料２では、日本の高齢者が資産を非常にたくさん持っているが、ア
メリカと比べて使わず、ただ資産として持っているとあった。お年寄りにもニーズは
あるので、それをテクノロジーに結び付けて成長を生み出せばいいというお話だった
と思う。政策をきちんと説明し、構造改革の前途を明らかにして、お金の使い方等を
きちんと位置付けていただく。構造改革と現在の経済の低迷を脱出する道とを二者択
一とは考えないでやっていただきたい。 

   一例を挙げれば、社会保障改革中の医療保険の問題。これも高齢者の将来不安と随
分関係してくる。やはり医療保険の改革の道筋を明らかにすることが、構造改革と14
年度予算がぴたっと関係してくるところではないか。 

（本間議員） 財務大臣御指摘のネーミングの問題は私も同感するところがあるが、今回
の中期経済財政計画は、新しい体制で、経済財政諮問会議かつ小泉政権という非常に
エポックメーキング的な中で立ち上げていくもの。その際、計画は余り信用していな
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い、政府のやっていることを認めていないと、最初から出すのはいかがなものか。構
造改革と言っているからには、経済財政のマクロと財政の問題について、相当踏み込
んだ整合性も含めての問題点の提示とフレームの確立をやる必要がある。 

   リスクや不確実性があるから出さないという考え方はあり得るが、国民の見方はも
う少し違ったものになる可能性もある。やはり透けて見える部分をどこまで本気でや
ろうとしているのかとか、財政関係だけぼかしているとか、いろいろ見方が出てくる
のではないか。 

   従って、ネーミングの問題等は工夫する必要があるが、相当強いメッセージを込め
なければ、新しい体制のスタートとしては初めから腰砕けだという読まれ方をされか
ねない。小泉政権における14年度予算は死命を制するような大事な問題。この部分は
性格をきちんと規定した上でスタートすることが重要。 

（塩川議員） 先生などの立場ではそうだろう。しかし、政治家としての立場では、例え
ば、今年度の見通しにしても、米国の同時テロにより狂ってきたと言えば国民はまだ
納得してくれるが、これがなければ、1.7％でスタートしたものがずるずると下がっ
て、政府は何を見ているのかと言われる。 

（本間議員） 大臣がおっしゃることは現実的にはよく理解できる。 
（塩川議員） だから、計画なら何％から何％のアローアンスで出す。ピントぼけになる

ので数値を示すというならば、展望でもビジョンでもよい。私は計画だということで
物価をやかましく言っているが、物価のターゲットは、９年度の物価水準に合わせる
努力をすると表現している。厳格なターゲットを示せというのが実際は怖い。本間議
員のおっしゃることはよくわかるが、現実はまさにそうでない。 

（本間議員） 政府に対する信頼性には、やらないとか当たらなかったという事後的な観
点からのクレディビリティーの問題と、事前的な意思表明でクレディビリティーを得
るという両面がある。小泉政権が国民の高い支持を受けているのは、目標に掲げ、積
極的に対応しているから。 

（塩川議員） 「骨太の方針」が相当浸透してきて、これはやると感じてきている。その
肉付けを今、個々の法律で出している。例えば税制。だから、そういう基本方針を、
真っすぐにずっとやっていくという姿勢を通したらいい。 

（速水議員） 日本銀行が今週の月曜日に出した展望レポート、「経済・物価の将来展望
とリスク評価」は、年に２回、４月と10月に発表している。これは標準シナリオに、
上ぶれ下ぶれのリスク評価も一緒に付け、参考として9人の委員の今年度、明年度の
実質ＧＤＰ、卸売物価、消費者物価の前年比の見通しを出したもの。 

   要点は、先行き経済・物価動向を展望する場合には、やはり米国のテロ事件の影響
と我が国の構造改革の内容、スピード、それらの不確実性によく留意する必要がある
ということ。標準シナリオの３つのポイントは、まず、本年度下期は、輸出・生産の
大幅な減少の影響が内需面に広がる可能性が高く、厳しい調整過程をたどる。また、
明年度については、海外経済の回復時期が来年度前半であれば、年度下期にかけて我
が国景気は下げ止まりに向かう。ただし、景気の明確な回復にはなお時間を要する可
能性が高い。その上で、こういった実体経済の動向を反映して、物価は本年度から明
年度にかけても緩やかな下落傾向が続く可能性が高い。政策委員の「大勢見通し」を
みると、実質ＧＤＰは本年度マイナス1.2％からマイナス0.9％、明年度はマイナス
1.1％からプラス0.1％という幅。消費者物価は本年度マイナス1.1％からマイナス
1.0％、明年度はマイナス1.3％からマイナス0.9％とまだ下がる数字が出ている。 

   ここで、日本銀行として言わせて頂きたいことは、日本銀行は、現在内外の中央銀
行の歴史にも例を見ない思い切った金融緩和を実施しているということ。これは、物
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価の継続的な下落を防止するという日本銀行の断固たる決意によるものである。ただ、
不良債権問題を含めて経済全体にさまざまな構造問題が残存している状況の中では、
金融緩和だけでは物価下落防止は困難であり、政府の果たす役割、責任も大きい。こ
の点では構造改革との関係をどう考えるのかが重要。不良債権処理や経済財政の構造
改革は短期的にはデフレ圧力を高める可能性があるが、中長期的に見て日本経済の活
力を取り戻す上で不可欠。だからこそ、政府としては構造改革に一生懸命取り組んで
いると理解。政府として物価と構造改革の間のそのような関係をはっきり意識してい
ただく必要がある。 

   物価のターゲットという声があるが、デフレ下でのインフレターゲットの例はない。
是非、無理なことをお決めにならないようにして頂きたい。私どももなるべく早くゼ
ロインフレまでもっていきたい。 
 最後に、本日資料１－２で紹介された経済財政モデルについてであるが、ゼロ金利
制約と不良債権問題が日本経済には存在しているという前提を置いて物事を考えて
いただきたい。 

   それから、不良債権処理と特殊法人整理。不良債権処理は動き出しているが、特殊
法人の整理について１つでも２つでも計画が出てこないといけない。「基本方針」の
取りまとめから６ヶ月近くが経っており、構造改革が進展していないことについて不
安が出始めている。着実に進めていただきたい。 

（竹中議員） デフレと不良債権の話は第２回目の集中審議で是非深めたい。 
（奥田議員） 現下の雇用問題についてお話をしたい。９月は完全失業率が5.3％、失業

者数は336万人と過去最悪の数字。更に、新規求人が前年同月比マイナス8.5％と非常
に大幅な減少。 

   日本経済、世界経済ともに悪いが、その中で日本経済は不良債権処理も。不良債権
処理をやれば、一層雇用情勢は悪化。大企業でも雇用調整が進んでいる。 

   この数年の傾向は、完全失業率の上昇に合わせ、自殺や犯罪が増加傾向。雇用情勢
がこれ以上悪化すれば、構造改革に対する国民の支持は失われ、改革が頓挫する危険
性が非常に高い。 

   私は、構造改革なくして雇用創出なし、雇用対策なくして構造改革なしと考える。
雇用対策は、規制緩和などを通じて高付加価値の新しい産業を輩出して雇用を創出す
ることが正論かつ王道。しかし、雇用情勢の悪化が続くと、構造改革に対するブレー
キになる点が非常に大きい。 

   日経連、経団連、連合の三者が一体になっていろいろな対応策を講じており、それ
なりの効果もあった。特に最近では、連合も日経連も経団連も雇用が賃金よりも優先
するとして、いわゆるワークシェアリングに対する取り組みも今度の春闘では相当積
極的。これで失業率を食い止めることも考えられる。しかし、各企業の実情を考える
と、日本の企業の中でかろうじていい自動車もアメリカ経済に支えられており、もし
自動車が崩れると非常に大変。 
ですから、やはり失業者を何とかして食い止める方策を国は考えていかなければい

かぬ。今度の１兆円の予算の中で、雇用に5,500億円もいただいたが、ここら辺りで
若干の二次補正も考える時期にきているのではないか。政府として十分検討すべき。
それぐらい世の中は厳しい状況。 

（塩川議員） 今日、財界の主な方々と話をしていて、「ワークシェアリングでは労使と
も損をするので、その谷間を」というのであれば私は喜んでやる。 

   それから、例えば公共事業の中の処理場については、地方負担があるので進まない。
今、出てきたものは全部つけているが、地方負担がもたないから、後が出てこない。 
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 何もごみの焼却場だけではない。今のままで計画を前倒ししても景気対策にならな
い。金を出す場合には、小泉内閣はこういう改革をやるから出したということをはっ
きりしてもらわないと。改革もなしに金を出したらいけない。こういう改革だから出
せとおっしゃるならば考えましょうと。それこそ諮問会議で考えたらいい。 

（片山議員） 廃棄物処理施設は地元が受け入れない。財政負担の問題よりも、地元の説
得が大変。みんな反対で、特に産廃処理は反対。 

（竹中議員） 今日のような問題意識を持って集中審議をやり、中身の議論を是非深めて
いきたい。ネーミングの件は、問題意識は共有しているので引き続き議論させて頂き
たい。 

 
○地方行財政制度の改革について 
（牛尾議員） 資料４が民間議員からの説明書。「関与と依存」から「自律と自助」へが

スローガン。補助金や交付税を通じてローカルな道路、空港、港湾等の公共事業まで
国が関与し、結果として全国一律の行政サービスが行われてきた。このシステムに地
方も慣れ、地方の個性が失われる結果になった。「関与と依存」の20世紀型の地方自
治制度を改革し、地方にできることは地方に委ね、地方が「自助と自律の精神」の下
に知恵と工夫の競争によって活性化できるような21世紀の真の地方自治を確立する
必要がある。 

   「知恵と工夫」が発揮できる自立した自治体態勢のため、市町村合併が有効な手段。
市町村合併プランの着実な実施とともに、例えば人口30万以上の自治体には一層の仕
事と責任を付与する一方、小規模町村は仕事と責任を小さくして県が肩代わりするな
ど、一層の強力な対応が必要。また、行政の権限を住民に近い地方に移し自律的な判
断ができる態勢をつくる。地方の事務事業に依然国の関与が多く、補助金の統合化、
メニュー化によって国の関与を減らすべきであり、地方の裁量が増えれば、補助金の
額は減少してもメリットが大きいと言う地方自治体の長も大変に多い。 

   特定の事業を行えば交付税が手厚く措置される事業費補正は、事業費の大半を賄わ
れることが多く、地方の効率的な事業選択への意欲を損なう面がある。地方の負担意
識を薄める仕組みは早急に見直す必要がある。 

   また、今後は国の関与に代わり、住民自らが地方の行財政を監視することになるが、
自治体は電子自治体の実現等によってその説明責任を果たし、住民もまた監視に対す
る関心を強める。 

   自立的な財政基盤に関しては、地方交付税は中期的には財源保障から地域格差是正
のための財源調整にその機能の重点を変えていくことで制度の根本的な見直しを行
うべき。現在の地方交付税制度は地方歳出を手厚く保障している結果になり、今後国
の関与の縮減に伴い、国が財源を保障する範囲、水準は縮小していく中で大きく交付
税の在り方を見直さなければならない。いわゆる自律自助にふさわしい21世紀型の自
治体の歳入基盤を構築するには、地方税の充実確保が重要。今後、国と地方の税源配
分の抜本的見直しを総合的に行う必要がある。 

   最後に、14年度の予算編成については、改革の初年度としてこれらの方針を実行に
移すべき。特に補助金の統合化、メニュー化は、14年度から一段と進める。また、地
方交付税は事業費補正や段階補正を見直す。特に段階補正は廃止に向かって縮小を開
始すべき。留保財源率は引上げを検討すべき。 

   中期的な経済財政計画のあり方は、国と地方一体としてプライマリーバランス達成
に向けた姿を明確にする。その中で、交付税制度全体の改革の方向を明確にする。計
画どおりにスピードを持って具体的なスケジュールできちんと国民の目にはっきり
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見える形で改革を進めることを心から期待。 
（本間議員） 我々がこのペーパーをまとめた背景は、21世紀になって本質的な議論をそ

ろそろ国と地方の関係の中でも検討すべきだということ。21世紀型はやはり地方の自
律自助、自己責任、これをどういう形で制度的に担保するかということが根本。 

   実は我々がずっと議論してきた公共投資、社会保障制度、国と地方の関係のすべて
の問題は、国と地方の行財政関係に帰属する。ここは部分的に交付税あるいは地方税
の問題として掲げているが、補助金のあり様は公共投資等の問題に関係し、社会保障
制度の問題は保険制度の統合等の問題に絡んでくる。ここで制度的にきちんと議論し
ていくための素材を出させていただいた。 

   特に自主財源の問題、税源の委譲、交付税の問題を技術的な対応だけで済ませては
ならない。根幹の考え方、基準財政需要額等の問題が地方財政計画との関係の中でど
のように検討するのか等も含め、是非前広に議論を。 
 実は、国と地方の財政関係は、公共投資の問題及び医療制度改革の陰に隠れて、こ
れまでほとんど議論をされてこなかったというのが実情。今後の予算編成及び来年度
以降はこの問題を中心的な課題として検討すべき。 

（片山議員） 私の方でも、資料５のとおり「地方財政について」を用意した。地方行政
関係については別の機会に申し上げたい。 

   有識者４人の先生方との認識は私と余り変わらない。来年度の地方財政は不確定要
因があるが、地方財政計画では国の歳出予算と軌を一にして徹底した見直しと重点的
な配分を行う。規模を抑制することで地方財源不足額の圧縮と借入金の抑制を図る。 

   大きい経費の１つは給与関係。職員定数の削減・合理化、新規行政需要に対して増
員を最小限度に抑制するが、問題は警察官、教職員、福祉関係職員。警察官は本年度
も、地方財政措置で 2,500 人以上増員。来年度は警察庁が 5,000 人以上の増員をと言
っており、治安の悪化などもあるので、この扱いが大きいテーマになる。 

   一般行政経費では福祉等が中心。国庫補助負担事業は国が相当切り込んで圧縮され
ると思われるので、それに応じて国、地方双方の財政負担が軽減される方向で整理合
理化を進めたい。地方単独事業では既存経費の見直しと、特に重点７分野への重点配
分で全般的な見直しを図る。 

   投資的経費では、国庫補助負担事業を含め国で事業規模の削減や抑制が行われ、そ
れに応じた事業規模の削減や事業内容の重点化を図る。公共事業は 10％カットなの
で、それを受けた形になると思う。大きいのは地方単独事業。国の公共投資関連と同
一の機軸で対前年度 10％削減を考えており、中身は生活インフラ中心で、箱物投資
については抑制する。 

   地方交付税の見直しで大きいのは、事業費補正、段階補正と留保財源。事業費補正
は、ある公共事業を行うと、その地方負担を交付税でみるというもの。交付税の総額
が足りないので、キャッシュでなく財源対策債でみて、その元利償還を交付税でみる
もの。来年度から標準事業費方式、客観的な測定単位に応じて標準事業を想定した方
式に直し、全体の算入率を引き下げる。これには２種類あり、標準事業費になじむ、
河川改修や海岸、農道、ほ場整備等の算入率は 60％～70％から、半分の 30％程度に
引き下げたい。港湾、ダムなどの標準事業費になじまない、一度に多くの投資をする
ものは 45％位にとりあえず下げる。地方単独事業について事業費補正では、地方の
要望を何でも認めていた地域総合整備事業債は廃止する。重点７分野と防災事業に対
象事業を限定し、その場合の交付税算入率も引き下げる。 

   段階補正は、小規模団体のコストが割高になるのでこれを補てんするもの。補足資
料で説明すると、１ページ目のように 10 万人を標準団体として、現在は実線のよう
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な割増率。現在作業中のため確定していないが、見直し後の割増率はこの点線にした
い。効率的な運営を行っている上位３分の２の団体を基礎に、その比率で割り落とす。
17％～20％ぐらいのダウンになると思う。イメージとしては点線程度か。見直しの対
象は消防費以下の特記している費目。更に中身が固まれば報告したい。 

   それから留保財源率。補足資料２ページ目にあるように、地方税収入のうち都道府
県は 80％、市町村は 75％を基準財政収入額にしている。全体の地方財政計画歳出か
ら特定財源を落とし、残ったもので基準財政収入額を落とした一番左の端が交付税に
なる。留保財源は都道府県や市町村が自由に使うことができる。基準財政需要額はあ
るべきシビルミニマムではないが、各省庁と相談の上、標準的な地方団体における行
政サービスを算定したもの。それ以上の上乗せなり横出しのサービスができるのが留
保財源。税が伸びれば交付税が減り、税が減れば交付税が増えるので、交付税の方が
ありがたいという空気もあるが、留保財源の比率を拡大する。何％にするか検討中だ
が、その比率を拡大するとその分基準財政収入額が減り交付税が増えるので、基準財
政需要額を割り落とさなければならない。このように交付税の額を変えずに、基準財
政収入額を圧縮し、基準財政需要額もそれに応じて圧縮して留保財源の見合いを増や
せば、その分だけ税収確保のインセンティブが働くのではないかと考えている。 

   ４人の先生方のペーパーについてコメントする。資料４の２ページ冒頭に「すみや
かな市町村合併の推進」とあるが、内閣の合併支援本部で市町村合併支援プランを決
めた。現在、全国市町村の 52～53％が合併研究会に非公式なものを含め参加。強い
インパクトを与えれば動き出すのではないか。例えば、静岡市と清水市の合併。大宮
市と浦和市と与野市が合併し 102 万人の政令市ができたが、静岡市と清水市では 70
万人を超える。現在、政令市の基準は 100 万人だが、70 万人まで下げれば合併の強
い促進剤になるのでは。これは地方行政の構造改革であり、平成の大合併に進みたい。
ただ、アメとムチのムチでというわけにはいかないので、その点、工夫が要る。 
「規模等に応じた自治体の責任」では、政令市の下に実際は 30 万人以上位で認め

ている中核市、さらには特例市がある。現在、政令市、中核市、特例市、普通の市、
その下に町村とあるが、差別化の必要はある。また、過疎の市町村は道路と下水道は
都道府県が代行。そういう意味ではかなり差が付いているが、更に検討する必要があ
る。 

   ３ページ目に必置規制があるが、これは法律でなく、全部補助金。例えば、補助基
準でアウトソーシングやパートは駄目とされている。その補助基準を緩めるか、また
は補助金をやめてしまうかということだが、地方分権改革推進会議で議論いただいた
らと思う。 

   それから（３）の補助金の統合化、メニュー化については総理の強い御指示もあり、
現在、国土交通省、農林水産省と協議中。ボリューム的には増えると思うが、どれだ
け各省が地方に自由にするかというところがポイント。 

   ４ページ目については、（１）の「早急な地方財政の健全化」にあるが、シビルミ
ニマム云々はよく分からないが、大体同じような考え。 

   ５ページ目の「地方税の充実確保」に関しては、（３）の「『地方の自立』と『国の
財政と立て直し』を両立させていく必要がある」という部分は次元が違う。国の財政
の立て直しも重要だが、地方の自立は国の財政の立て直しとパラレルにやるものでは
ない。21 世紀は地方の時代、地方分権推進ということで、別の観点で進めるべき。
結果としてつながるかもしれないが。「本格的な財政再建を進める一環として、国民
負担のあり方を議論する中で、役割分担の見直しを踏まえ、地方交付税のあり方の見
直しとともに、税源移譲」は、税源移譲と言うまでに制約が多い。まず国民負担の在
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り方、国と地方の役割分担の見直し、地方交付税の在り方を見直して最後に税源委譲、
こういう順序ではできない。私は逆じゃないかと思うが、また議論させていただく。 

   14 年度の予算編成については、地方単独事業は思い切って抑制し、事業費補正、
段階補正、留保財源も見直す。地方団体は必ずしも全面的に賛成ではないが、説得し
てもやらなければならない。 

   最後の「中期経済財政計画のあり方」も気になる。交付税制度の改革の方向性を示
すことは必要だが、同時に国庫補助負担金制度の改革、税源委譲、そういうものと合
わせてやらず、交付税だけ直せ、ほかはその後だというのでは中期経済財政計画とし
ては問題がある。 

（本間議員） 片山議員指摘の点は、順序でやれと言っている訳ではない。連立方程式を
解くように、相互依存性について留意をしながら全体の制度設計をというのが本来的
な主旨。最後の指摘部分は、マクロの中期経済財政計画にするのか、展望にするのか、
ネーミングの問題はあるが、地方交付税の問題は地方財政計画という形でマクロ的に
リンクするので、ここの展望がきちんとついてないと書けないという技術的な理由。 

   それから、関与の廃止事例。補助金というのは理解しているが、当初は割と緩やか
に入れながら、かなり拘束的な形で使われている。そろそろ自由度を与えて裁量性を
認めていくことをアナウンスする必要がある。 

（片山議員） 地方で問題なのは、本当の優先順位は別でも、補助金が付いているものを
まずやること。補助金が拘束的だといよいよそうなる。地方にいる者が自主的に決定
するのが地方自治なので、奨励的な補助金はやめてもいい。社会保障や公共事業の負
担金は、割り勘みたいなものなので国も出す、地方も出すとしても、いわゆる国の都
合でやらせるために出す補助金は思い切って整理してもらって私は構わない。整理が
できなければまとめて自由に使わせてもらう。 

（牛尾議員） 補助金の統合化、メニュー化というのはだれが決めれば実現するのか。財
務省か。 

（片山議員） 財務省と関係各省と私どもの方で協議している。 
（牛尾議員） 多数の省庁にまたがるのか。地方は敏感に反応すると思うので、何か兆候

を 14 年度からしたいが、相手がたくさんいて素人ではわからぬという状態。 
（塩川議員） 革命的なことを言うが、憲法 92 条で地方行政の組織に関することは自治

の本旨に基づき法令をもって定めるとなっているので、自治の本旨に基づいて強制合
併できる。話があった清水市と静岡市の合併は進めたらいい。問題は、小規模町村。
現状が気楽だという意識を変えないと。そこで、そういうものをある程度ブロックに
して合併し、例えば 10 年間は県が管理するとかしてやらないとどうにもならない。
幸い、自治の組織とかに関することは自治の本旨を含めて法律で定められる。それを
やらざるを得ないんじゃないか。 

（片山議員） 国が一方的に行うのは地方自治の本旨に反する。 
（塩川議員） だから、法律を定めてやればいい。法律によるとなっている。 
（小泉議長） 本旨に基づいてということは、強制的にやると駄目だという理由に使われ

るのか。 
（塩川議員） それは両方に使える。 
（片山議員） 地方自治の本旨は、憲法学者は団体自治と住民自治を充足することだと。

住民自治というのは自分が決めるということ、団体自治というのは団体としての独自
性、主体性を持つということ。 

（牛尾議員） 補助金の統合化、メニュー化を 14 年度から少しでも実現すれば地方に対
する反響はいいが、関連するところが多過ぎてだれがボタンを押したかわからない。 
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（塩川議員） 私自身も研究したが、例えば道路は東大阪市だけの道路じゃない。隣りの
八尾や四條畷とくっ付いているから、うちだけやっても意味ない。メニューを渡して
も他がやらなければどうにもならない。そこで、自治の範囲を大きくして、例えば東
大阪市だったら人口約 50 万人、八尾と柏原と合わせて約 35 万人、その単位ぐらいで
やらせるか、一部事務組合とか協議会とか制度でくくってしまうことだろう。 

（片山議員） その場合だったら大阪府に任せればいい。府道や市町村道の整備の補助金
を中央が決めているが、それを府県で自由にやらせればいい。 

（塩川議員） それだとメニュー化は市町村にやれないことになる。府県にというと、二
重支配になってくる。何と言っても自治体をある一定の規模にすることが最優先。 

（小泉議長） 一括補助金はどうなっているのか。 
（片山議員） 一括補助金は現在 7,000～8,000 億円。その拡充と、一括でも国の関与が

あるので、その関与を少なくしてくれと言っている。 
（小泉議長） 統合化、国の関与を少なくした地方の裁量に任せた補助金は今もあるのか。 
（片山議員） 全部は任せていないが、相当任せているのはある。主として国土交通省関

係。 
（塩川議員） 自治体の力があれば、中核市とかであれば受けられる。 
（小泉議長） それを増やすのはいいね。 
（片山議員） 増やしたい。ただ、１兆円もない。補助金・負担金 14 兆円の半分位がそ

うなれば相当変わってくる。来年度やれれば画期的。 
（牛尾議員） ３、４年で実現すればいい。 
（塩川議員） 必置義務の制度はほとんど議員立法。例えば児童相談所については、田舎

の児童相談所でも自動車１台置いて所長がいる。 
（片山議員） 保健所長も医者でなければいけないとか。 
（小泉議長） 一括ならば少し減ってもいいでしょう。 
（牛尾議員） 一括でつくらせてくれという市長はいっぱいいる。 
（塩川議員） 結局は議員の抵抗。例えば栄養士など、やろうと思ってもできない。学校

の事務職員もボランティアでやると言っているのにできない。 
（牛尾議員） ３、４兆円を２、３年で実現すると違うと思うが。 
（本間議員） そこはきちんとすべき。公的雇用のような形で受け皿にしていくと、制度

の見直し等によって恒久化する危険性すらある。 
（片山議員） 今は６か月。だからどうするかだ。 
（牛尾議員） こういうのは展望ではなくて計画にすべき。 
（小泉議長） 来年度の地方の裁量権を増やす一括補助金、統合補助金というのをできる

だけ伸ばす方向で進めていくことは大事。 
（牛尾議員） 進めて、しかも計画に基づきですね。 
（片山議員） 今やっている。国土交通省、農林水産省は多い。厚生労働省も。 
（小泉議長） それと地方交付税との関係はあるのか。 
（片山議員） ないことはないが、今のところはない。 
（小泉議長） それは地方の裁量でできるんだね。 
（片山議員） できます。 
（塩川議員） 受けるかどうかです。 
（小泉議長） 今 52％が市町村合併の相談をしていると言うが、本気で可能性があるの

はどれ位か。 
（片山議長） 恐らく 1割弱。一番の問題は首長さんとやはり議員さんです。 
（小泉議長） それは議員が減り、助役とか市長が１人になるから。 
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（片山議員） そうです。 
（小泉議長） さいたま市が３つ一緒になり市長選挙をやった時、みんな市長が立ったで

しょう。 
（片山議員） 与野市長だけ立たずに、何人も立ち、大宮市長、浦和市長も立ちました。 
（小泉議長） ３つの市が合併して議員はどのぐらい減ったのか。 
（片山議員） これから２分の１位に減るが、２年間は任期保証。 
（小泉議長） ２年間は３市でやって、それから半分位に減るのか。 
（片山議員） 新しい議員定数になります。 
（小泉議長） それはいい。 
（塩川議員） 議員の月給がこれだけになったら、議員は辞めない。 
（片山議員） 国会議員もという話も出ますから。 
（塩川議員） よ過ぎるんです。 
（竹中議員） 牛尾議員御指摘の、一体だれが決めるのかというのが最大のポイント。合

併問題と税源委譲の問題、更には一括補助金の問題とあり、分散している。ここで議
論をしてイシューは出されるが、よくわからないうちに期限がきてばたばたと決めざ
るを得なくなるのが一番困る。牛尾議員と本間議員の問題意識に則って、総務省、財
務省等々の力を借りながら問題を再整理し、月末の計画の中に反映できるようにした
い。特に総理が御指摘された来年度予算に一括補助金の精神を生かすような仕組みも
形になる工夫をしていただきたい。そのフォローアップはやはりペーパーを出してい
ただいた方にやっていただき、諮問会議として議論することが大事。 
繰り返すが、本日前半で議論した経済のフレームワークにインプットできるよう、

忌憚のないご意見をお願いしたい。 
（小泉議長） 平沼議員が言うように、高齢者は平均 7,000 万円と、そんなに持っている

のか。 
（平沼議員） 土地とか現預金を含めると平均 7,000 万円。それで年間 220～230 万円し

か使わない。 
（小泉議長） これをうまく活用する方法はないのか。 
（竹中議員） 次の世代に渡すことですね。 
（牛尾議員） どうやって次の世代に贈与するかということ。 
（塩川議員） 今、例えば１億円株や国債を買ってくれて、５年以上持っていたら相続税

はゼロにすると言うとみんな買います。 
（平沼議員） 1,400 兆円の５％、70 兆円が株式市場に出たらすごいことになる。 
（塩川議員） 相続税を半分にしてもいいから、そういう具合に国債も個人に持たさない

とだめ。 
（牛尾議員） 世代的な特徴もある。戦後貧しい時代に育っているから、一応ぜいたくを

するとあとは使いようがない。だから置いておく。若い人は使いたくてしようがない。 
（片山議員） ５年持っていたら相続税をただにしたらいい。 
（竹中議員） 一般的な解釈は、年を取って子どもと暮らしたいと言う日本人が多い。子

どもたちに大事にされるためにはある程度お金が要るということ。 
（速水議員） 今、物価は下落しているが、元本の価値が下落しないから安心して置いて

いるという面もある。 
（牛尾議員） ただ、金利収入は減っている。 
（速水議員） 金利収入はないが、元本はむしろ購買力が増えている。 
（本間議員） マクロ政策の矛盾として、現役世代から巨大な移転を保険料、税金で回し

ているから、内需が落ち込むのはある意味では当たり前。老人を一律的に弱者と位置
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付けるのは間違い。 
（速水議員） 個人金融資産に占める現金・預金の割合が 55％と多い。これが少し直接

金融へ流れると、企業の方へも流れていく。 
（小泉議長） そのいい知恵を出してください。 
（塩川議員） 贈与税を緩めることです。ただ、与党との調整が必要。 
（小泉議長） この会議で決めて法案を出せばいいのではないか。 
（竹中議員） それでは、本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 
 

（以 上） 
 
 


