
平成 13 年第 28 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 28  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 11 月 22 日(木) 17:00～18:50 

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 

臨時議員 坂口 力 厚生労働大臣 

小宮山 宏 循環型経済社会に関する専門調査会会長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)社会保障制度改革について

(2)「予算編成の基本方針」及び「中期経済財政計画（仮称）」について

(3)当面の政策運営について 

(4)その他

3．閉会 

（配布資料） 

○循環型経済社会に関する専門調査会中間とりまとめ（同専門調査会提出資料） 

○持続可能な社会保障制度の構築に向けて（坂口臨時議員提出資料） 

○医療制度の抜本改革に向けて(緊急提言)（有識者議員提出資料） 

○持続可能な社会保障制度の確立に向けて（有識者議員提出資料） 

○「平成 14 年度予算編成の基本方針」の主な事項案 
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○「中期経済財政計画（仮称）」の策定に向けて留意すべき事項 

○「構造改革の先にめざす日本の姿」（奥田議員提出資料） 

○平成 14 年度予算の編成等に関する建議（塩川議員提出資料） 

○平成 13 年度第２次補正予算（緊急対応プログラム）についての考え方（竹中議員提出資料） 

○政府保有資金を活用した無利子貸付けによる公共投資の推進（塩川議員提出資料） 

○第二次補正予算に盛り込むべき事項について（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、総理と官房長官は遅れるということでありますので、ただ

いまから第28回の経済財政諮問会議を開催させていただきます。 

本日は、お忙しいところ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、本日の議事でありますが、実は集中審議ではありませんで、

通常の諮問会議であります。今日は、４つのテーマをこなさなければいけません。 

まず、 初に「循環型経済社会に関する専門調査会」の中間報告をしていただ

きまして、その後で社会保障制度改革の話を坂口大臣にしていただきます。 

その後は、予算編成の基本方針と、中期経済財政計画。これについての議論を

いたします。 

後に２次補正予算の編成など、当面の政策運営についての議論をさせていた

だきます。なお、24回、25回の諮問会議の議事録については、従来どおりとさせ

ていただきます。 

それでは、まず 初のテーマでありますが「循環型経済社会に関する専門調査

会」の設置を決定させていただきましたが、今日は、東京大学の小宮山教授、専

門調査会の会長においでいただきまして、その中間取りまとめについてお話しを

いただくことになっております。小宮山先生、ひとつよろしくお願いいたします。 

（小宮山循環型経済社会に関する専門調査会会長 以下「小宮山会長」） 小宮山で

す。よろしくお願いします。資料がそこにございまして、中間とりまとめと、そ

の頭に色の付いたＡ３の資料がございますが、「『循環型経済社会に関する専門

調査会』中間とりまとめ」、この色の付いた資料をご覧いただきながら考えてい

ただければと思います。 

循環型経済社会に対する国民の関心は、極めて高まっており、企業も環境を戦

略の柱の１つと捉え始めております。 

環境劣化は地球規模で進行する問題ですが、人口と経済活動が高度に集中した

日本は、この問題が 初に顕在化するという宿命を負っています。しかし、その

ことをチャンスと捉えるべきである。 

つまり、世界に先駆けて循環型経済社会を構築し、生活水準の維持向上を図る。
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また、その間に生まれる商品、技術、ビジネスモデル、ノウハウなどによって産

業競争力を強化する。そして、21世紀の世界のモデルとなる美しい日本をつくる。

そのことが可能だという結論に至りました。 

現在、問題は多々あります。埋立処分場の逼迫、不法投棄、ダイオキシンなど

の有害物質、需要のない再生品の過剰生産、将来に対する不安といったことです。 

我々は、国民が共有できるビジョンを示す必要があります。また、ビジョンを

達成する戦略を示す必要があります。 

まず、ビジョンですが、基本理念は、天然資源採取量の抑制、環境への負荷の

低減、持続可能な経済成長の実現の３つです。 

目指すべき姿は、ごみを不要なものから、資源・エネルギーとして活用する社

会。そして、安全、安心で活気に満ち、魅力あふれた美しい日本の建設。そのた

めのスローガンとして、2050年までに 終埋立処分量を現在の10分の１にすると

いう目標を掲げることを提案します。 

例えば、家庭からの廃棄物を想定しても、分別してガラスや金属が混ざらない

ようにすれば、残りは紙、プラスチック、食物かすですから、焼却すればなくな

ってしまいます。10分の１は、2050年の妥当な目標です。 

目標達成に向けた配慮事項は、「効率性」「公平性」「安全性」です。特に、

経済と関連して重要なのは効率性です。現在、処理の規模が小さいため、効率が

悪くコストがかかっています。これを大規模化によって抜本的に改革するという

視点。例えば、廃プラスチック発電は、現在、年間１万トンといった規模だから

高価ですが、100万トン規模なら火力発電に匹敵する効率になります。これが「ご

みを資源・エネルギーに」というスローガンの１つの具体例です。 

同じく配慮すべき事項として、素材ごとの循環的利用、地域特性への配慮、国

民参加、社会システム改革の４点。例えば、素材ごとの循環利用というのは、自

動車からのプラスチックと、建設系のプラスチックを一緒にして大規模化して高

効率に処理するといったことです。 

また、地域特性への配慮というのは、森林を適切な間伐によって保全し、マツ

タケがまた採れるような環境をつくる。同時に、間伐材は燃料として高効率発電

に回すといったシステムの実現を意味します。 

次に、ビジョン実現に向けたシナリオですが、経済社会システムとして、責任

と費用負担ルールの改革が必要です。 

また、合理的な循環システムの構築。つまり、動脈に比べて遅れている静脈の

インフラ整備が肝要です。小、中、大規模拠点。例えば、末端回収には、効率よ

くクリーンな電気自動車の導入や、スーパーなどを小規模拠点として利用するこ

と。あるいは、駅や河川に中規模拠点をつくって、鉄道や船を利用する。そこか

ら、大規模拠点への広域流通網を整備する。そのための産業横断的連携、規格や

基準の統一、取扱許可や手続の簡素化等が必要です。 

特に重要なのは、高効率にエネルギーを生み出すサーマルリサイクルをマテリ

アルリサイクルと同等に位置付けることで、それによって杭やベンチといった価
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値の低い物質が過剰に生産されている現状を変えることができます。 

こうした取組により、新たな成長分野の拡大が期待できます。環境は、成長が

期待できる分野でして、直接の積上げのみでも生産規模が48兆円から70兆円、雇

用規模は128万人から150万人増えると見積られます。 

さらに、動脈の高度化といったことを考えますと、遥かにその効果は大きい可

能性がございます。 

今後、環境問題は、どの国においても深刻化する訳ですから、我々は世界のモ

デルとなることができます。つまり、美しい日本の建設ということが、環境先進

国としての国際貢献であり、それが知的、人的、交流基盤の形成や、産業競争力

の強化につながります。特に、アジアは欧米と違って湿潤なモンスーン気候にあ

って、1,000万人規模の人口を有する巨大都市が多数存在するといった日本と同じ

状況にあるわけですので、今後成長するアジアのモデルになるという視点が重要

であります。 

後に、「情報ヘッドクォーターの創設」と「具体的実験の開始」を提案しま

す。循環社会の問題は、多様な選択肢があって、多くの利害関係者がおり、コス

ト、エネルギー、環境負荷など価値判断の基準が多様であるため、相互理解や戦

略策定が困難です。 

こうした中で、合意形成を図るためには、知識の構造化と、ＩＴの活用が必要

であり、そのための情報ヘッドクォーターの設置及び様々な社会的な実験の開始

を提案します。 

以上、循環型経済社会を世界に率先して実践することが、21世紀の日本にとっ

て極めて重要であると考えます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。吉川議員から補足をいただきます。 

（吉川議員） 私も専門調査会に参加しましたので、一言だけ発言させていただきま

す。 

報告書の内容につきましては、ただ今、小宮山教授から御説明がありました。

この報告書には、良いことがたくさん書いてあると信じております。これから、

我々は補正予算について議論する訳でありますが、補正予算、あるいは予算、あ

るいは予算だけでなく、その他の政策においても、是非とも政府としてこの報告

書を活かしていただけたらと思っております。 

特に、補正予算については、中身が大切というのがキーワードになっていると

思います。この報告書には、そのアイデアがたくさん盛り込まれておると信じま

すので、塩川大臣を始め、是非とも政府におかれましては、これを活用していた

だきます様お願い申し上げます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。今の問題をチャンスとして捉えて、世界のモ

デルにする。2050年に埋立処分量を10分の１にする。大規模化によるコストの削

減、情報ヘッドクォーターの創設。こういった事柄を中期の経済計画の中に是非
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活かしていきたいと思いますし、また、予算の中にも反映させていきたいと思い

ます。 

これを 終報告にしていただいて、我々なりに中期の展望の中に活かしていく

ということで、是非進めていきたいと思いますが、特に御異存ございませんでし

ょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

（竹中議員）  それでは、小宮山先生、引き続きよろしくお願いいたします。今日は、

ありがとうございました。 

（小宮山会長） よろしくお願いします。 

○社会保障制度改革について

（竹中議員） それでは、今日の２番目のテーマに移らせていただきます。社会保障

制度改革についてでございます。以前に一度坂口臨時議員からも御報告をいただ

いておりますけれども、その後の状況等を踏まえまして、坂口大臣の方からひと

つお願いを申し上げます。 

（坂口臨時議員） 坂口でございます。今日は、社会保障全体につきましての御意見

を、ということでございますので、今まで医療制度だけに限定をいたしておりま

したけれども、今日は、もう少し社会保障全体の立場からお話を少し申し上げた

いと存じます。 

皆様方のお手元に「持続可能な社会保障制度の構築に向けて」という資料がご

ざいますので、これをちょっとご覧いただきながら御説明を申し上げたいと存じ

ます。 

まず、この資料の１ページ目をご覧いただきたいと思いますが、社会保障制度

は、様々な経済社会構造の変化に直面する中で、国民の「安心」と「安定」を支

えるセーフティーネットであるというふうに思っておりますが、その中で、一番

大事なものを色刷りのところに掲げております。 

１番目に「健康寿命を延ばし、元気で高齢期を過ごせる社会」。 

２番目に「安心して子どもを産み育てることができる社会」。 

３番目に「年齢・性別・障害の有無にかかわらず、能力を十分に発揮できる社

会」。 

４番目に「利用者の視点に立った効率的で質の高いサービス」。 

５番目に「個人の生き方の選択によって不合理な取扱いが生じない制度に」。 

こうしたものを中心にして、我々は社会保障制度の問題を考えていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

２ページ目でございますが、制度改革に向けました方策としましては、４点申

し上げたいと思います。 


１つ目は、支え手を増やすこと。 


２つ目は、高齢者も能力に応じた負担を分かち合うこと。 


３つ目は、給付の見直しと効率化を図ること。 
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４つ目は、社会保障費用について、利用者負担、保険者負担、公費負担の適切

な組合せを図ることといたしております。 

３ページでございますが、少し字が細こうございますけれども、社会保障改革

の今後のスケジュールでございます。社会保障改革大綱でありますとか、「骨太

方針」で示していただきました方向も踏まえまして、今後とも社会保障制度の改

革に積極的に取り組んでいく所存でございます。 

その次に、４ページでございます。これは医療制度改革でございます。医療制

度改革試案につきましては、本会議におきまして、先日御説明を申し上げたとこ

ろでございますが、保健医療システム、それから診療報酬体系、医療保険制度と

いった医療制度を構築します全てのシステムを大きく転換していくことを提案い

たしております。詳細は省略をさせていただきたいと思います。 

５ページでございますが、検討状況でございますけれども、厚生労働省試案を

踏まえまして、政府・与党社会保障改革協議会の下に置かれましたワーキングチ

ームにおいて、現在議論を進めていただいているところでございます。 

今月の16日には、ワーキングチームから中間報告が行われましたけれども、こ

の中間報告は、これまでの７回にわたります議論を踏まえまして、改革の基本方

針でありますとか、具体的な内容につきまして、中間的な整理をしていただいた

ものでございます。 

協議会では、引き続きワーキングチームにおきまして、現在、患者負担、高齢

者医療、老人医療費の独立管理、あるいは診療報酬などの医療保険改革に関しま

す基本的な事項の方向付けに関しまして、今月末を目途に意見集約を図っていた

だいているところでございます。 

厚生労働省といたしましては、協議会のとりまとめを受けまして、14年度から

の改革の実現を図りたいと考えております。 

７ページでございますが、これは「骨太方針」での医療サービス効率化プログ

ラムの指摘事項について、厚生労働省試案におきましても、医療の質の向上と効

率化を図る観点から、実施時期を明示して、具体的な施策を提示したところでご

ざいます。 

試案公表後、レセプト電算処理を制限しておりました省令の廃止を行いますと

ともに、施策を着実に実施に移しているところでございます。 

８ページでございますが、これは公的年金制度でございます。公的年金制度は、

世代間扶養と社会保険方式等を組み合わせておりまして、経済社会の姿を予測困

難な遠い将来の老後生活の基本部分を確実に保障することが可能になるようにし

なければなりません。ほとんどの先進諸国も同様に作業している合理的な仕組み

であり、国民の安心にとって不可欠なものであると考えております。 

このような機能を、公的年金制度が果たし続けられるようにしますためには、

平成16年までに行うこととなっております次期財政再計算におきまして、１つは

公的年金の考え方でありますとか、あるいは大切さにつきまして徹底的に広報、

普及を行いまして、特に若い世代の年金不安の解消に努力することが必要である
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というふうに思っております。 

もう１つは、長期的に安定をして、信頼される制度の確立に向けました検討を

行うことであるというふうに思っているところでございます。 

次は、９ページでございますが、年金制度を長期的に安定した信頼される制度

とするための課題を主に述べますと、第１点目は、少子高齢化の進展に対応しま

して、女性や高齢者など支え手を増やすという観点に立った検討を進めることで

あるというふうに思います。２点目は、年金保険料の引上げの凍結解除でござい

ます。３点目は、基礎年金の国庫負担割合の２分の１への引上げなど、これは「骨

太方針」に掲げられました事項を中心に検討を進めていく考えでございます。こ

の場合には、２分の１に引き上げの財源をどうするかという大きな問題も決定を

していただかなければならない問題でございます。 

次は、10ページでございますが、これは少子化対策でございます。我が国の将

来の子どもたちの幸せを第一に考えながら、子育て家庭を社会全体で支援する観

点から、新エンゼルプランなど総合的な施策の推進に現在取り組んでいるところ

でございます。 

今後の課題といたしましては、子育てそのものの負担感の軽減と、仕事と子育

ての両立の負担感の軽減が重要でございます。 

このために、11ページにお示しをしておりますように、まず、子育て不安の解

消を図りますために、地域の子育て支援の充実を進めますとともに、総合的な児

童虐待防止対策を推進していく必要があると思います。 

第２には、保育所の待機児童ゼロ作戦。これは、総理が主張されているところ

でございますが、その推進でございますとか、あるいは放課後児童の受入体制の

整備を進めることでございます。 

第３に、先日成立をいたしました育児・介護休業法の改正等によりまして、仕

事と家庭の両立支援の充実をしていくことでございます。 

次は、12ページでございますが、介護保険制度でございます。施行後から１年

半が経過をしたわけでございますが、関係者の御努力によりまして、全体といた

しましては、概ね順調に実施されているというふうに思っております。 

施行後、サービスの利用量が増えているといった効果も表われてきております。

ここにご覧をいただきますとおり、訪問介護におきましても、平成13年の５月に

は、平成11年に比べまして82％の増でございますし、通所介護におきましても54％

増えているところでございます。 

13ページの介護保険制度の課題といたしましては、現場からの御意見を踏まえ

まして、より良い制度に育てていくことによりまして、一層の定着を図ることが

大事であるというふうに思っております。このため、随時、運用面におきまして

も改善を加えていく必要があるというふうに考えております。 

また、介護保険事業計画は、３年ごとに見直すことになっておりまして、平成

15年度からの第２期の計画期間に向けました準備を現在進めているところでござ

います。 
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14ページでございますが、これは、社会保障個人会計。この会議におきまして

も御指摘をいただいているところでございまして、「骨太方針」で示されました

社会保障個人会計につきましては、現在、アメリカなど諸外国におきます個人会

計類似の制度や、社会保障番号制度等の調査を現在進めているところでございま

す。先般、派遣いたしました者は、もう既に帰っておりまして、とりまとめに入

っているところでございますが、また、社会保障事務所などでの年金相談におき

まして、50歳以上の方を対象に個人の加入記録に基づく年金見込額を提示するこ

となどの検討も進めております。 

後の15ページに、社会保障と労働保険の徴収事務の一元化でございますが、

このための体制のあり方の具体的検討、あるいはインターネットにおきます一元

的な受付の促進等を、現在検討しているところでございますが、粗々のところが

まとまってまいりまして、そして一元化に向けました手順というものを今検討し

ているところでございます。 

以上、大変取り急いで申し訳ございませんが、社会保障制度の構築に向けまし

ての御説明を申し上げたところでございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。奥田議員と本間議員からコメントの

ペーパーを出していただいておりますので、奥田議員からよろしいでしょうか。 

（奥田議員） お手元に「医療制度の抜本改革に向けて」というのと、それから「持

続可能な社会保障制度の確立に向けて」と２つ民間議員から出ております。 

医療制度の改革につきましては、政府・与党社会保障改革協議会など、各方面

で精力的に議論されております。 

しかしながら、現時点において明確な方向性が示されているとは決して言いに

くく、来年度の抜本改革の実現に大きな危機感を持っているという次第でござい

ます。 

こうしたことから、本日は、民間議員側からは緊急提言として医療の問題に絞

って、あるべき抜本改革の方向性を明確にしていきたいと、このように考えてお

ります。 

今回の医療制度の改革は、単に予算上の辻褄が合えば良いということではなく、

小泉内閣の重要な構造改革の一角を成す抜本的な改革として、どうしても実現さ

れなければならないと思います。そのためには、国民に良質で効率的な医療サー

ビスを将来にわたって持続して提供できる医療制度を構築する、ということが

も重要であると考えます。 

このように、国民が良質で効率的な医療サービスの享受を実感できるようにす

る一方で、制度を維持するためには、三方一両損として一定の負担増を求めると

いうことは避けて通ることはできないと考えております。 

今回の改革において、国民に患者自己負担増などの痛みを求めざるを得ない以

上、まず徹底した医療費の効率化と、管理の仕組みの導入が不可欠であると思い

ます。 

そのために、次の４点を着実に行う必要があると思います。 
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第１点として、限られた財源の中で、持続的に医療費を支えることができるよ

うに、実効性のある医療費全体の総額管理制度を導入すること。 

第２点として、経済・財政が大変厳しい状況にあるということを踏まえまして、

診療報酬を相当程度マイナス改定するということ。 

第３点として、医療サービス効率化プログラムが３年以内に完了するように、

量的達成目標、手順などの工程表を策定すること。 

第４点として、保険者によるレセプトの一次審査、医療機関との契約など、保

険者機能を強化する制度改革を行うこと。 

以上、４点が、着実に行うために必要な手段であると、このように考えており

ます。 

さらに、こういう改革が良質な医療の効率的かつ持続的な提供に結び付いてい

るか否かを、経済財政諮問会議としてもフォローアップをしていくことが重要で

あると思います。 

現在、経済・財政は大変厳しい状況にありまして、医療保険財政も同様に厳し

い状況にあります。こうした中で、平成14年度の抜本改革を先送りすれば、国民

皆保険そのものが揺らぎかねないという状況であります。総理のリーダーシップ

の下で、この改革を断行するということが是非必要であると考えます。 

後になりますが、平成14年度抜本改革と同じタイミングという訳にはまいり

ませんが、高齢者医療制度については、殆どの関係者から抜本改革の要望が出さ

れております。これは、更に検討を進めて、真の改革に向けた実施スケジュール

を明確にする必要があると思います。 

私からは、以上でございまして、引き続いて本間議員から補足をお願いします。 

（本間議員） ただ今、奥田議員の方から、14年度の予算の編成に向けて、医療制度

をどのように改革すべきか、ということを包括的に御提案をさせていただいた訳

でありますけれども、内容につきましては、もうそれに尽きておりますし、この

ペーパーにまとめておりますので、その点につきましては、これ以上触れること

にはいたしません。 

ただ、申し上げたいことは、この医療制度というのは、過去何回も抜本的な改

革をすると言いながら、常に先送りをされ、そして毎年予算編成の 終段階で、

言わば手を握るような形で、テーブルの下で決着を付けるというようなことが繰

り返されております。 

小泉総理が、この問題についてはっきりとしたメッセージを出されておられま

すし、経済財政諮問会議としても、初年度で、平成14年度の予算の基本方針を今

月末までにまとめるということでございますから、この点についての確たる方針

が決まらずに、先送りがされるということは決してあってはならないことだろう

と思います。 

その点で、是非、29日に向けて、精力的に我々がここで提言をさせていただい

た方向に則って、その結論を得ていただきたいと思いますし、そのことなしには、

国民の負担ということが、第１番目に出ておる訳でありまして、手続の透明性、
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説明責任も含めて十分に御配慮をいただきたいという具合に思います。 


以上です。 


（竹中議員） ありがとうございます。医療制度改革について、今、政府与党ワーキ

ングチームがちょうど同じ時間に詰めをやっているというふうに聞いております。

坂口大臣からは、社会保障制度全般について、それと民間議員から医療制度とい

うことで、これはともに予算編成の基本方針と、ビジョンの中にどのように書き

込むかという点であります。 

問題の大きさに関して時間が非常に限られているんですけれども、特に強調し

たい点、留意すべき点、ポイント等の御指摘をいただきたいと思います。 

（塩川議員） 医療制度に関して、ですか。 

（竹中議員） 両方どうぞ。 

（竹中議員） では、平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 今、各議員から御説明をいただきました医療制度改革ついては、言う

までもないでしょうけれども、これを先送りするような事態になれば、国民は現

在以上に社会保障制度に対する不信感を募らせる恐れがありますので、これはき

ちっとやるべきである。 

今回の改革によって、医療サービスの質の向上、効率化の点で具体的に何がど

う良くなるのかについて、やはり国民にきちんと明示をして、医療システム全体

の信頼性を高めていくことが、私は重要なポイントだと思います。 

財政面の議論についても、こうした取組による効率化が実現して、初めて、医

療保険制度の持続可能性が確保されると、このように思っております。 

政府・与党社会保障協議会でも、平成14年度に実現できる事項のみならず、平

成15年度以降でないと実現できない事項も指摘されているところでございますの

で、ここもしっかり留意しなければいけないと思います。 

平成14年度予算編成の関係で、今決めるべきことは、断固とした態度で望むの

は当然のことでありますけれども、拠出金の取扱いなど、直ぐに実現できない事

項であっても、問題の先送りとの批判を浴びることがあってはならないと思いま

す。これも留意点だと思います。それから今、民間議員の方からも御指摘があり

ましたけれども、今後３年間を改革実施集中期間と定めまして、具体的な目標、

時期、手順など改革のプロセスを明確化すべきだと思っておりまして、こういっ

た点が重要だと思っております。 

（竹中議員） いかがでしょうか。塩川大臣。 

（塩川議員） 坂口大臣のところで、ちょっとお伺いしたいのですが、この資料をい

ただきました。これの「社会保障制度改革のスケジュール」というので、３ペー

ジです。医療の改革が出ています。平成14年度社会保障改革大綱の中で、「14年

度には、高齢者医療制度の見直しをはじめとする医療改革の実現を図るものとす

る」という、このことは、要するに12月に方針を出していただくということでご

ざいますが、それは医療制度改革についての案は、厚生労働省は是非出していた

だけるんでしょうな。 
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（小泉議長入室） 

（坂口臨時議員） この案としては、第一次の案は既に出しているところでございま

すし、これを中心にしまして、各方面で御議論をいただいているところでござい

ますから、そうした御意見もお聞きをしなければならないというふうに思います

けれども、そして出したいと思っております。 

（塩川議員） 私は、大臣にもこの前申し上げてあって、平成14年度は抜本改正にな

るんだろうかどうかということを、疑問を持っておるんです。そうであるとする

ならば、平成14年度は要するに当面必要な改革ということにして、抜本改革を平

成15年度以降にやってもらうというようなことが考えられないだろうかと。 

と言いますのは、私は、現在の制度の下において、平成14年度は抜本改正はで

きていかないと思うんです。それは、なぜかと言ったら、我々が持っていますの

は、例えば、保険制度です。現行の保険制度で良いのか、今後も保険制度を採っ

ていくのか、あるいは高額負担というものを実際にどのように考えていくのかと。

あるいは、医療機関の配置です。大病院と、それから地域医療、医者です。それ

との関係をどうするのかということです。 

つまり、医療体制の社会的配分の安全保障体制と言いましょうか、それが大分

崩れてきておると思うんです。 

それと同時に薬価というものをどう考えていくかということなんか、そういう

大きい問題が残ってきていると思うんですが、そうしますと、この平成14年度、

私のところもイライラして待っているんですが、11月中に抜本改正で出るだろう

かどうかと、出ても抜本改正ではなくて、当面の平成14年度改正ということにな

るんではなかろうかという心配を持っておるんです。 

私は、厚生労働省と意見を摺り合わせなければならぬので、それはそれで良い

んです。私は、駄目だなんて言っているんではないんですから。しかし、厚生労

働省の方針が、平成14年度はこれで行くということをきちっと出しておいていた

だくということ。これは、11月中に出していただけるんですね。どうでしょう。 

（坂口臨時議員） それは、まとめなければならないというふうに思っています。 

（塩川議員） そうでないと予算が組めなくなっちゃうんです。一番大きい予算がこ

れなんですから。 

（坂口臨時議員） 今、御指摘がございましたように、医療制度全体で見ますと、平

成14年度からどうしてもやらなければならないものがあるというふうに思います。

それは、法律を通さなければならないわけですから、平成14年度の半ばからスタ

ートというものも中にはあるだろうというふうに思いますけれども、平成14年度

からスタートしなければならないものがございますし、今、御指摘のように、１

年間では、なかなか決着のつかない、再来年からスタートというものも中にはあ

るだろうと。 

しかし、それにいたしましても、それらは２年先あるいは３年先に先ほどから

お話がございますように、どういうふうにしていくかという全体としてのプログ

ラム、それはきちんとしておかないと具合が悪いだろう。 

11




平成 13 年第 28 回 議事録 

例えば、医療保険制度につきましては、私はできれば一元化の方向、統合化の

方向にもっていかざるを得ないというふうに思っておりますけれども、それらの

問題は、これは今日言って明日その案を出せるわけではございませんから、半年

なり１年なり、是非これは期間をかけて、そして御議論をいただいて結論を得て、

再来年からとか、その先からとかというふうに順次やっていかなければならない

だろうと思うんです。 

そうした問題は、問題として今後のプログラムを明確にするということが一番

大事。方向性とプログラムを明確にするというのが大事です。 

それで、来年から実施すべきものは、これだけは来年からやらせてもらう。 

（塩川議員） それを11月末に出していただく。 

（坂口臨時議員） 先ほどからのお話でございますと、11月末に出さないといけない

でしょうね。だから、そこの割振りをどうするかということになると思います。 

（竹中議員） 民間議員の方々の意見は、できるだけ抜本的なことをやれということ

で、しかし、両大臣がお話ししておられるのは、現実的に考えると、できること

と、できないことがあって、当面11月までにはかなりいろいろなことをやって、

後は方向性だ、ということなんですが、民間議員の方のコメントはいかがでしょ

うか。 

（奥田議員） 坂口臨時議員提出資料の６ページの政府・与党社会保障改革協議会・

ワーキングチームの16日金曜日の中間報告を見せていただきましたが、これはま

さに両論併記でこういうことを言った、というそれだけの話で何の結論も出てい

ないと。 

これを、11月末の合同会議の 終取りまとめ案のところで、やはり出していた

だくということになると思いますが、そのときまでに、私としては両論併記で書

いてある点について結論は出すべきだろうと考えております。 

（塩川議員） 両論併記ですか。 

（奥田議員） 両論併記とされると困るわけですけれども、どちらか右か左にしなけ

ればいけないだろうということです。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今、坂口大臣と塩川大臣の話を聞いていて、少なくとも、11月末には

両論併記ではなくて、平成14年度の予算に必要なことは全部決めるという点では

一致しているが、その後について、大事なことは全部、塩川大臣は物理的に平成

14年度中にみんな決めてもらうとおっしゃったと私は理解するし、坂口大臣の方

は、プログラムを決めて平成15年の３月までに決めるということでしょうか。 

（坂口臨時議員） それは、実現ですよ。 

（塩川議員） だから、それはスケジュールを出してもらったらいい訳ですね。 

（牛尾議員） しかし、我々の改革としては中枢な問題だから、やはり平成14年度中

に方針は決めるべきですね。 

（塩川議員） そうそう。これだけの問題点で、この問題点を何時までに解決すると

いう、それを出してもらわないと。 
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（牛尾議員） それを是非議事録に、発言として残してもらった方が良いかもしれま

せんね。 

（塩川議員） この保険制度、このままずっと延長で手直しだけやっていくというの

は、もうもたない。 

（竹中議員） 平成14年度中に方針だけは是非決めると、その点はそういうプログラ

ム化ということは、坂口大臣も言っておられるんだと思います。 

現実には、ワーキンググループでの隔りが非常に大きいというふうに聞いてお

りまして、しかし、そこは両論併記ではなくて、そのためには相当の思い切った

何か仕組みが必要なのかもしれません。そのようにお伺いしております。 

ほかに、この点について、社会保障全体でも結構です。 

（本間議員） では、簡単に。先ほど触れませんでしたけれども、この我々の民間議

員ペーパーは、少なくとも平成14年度では、今、塩川大臣がおっしゃった方向性

はきちんと出してくれということをはっきり書いております。 

そして、効率化プログラムについては、できることはきちんと工程表を前倒し

し、あるいは、より具体的な形で進めて欲しい。それをやらなくして患者自己負

担の部分のところのみが突出するというようなことは、国民は理解できないだろ

う。 

サービス向上を前提にした上で、診療報酬の引下げの問題及び総額の管理の問

題については、少なくともきちんと方向性というものを見据え、中身については

中医協等の問題がございますから、12月中旬までであるとはいえ、少し時間的な

余裕が設けられると思いますが、フレームだけはきちんと11月末に固めませんと、

平成14年度予算編成の基本方針、中期経済財政計画それ自身が宙に浮くというこ

とになるんだろうと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

（竹中議員） 坂口大臣。 

（坂口臨時議員） 診療報酬の問題につきましても、平成14年度に当面実施をできる

ものと、それから診療報酬の基本的なものの考え方というのをもう少し変えてい

かないと私はいけないと思っています。 

現在の制度の中で、中医協でどれほど議論をしましても、ここではなかなか変

わりません。ですから、その根っこのところから診療報酬のあり方というものを

もう一度やらないといけないという問題がございますので、診療報酬につきまし

ても、来年度に実施をするものと、もう少し基本的な問題をやり直すということ

を、これも１年ぐらいの期間をかけて、それをやり直すといったようなことの両

方、私は必要になってくると思っています。 

ですから、一番大きな問題は、保険制度をどうするかという問題と、それから

診療報酬の基本的な考え方をどうするかと、この２つが私は一番大きいのではな

いかと思っている次第でございます。 

（塩川議員） それは、スケジュールを決めてやっていただけるんですね。 

（坂口臨時議員） スケジュールを決めてやっていきます。 

（塩川議員）  そうすると、平成14年度対策というのは、抜本対策とはいうけれども、

 13




平成 13 年第 28 回 議事録 

現在の制度の中で財政と厚生との兼合いの中での問題としての抜本問題ですね。 

（坂口臨時議員） そういうことになります。 

（塩川議員） 抜本と言うか、基本問題ですね。そういうふうに私も心得ておるんで

すけれども、それでひとつ11月に。 

（本間議員） 平成14年度以降検討するテーマについても方向性だけはきちんと明示

しながらパッケージ化をし、国民に理解を求めていくという努力はしなければな

らないと思います。 

（塩川議員） そうそう。これはどうせ負担が上がるんです。そのときに、国民に向

かって、こうだから辛抱してほしい、これをこう直すから、ということの説明が

つかなくなってしまう。そこなんでしょうね。 

（竹中議員） 取りまとめる前に片山大臣。 

（片山議員） 前から同じことを言っておりますけれども、念のために。今日は議事

録にもちゃんと残るので。１つはやはり、坂口大臣が言われました各制度の統合

一元化の方向は、私は望ましいと思うので、道筋を付けるようにお願いしたい。

毎回同じことを言っています。 

それから、私どもの方に関係がある国保については、当面は抜本的な大改革に

ならないならば、財政基盤を現状よりは強化していただく。特に、高額医療費の、

あれは任意でやっておりますが、再保険的なものを制度的にきっちり整えていた

だく必要が、当面大きな課題としてあると思いますので、これも今までも申し上

げましたが、よろしくお願いしたい。 

（坂口臨時議員） 分かりました。医療保険制度につきましては、一度に一元化とい

うようなことは、なかなかできませんし、あるいは将来もなかなか難しい面もあ

るのかもしれません。 

しかし、国保、いわゆる地域保険は、地域保険として少なくとも統合化を進め

ていかないといけないだろうと思いますし、職域保険につきましても、子会社で

ありますとか、孫会社でありますとか、そうしたところを１つにできるとか、あ

るいは県を跨いでも１つの保険にできるとか、そうしたことをやりながら統合化

を目指していかなければいけない、道筋を付けていかなければならないと思って

います。 

もう１つ、片山大臣から前回も御指摘を受けましたけれども、いわゆる予防的

な措置、考え方というものも一方におきまして、とりまとめを現在いたしている

ところでございます。 

（竹中議員） 当面やらなければいけないことはありますが、道筋を示していただく

というのがキーワードだと思いますが、ひとつ民間議員の方から、効率化プログ

ラムで３年以内の工程表を作れないだろうか、という提案が今日あったと思うん

ですが、これは道筋の１つだと思うんですが、如何ですか。 

（坂口臨時議員） そうですね。 

（竹中議員） それは、そういう方向ということで宜しゅうございますでしょうか。 

（坂口臨時議員） はい。 
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（竹中議員） ありがとうございます。問題が大きいので、ちょっと積み残した問題

もあるのかもしれませんが、２つ目のテーマはこれで打ち切らせていただきまし

て、次の大きなテーマであります予算編成の基本方針及び中期経済財政計画につ

いての議論に移りたいと思います。 

○「予算編成の基本方針」及び「中期経済財政計画（仮称）」について

（竹中議員） 資料が幾つか出ておりますが、まず私の方から予算編成の基本方針及

び中期経済財政計画、これは計画と呼ぶか、ビジョンと呼ぶかというのも後の議

論の対象でありますけれども、これに関して簡単に報告させていただきます。 

まず、予算編成の基本方針を見ていただきたいんでありますけれども、これは

前回11月２日にお示ししました盛り込まれる事項案の各項目について、考えられ

る論点を簡潔にまとめております。その四角で囲んだ中の部分をご覧いただきた

いと思います。 

初に平成14年度の経済の姿をどのように描くかということであります。論点

です。 

次に、巨額の公債残高を抱えて、歳出構造が硬直化する一方で税収も厳しいと

いう日本の財政事情について、これもしっかりと議論しなければいけない。 

次に、日本経済の再生については、改革断行予算と特殊法人改革、規制改革等

が一体となった構造改革の推進と、それに伴う痛みを 小限に抑えるという点及

び中期経済計画との関係、姿ということになります。 

次に、平成14年度予算の基本的な考え方でありますけれども、特に国債発行額

を30兆円以下に抑えるという目標等について位置付けをはっきりさせるというこ

と。 

次に、個別の歳出についてでありますけれども、 初に重点的に配分すること

とされている、いわゆる７分野、次に社会資本整備、公共事業投資の規模、配分

のメリハリ、道路特定財源の見直し等々が当然テーマになります。 

続いて、社会保障制度につきましては、今、御議論をいただきましたが、医療

サービスの効率化、伸び率管理制度などの医療制度改革。平成14年度診療報酬改

定、年金の物価スライドについてどのように考えるかというような点でございま

す。 

後に、地方財政に関してですけれども、地方財政計画の歳出規模の見直し、

事業費補正等の見直し、統合補助金の拡充といったようなものが重要なテーマと

なると思います。 

こういった点について、どうぞポイントを後で議論していただきたいと思いま

す。 

次に、これと一体化して議論していただくために、中期経済財政計画。仮称で

ありますけれども。

 主なポイントは以下のとおりでございます。この中期経済財政計画を策定する

意義というか、目的であります。 
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次は、計画に盛り込まれた政策の拘束性、それと数値等の性格。さらには、さ

っきから、一応仮の名前で計画と呼んでおりますけれども、この名称。すでに一

部反対賛成の議論がございました。 

次が、私は５年が目安というふうに考えるのですけれども、プライマリーバラ

ンスの達成などの目標などに関して、どのくらいの長期の検討を行うか、つまり

計画の検討の期間をどうするかという問題であります。 

次は、構造改革の先にある活力ある経済社会をどのように描いて示すか、とい

うことだと思います。 

次は、構造改革による経済再生効果を、どの程度と見るかという問題だと思い

ます。ちなみに、後ほど奥田議員から御報告があると思いますけれども、この再

生シナリオの検討プロジェクトチームというのがありまして、この議論を参考に

試算したところによりますと、構造改革を行えば、集中調整期間後には、実質で

1.5％程度、名目では2.5％程度の民需主導の持続的な経済成長を達成することが

可能と見られています。 

これは、前のときに試算の結果を私の方から御説明させていただいたものと大

体一致しております。 

次に、持続可能な財政の確立に向けて、財政収支の改善目標をどのように示す

か。国と地方のプライマリーバランスの赤字の削減見込みや、黒字化の時期、歳

出削減のあり方、望ましい政府の大きさ、といったような問題をどのようにピッ

クアップして示すかということ。 

次には、各分野の構造改革について、中期の目標、方向性をどのように示すか

ということ。 

次には、厳しい経済状況の下での柔軟かつ大胆な政策運営など短期的な経済運

営との整合性についてどのように考えるか。 

以上のような点であろうかと思います。今、議論すべき点を私の方からポイン

トを挙げさせていただきましたけれども、議論に入ります前に、先ほど申し上げ

ました再生シナリオの検討プロジェクトチームが報告を取りまとめつつあります

ので、奥田議員からその説明をちょっとしておいていただきたいと思います。 

（奥田議員） 私が出しました資料はＡ３の大きな一枚紙と、それからＡ４のものと

がございますが、Ａ３の一枚紙の方を見ていただいた方が良いと思います。 

この報告では、2010年ごろの日本を「知」と「人」それから「美」の国と表現

しております。一人ひとりが「とき」と、「ところ」を得て、能力と個性を発揮

して、知識や知恵を生み出すと。また、人を含む環境を大切にして、美しい国を

目指します。 

その際、発展の原動力は国民一人一人の創造する力と進化する力ということで

あります。そこでは、絶え間なく、革新的な技術や工夫が生み出されまして、様々

な環境変化に機敏かつ柔軟に対応する効率的な経済活動が展開されます。 

  また、何度でも挑戦でき、市場のルールと社会性が実現されまして、更には「称

える」ことのできる社会が必要であります。 
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政府の役割というのは、ここでは簡素かつ効率的でなくてはならないというこ

とであります。 

具体的に申し上げますと、世界の中で競争力を維持向上することが重要であり

ます。これには、先端技術を産業に結び付ける仕組みと動機付けと、こういうも

のを強化するとともに、高齢社会や循環型経済社会、これは既に説明がございま

したが、これに対応した消費者の、いわゆるウォンツを実現するということであ

ります。 

また、誰もがその能力を十分に発揮できる生涯現役社会、こういうものを実現

するということです。 

プロジェクトチームでは、内閣府の、先ほど竹中大臣からお話がございました

経済財政モデルを使った試算や、あるいは有識者への30回程度のヒアリング調査

などを活用して、今後10年間の経済動向を予測いたします。今後２年程度の集中

調整期間は低い成長となりますが、その後は、構造改革の効果が徐々に表われる

ということから、実質１1/2％。あるいは、名目では２1/2％。この程度の民需主

導の着実な成長が確定できるだろうと考えております。 

経済が悪化して、激動の渦の中に直面している今こそ、目線を上に上げまして、

ここにお示ししたような構造改革の先にある日本の姿、こういうものを実現する

べく努力をすることが必要であると。こういうことが私どものチームの結論でご

ざいましたので、御報告いたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。議論するテーマは、これまた多いんであり

ますけれども、特に留意すべき点、強調したい点について、どうぞ御自由に御発

言をいただきたいと思います。 

（塩川議員） まず、１つ私からお願いしたいんですが、１か月ほど前でしたかお願

いしましたように、中期経済財政計画というのを「計画」にされてしまうと縛り

がかかってくるんです。今、私の方で公共事業の長期計画を止めろと言っている

のに、それでビジョンとかにしろと言っているのに、こっちは「計画」で縛って

しまうとどうもまずいので、これはこの前もお願いしていたように、「展望」か

何かの、そういうスタイルにしておいて欲しいと思うんですが。「展望」とか「見

通し」とか、そんなのでどうだろうと思うんですが、如何ですか、そうしておい

てくださいよ。でないと、長期計画を16も持って来るんですね。ビジョンにしろ

とか言ってやっておるんです。 

（竹中議員） 民間議員の方、今の点は如何ですか。 

（本間議員） 強度の縛りという点で、この計画をどう読むかというのは勿論ござい

ます。今、大臣から御指摘のとおり、非常に多くの計画がありますので、御懸念

の部分のところがない訳ではないと思います。 

ただ、余りルーズな形でこれを設定しますと、経済と財政の連関という観点で、

全く独立のような形で運用され始めますと、新しいシステムがうまく機能しない

部分もありますので、その点御留意いただきながら、ネーミングについてはまた

代案等を出していただければというふうに思います。 

17




平成 13 年第 28 回 議事録 

（塩川議員） 構造改革、規制緩和が進んでいきますと経済の姿が変わってきますよ。

今、非常に経済が悪いと言っていましても、やはり芽が出てくる息吹は感じられ

ますから、そういう点から言っても。 

（本間議員） １か２分の１程度の成長という形で。 

（塩川議員） だから、幅のあるものにしておいてもらわないと、後に大臣になる人

たちが、こんな縛りを残していきよってということになったらいけませんので、

そういうことを申し上げます。 

（竹中議員） 吉川議員、牛尾議員の順番でどうぞ。 

（吉川議員） 私は、名前はどちらでも結構だと思います。塩川大臣がおっしゃって

いるような問題があれば、「計画」はやめて「見通し」でも良いんではないかと

思います。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 論理的には、色んな言い方がありますが、昨今の行政との折衝の経験

から言いますと、５か年計画とか、中期計画は、コミットメントみたいな印象が

ありますので、これから先のものに関しては、やはり「計画」という言葉は避け

た方が良いと私は思います。塩川大臣と同じ意見です。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） やはり、「計画」というのは、拘束される。だから、どうもそれは財

政も経済も今まで「計画」でやってきて上手く行かないので、名前を変えてきた

経緯もありますから、「計画」より弱くなければいけない。しかし、「見通し」

では単なる見通しですから弱すぎる。この真中ですね。名前をどう付けるのか。 

（竹中議員） 皆さんがお考えになっていることは、そんなに違わないと思いますの

で、念のために留意すべき事項というところの２ページ、（２）の計画の性格を

どのようなものにするかということを参考までにちょっと見ておいていただきた

いと思います。 

市場経済の下では、計画に盛り込まれた政策は政府としての実行すべきもの。

民間部門に関する数値等は、政策を前提とした将来展望。こうした性格を踏まえ、

名称、計画、ビジョン等を検討すると。政府がこれだけやるというコミットメン

トも大事ではないでしょうかというのが、多分、本間議員の御指摘であったと思

います。トータルとして、「計画」というのは少し強過ぎるので、「ビジョン」

や「展望」というようなところで調整したら如何でしょうか。 

（塩川議員） なぜ、私がそれをやかましく言うかというと、今度の展望のところで

一番大事なのは、プライマリーバランスを何時にするのかと、ここが財政の目標

になってくるんです。これは、金額ではなくて政治の目標ですから、これを抜い

た中期展望でも計画でも、何や骨が抜けとるやないか、ということになる。ここ

はぴしっとして、これは非常に難しい。けれども、蓋然的に何年ごろに、この状

態にとかいうことをある程度書いてもらわないと。でないと小泉は何のために構

造改革をやっているんだということになってくる。ここに合わせた構造改革を進

めていくんだと、そういう作文になってくるんだと思うので、その点も是非この
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際、入れておいて欲しいと思うんです。 

（竹中議員） これが、実はもう１つのすごく重要なテーマで、プライマリーバラン

スの議論をどの程度明示的にするかという議論なんです。 

前回、総理御自身は、逆に余り早くコミットし過ぎることによって。 

（塩川議員） そう、これは慎重にいかせてもらわないとね。 

（竹中議員） 慎重にしないといけないということなんですね。 

（塩川議員） これは、国会でやられちゃう。 

（竹中議員） 大変難しいところだと思います。責任を負いつつ。どうぞ吉川議員。 

（吉川議員） その点について、また一言ですが、日本の財政再建というのは重要な

目標ですが、マラソンレースだと思います。ですから、目標はしっかりと定めて

いただいた上で、やはりマラソンレースですから、100メートル走はできない。あ

るいはすべきではない。目標はきちっと立てた上でスピードについては慎重にお

考えいただけたらと思います。 

（本間議員） 展望の期間をどの範囲で設定するかということが、今の御指摘のよう

にプライマリーバランスをどれぐらいに位置付けるかということと関係している。

５年であれば恐らくアウト・オブ・スコープになるような話になってきますから、

10年ぐらいをスパンにしたときにどこら辺、という形で触れるかどうか、非常に

緩やかな形になるんだろうと思いますけれども。 

（塩川議員） だから、それを10年とモデルで単純に書かれたら、とてもしんどくな

ってきますので、そこを私は言っているわけなんです。 

（牛尾議員） だから、アメリカのレーガン大統領は、グラム・ラドマン法でプライ

マリー・バランスを均衡させる目標以上の、財政赤字を10年間でゼロにするとい

う目標を出して、２回延ばしました。それで、その間は色んなことがあるけれど

も、やはり人間というのは目に見える範囲内は10年ぐらいですから、10年超える

としないのと一緒です。 

（塩川議員） 牛尾さん。アメリカと日本とでは制度が違う、向こうは大統領です、

一挙にやる、こっちはそうはいかないです。 

（牛尾議員） だけど、こっちはもう４年間ぐらいであっという間に決めるわけです

からね。 

（塩川議員） そこが、難しいところなんです。特殊法人でも、これだけ苦労して。

大統領だったら一発でこういきます。それでいいんです。減税でも、何でもそう

です。 

（牛尾議員） 議会もそうですね。でも、その辺は10年ぐらいのところではないです

か。10年ぐらいのところで、やはり苦しくても。 

（塩川議員） それはそうなんです。それ以上のことを言ったら、そんな夢みたいな

話だということになってくるんです。現実性がないと。 

（牛尾議員） そうです。10年より遅いのは、如何なものかと私は言っているわけで

す。 

（竹中議員） アメリカの場合は、むしろ大統領は、予算案の議会提出権限が全く無
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くて、議会に帰属していますんで、グラム・ラドマン法は憲法違反になった訳で

す。それは、日本と両面あるんだと思います。 

（牛尾議員） 憲法違反であると言うということがリーダーシップなのですか。 

（竹中議員） だから、それは議会がやったわけです。 

（塩川議員） それと、この中期の展望をあれするときには、私の方の財政制度等審

議会に、あの先生方と１回ディスカッションして意見を交わしておいてくれませ

んか。私どもにも、ちょっとそういう話があるんです。今度の平成14年度予算編

成について、是非ひとつ言っておいてくれということがあるんです。それは、我々

苦労してまとめた財政制度建議、あれはせめて読むだけでも読んでおいてくれと。

（本間議員） 活力と財政のバランスをどう中期的に取っていくかというのは、大変

重要な問題だと思いますので、御指摘のとおり、やはりプライマリーバランスの

文言はきちんと書き込む必要があります。ただしその年度の問題ついては幅広く

解釈できるような形にしてはどうでしょうか。 

（竹中議員） すみません、私、運営を間違えてしまして、ここで塩川大臣から財政

審の建議書についてお話しをいただくことになっておりまして、何かもし今ござ

いました。 

（塩川議員） もうそこは読んでおいていただいて、今、話したらまた長くなってし

まうから。 

（竹中議員） それでは、読んでおくということで、皆さんよろしくお願いいたしま

す。 

（本間議員） 私は、構造改革部会の部会長をやっておりまして、これをまとめた一

人になるんです。したがいまして、これをきちん読んでいただきたいと思います。

如何に構造改革の問題と整合的に組み立てるかが重要です。また今後の議論とし

て、民間議員のペーパーとしてまた出せるような機会がありましたら、出させて

いただくということで宜しゅうございますでしょうか。 

（塩川議員） そうですね。特に、今井さんが言っていましたのは、財政支出のこと

が重点になるけれども、本当は、収入の方の問題、そこをきちっと押さえておか

なければいけないと。私は「入るをはかって出ずるを制す」と言ったんだが、そ

れはさっぱり議論していないではないかと言われておるんで、そこはひとつしっ

かりとしておいてくれませんか。 

（速水議員） ５年乃至それ以上ということでしたら、やはり経済財政モデルという

ことなんでしょうけれども、現状のゼロ金利制約とか、あるいは不良債権問題と

いったようなことをやはりスタートとして考えていただかないと、綺麗なモデル

を書いてもそういうところから出発していくんだということを、モデルを考える

にあたって現実的なものにならないと思いますので、よろしくお願いいたします。

（片山議員） これを議論していいですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（片山議員） この「『平成14年度予算編成の基本方針』の主な事項案」、私に関係

するところから言いますと、２枚目に「地方財政」があります。２つありますが、
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「地方財政計画の歳出規模の抑制」、予算編成方針にするのですか。他は「抑制」

なんてありませんよ。「メリハリ」や「見直し」があるが、一方的に国が地方財

政計画の歳出規模の抑制なんかできっこないので、国の歳出が抑制されれば連動

して抑制されるもので、これは「見直し」にしてください。 

その次の「事業費補正等の見直し」というのは、これは交付税の中の単なる配

分技術です。しかも、それは国の予算でやることではない。国の予算は交付税の

総額だけですから、あとは配分技術です。こんなものを、この中の大きな項目に

するのは、おおよそ軽重を誤っている議論だと思います。これはちょっと直して

いただかないと。「統合補助金の拡充」や補助金の合理化を入れていただいたの

は良いです。 

それから、５ページの各分野の構造改革、中期の目標、方向性、他のところに

ついても意見がありますが、関係するところで言いますと、一番下の地方の行財

政構造改革をどのように進めるか、市町村合併も構造改革です。ここも歳出の抑

制がある。そうではなくて、まず国の関与の縮減です。また、国庫補助金の整理

合理化や地方税の拡充です。それが構造改革なので、地方の自立性や自主性を強

化することなんです。まず国の関与の縮減。地方税中心の歳入構造に改める。国

庫支出金の合理化や縮減です。これは、私はおかしいと思います。 

また、その次のページも、役割分担に応じた地方財源の在り方について、これ

はこれでも宜しゅうございますが、交付税制度の改革というのは、まさに国税、

地方税と連動しているのです。だから、これをひとつの項目にするのはおかしい

ので、交付税のあり方については、地方財源全体の中に位置付けて議論しなけれ

ば駄目です。 

軽重を誤って、整理されなくて載っていますよ。相談が事前にあれば言うけれ

ども、それもない。 

（竹中議員） それは是非事務方で、こちらの責任でありますので、検討します。 

（片山議員） やはり地方自治の強化とか地方分権の推進という視野や観点がなけれ

ばいけませんよ。国の便宜で、国の一方的な都合で、地方は抑制すればいいとか、

これは整理すればいいとか、そういう思想では全体が良くなりませんよ。 

（小泉議長） 「地方にできることは地方に」ということで、地方交付税と一括補助

金と地方の税源、これを一緒に議論しないと駄目ですね。 

（片山議員）  だから、そこで書けばいいので、交付税だけ抜き出すのは別なのです。 

（竹中議員） 御指摘を踏まえ検討します。 

（本間議員） この問題については、我々はコミットしておりません。この項立ての

ところで、我々と事務方の間で議論があったところで、この点につきましては、

また御指摘も踏まえていきたい。 

（塩川議員） 先生は専門だから。 

（竹中議員） どうぞ、さっきプライマリーバランスの話が解決してないんですが、

後でまた、他の問題も今の片山大臣の御指摘のように、多々あろうかと思います

ので、どうぞ全部出しておいていただきたいと思います。 
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（奥田議員） 塩川大臣にお伺いしたいんですが、新聞に連結納税制度はやらないと

書いてあったんですが、あれは本当ですか。 

（塩川議員）  あれは、実は作業にかかったんですが、大変な作業になってしまって、

なかなか法律的にまとめるのに時間がかかるというんです。それで、作業をやれ

と言ってやらせておるんです。ですから、国会の冒頭には出せないと思うんです。

間に合わないと思うんです。したがって、平成14年度中には出せると思います。

だから、できるだけ急いで、４月、５月になっても良いから出せと言っておるん

です。そうすると、その税法が通るのは平成14年度中ですから、実施は平成15年

からということになってきますね。辛抱してください。なかなかあれはしんどい

んです。 

（奥田議員） 関連法案が多いんですか。 

（塩川議員） すごく多いんです。それと、附則がもの凄く重複しておりまして、そ

こに10数人かかっているんですが、フラフラになってしまって、どうにも仕事が

進まなくなってしまうんです。これは、私も何とかしたいと思ったんです。それ

と、うちも反対をしているけれども、是非やってもらわなければいけないのは、

付加税。ちょっと取りますよ。 

（竹中議員） 平沼大臣、どうぞ。 

（平沼議員） これは物理的に大変だというようなお話しありましたけれども、これ

は非常に重要な問題で、経済構造改革の総仕上げになる訳です。だから、国際的

な信用の問題ということになりまして、ですから大変難しいと、それは大臣がお

っしゃるとおりだと思いますけれども、やはり全力を挙げて４月からぴっちり実

施していただくように、更なる御努力をしてひとつ。 

（塩川議員） 遡ってやるという方法もあるかもわかりませんね。 

（平沼議員） それは、あると思うんです。 

（塩川議員） しかし、これは予算関連法案に入れてもらったら困るんです。私ども

も、今の進行状態から言って、整理がまだつかないんです。だから、もの凄く急

がせているんですけれども、ですからおっしゃるように４月１日の年度から通算

するとかいう方法はあるだろうと思いますけれども。 

（平沼議員） やはり非常に国際的にも、これができないとまた国際的な評価がです

ね。 

（牛尾議員） 回復には、海外からの投資と海外への日本への進出が、非常に重要な

要求になりますから、それが１年遅れるということは、大変に潜在的にはマイナ

スが大きい。もう１つは、外国の投資家に、「事務が間に合わないから遅れまし

た」なんて、恥かしくて言えるような話ではないです。 

（塩川議員） 作業が遅れているんです。 

（牛尾議員） だから、そんなもの恥かしくて言えませんよ。 

（塩川議員） 私の心配したのは、予算関連法案に組み込んで出さなければいけませ

んから、その中に入ったらちょっとしんどいなと思って、そう言っているんです。

私は推進しているんですよ、私はどんどんやれと前から言っているんです。 
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（牛尾議員） 大臣がおっしゃればできるので、やってください。 

（塩川議員） それから、奥田さんが気に入らぬのが、付加税をちょっとだけ。 

（奥田議員） 経済界でもよく相談したいと思います。 

（本間議員） 改革工程表の中では、この問題の扱いは、記憶が定かではないんです

けれども、平成14年度で導入するということに関して、かなりはっきりとした線

を打ち出したと私は記憶しています。事務方の体力がどうだとかということは、

やはり牛尾議員がおっしゃるとおり、私は余り表立って言える議論ではないんで

はないかと思います。ですから、作業がもし仮にそうであるとすると、少なくと

も平成14年度に適用するという形で、前倒しするような話にしないと、ちょっと

問題だと思います。 

（牛尾議員） 海外の投資を誘わなければ、日本の回復が遅れますから。 

（平沼議員） したがって、改革工程表にも書いていただいていることであり、国際

公約ということもありますので、とにかく頑張っていただいて、場合によっては

遡って適用ということも視野に入れて、是非そこは宜しくお願いしたいというこ

とでございます。 

（牛尾議員） 経済産業省から人を出しても良いのではないかというぐらいです。 

（平沼議員） 非常に特殊で。前の商法の改正のときにうちは出して、応援しました

よ。だけどここは財務大臣が言われるように非常に特殊なあれで、うちにはその

知識を持っているのはなかなかいないのですけれども、本当に急いでやっていた

だきたいなと思っています。 

（牛尾議員） お願いします。 

（竹中議員） あと留意すべき事項というのは、１つ１つ取ってみるとなかなか大変

な問題がたくさんありまして、残された時間でもしありましたら、どうぞ議論を

出しておいてください。 

（牛尾議員） 終的には、この中期の予算の件は、今日でおしまいですか。 

（竹中議員） これの 終版はともかく、枠組みは予算編成の基本方針と同じで、30

日に 終決定します。しかし、これは 終決定でありまして、実質的な議論がで

きるのはあと１回、27日だけだと思います。 

（牛尾議員） 今、本間議員がおっしゃったように、経済財政諮問会議も本格的にこ

の議論はまだしていません。だから、今日を含めてもう一度きちっとやって、問

題点を出して、きちんと作る必要があります。 

（本間議員） この中期経済財政計画、名前は勿論「展望」等でも結構なんですけれ

ども、歳入と歳出、国債発行の問題、この全体のバランスが、先ほど大臣がおっ

しゃったけれども、プライマリーバランスの問題に関連してくるわけです。バラ

ンス的にいくとこの歳入の問題についての議論というものが、非常に欠けている

部分がございまして、大枠の問題については、総理の御意向を踏まえながら、少

なくとも諮問会議で方向性、小泉構造改革における税制の位置付けというのは一

体何なんだということは、やはりやる必要があるのではないかという気がいたし

ます。 
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実務的な問題については、これはやはり政府税調等がございますし、党の部分

もあるかもわかりません。ただ、今の方向性等を考えますと、如何にも日本の税

制改革論議がスタイルの面でも、それから考え方、理論の面でもツー・オールド・

ファッションになっているという危惧を非常に感じておりまして、是非この辺の

ところ上手いチームワークを発揮できるような体制を大臣にお考えいただきまし

たら、ありがたいというふうに思います。 

（塩川議員） この前の政府税調の総会がございましたけれども、冒頭のペーパーの

他に私はそのことをちょっと言っておいたんです。構造改革を進める中で、税の

問題も構造改革が大きい柱だと、それが符合していないように思うんで、そうい

う構造改革に合わせた税制のあり方というものを考えてくれと言っておきました

ので。 

（竹中議員） 今のお話は、前回も少し議論が出たんですけれども、特に税制の構造

の方を、来年に入ったぐらいにここで骨太の議論をさせていただいて、詳細な制

度設計はまたその審議会の方で議論いただくと、そういう役割分担を明確にしな

がら、是非改革の中心として議論していくということだと思います。牛尾議員、

どうぞ。 

（牛尾議員） ４か月ぐらい前に、財政制度等審議会の今井会長と我々が打合せをし

たときに、やはり歳出と歳入にまたがった、今、本間議員がおっしゃった税制と

国債発行と財政構造改革を総合的に論議する場面がないから、是非、経済財政諮

問会議では、それをやって欲しいという申込みがありました。だから、今度の平

成14年度は、改革的には本当に初めての小泉政権の予算作りでありますので、少

なくとも税制、国債発行は30兆円、歳出をどう考えるかというものをまたがった、

そういう考え方をいっぺん議論して、できれば平成14年度の予算のこの項目のあ

るところに、ちょっと頭出しだけはしておいた方が良いと思います。そして、総

合的な税制改革の議論というものを、総理や財務大臣の御意向を一回聞いた上で、

基本的には部分ではなくて全体的な税制思想として簡素で広く考える必要がある

と思います。 

（塩川議員） 右肩の社会から平行になったんだから、ここで考え方を転換しなけれ

ば。 

（牛尾議員） そうです。根本的な思想をここで合意をした上で、技術的な問題は政

府税調や党税調にお願いする。２月ぐらいまでには、方向を出したいなというこ

とを御了解をもらっておけば、議論はしやすいと思います。 

（竹中議員） 片山大臣、どうぞ。 

（片山議員） 中期計画か展望か知りませんが、そこでプライマリーバランスの話を

持ち出すなら、国民負担率もやはり何らかの示唆が要るのではないでしょうか。

今の税制の特別措置をどうするかは勿論ですけれども、国民負担率はもう逃げて

はだめだと思います。 

（牛尾議員） この会議の２月ごろに、国民の行政負担率に関するレポートを確か出

しました。変遷があるから、もう一度、修正版も再提出したいと思います。 
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（塩川議員） 次の平成13年度補正予算の問題、宜しいですか。 

（竹中議員） では、この問題宜しいですか。プライマリーバランスの問題は、大変

重要でちょっと残された問題がありますけれども、以下進めていきたいと思いま

す。それでは、今、財務大臣からお話がありましたので、平成13年度補正予算に

ついてお願いします。 

○当面の政策運営について

（塩川議員） 平成13年度補正予算を総理から検討しろということでございましたの

で、私の方で検討いたしました。私の「塩川議員提出資料」これに基づいて話し

をさせてもらいたいと思っております。 

良い財源がございまして、原則はとにかく30兆円の枠は崩さぬと、これを原則

としました。 

もう１つ、財産云々とかそんなみっともないことをしなくても、古川に水絶え

ず、ちょっとひねりましたら財源がございましたので、それを使うようになりま

した。中身は、私から言うよりも、主計局長が言う方が信頼性があるだろうから、

ちょっとそっちから説明してもらいます。林さん、説明してください。 

（竹中議員） 財務大臣、その枠組みの話を、先に私の方からさせていただいて、そ

れで主計局長の方から。 

私の名前のペーパーがございます。「平成13年度第２次補正予算（緊急対応プ

ログラム）についての考え方」。考え方の整理であります。前置きは飛ばさせて

いただきまして、「目的」でありますけれども、経済活性化に向けて、構造改革

を更に加速させるとともに、我が国の景気がデフレスパイラルに陥るのを阻止す

ること。それが目的で、こういう議論をするということであります。 

基本的な中身の話でありますけれども、構造改革の加速に資する事業で、高い

経済活性化効果が期待できるものについて、歳出の追加を行う。 

補正予算の規模は、どの程度にするのが良いかということは、どうぞまた後で

御検討いただきたいと思います。 

今年度も、国債発行額の30兆円枠を堅持すべきではないかというふうに、当然

のことながら考えます。新たな国債発行を極力回避するために、新たな財源の確

保を検討するか、それがこれから後で林局長に御説明いただく点であります。 

施策の柱でありますけれども、構造改革に資する重点７分野への投資的支出の

追加を原則とする。その際には、活性化効果でありますとか、速やかな着手が可

能な事業、内容や手法が構造改革と整合的な事業、そういったものが中心になり

ます。 

この他、検討する項目があるかどうかということも、後で御議論をいただきた

いと思います。 

「その他」としましては、 後のページですが、政府及び日銀は、今回の措置

と規制改革・特殊法人改革の一層の加速、不良債権の着実な処理等の構造改革や

量的緩和等の金融政策の政策運営との整合性を図り、デフレスパイラル阻止に向
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けて、相乗効果が発揮されるように努めるということが必要だと思います。 

個々の検討項目に入ります前に、財源調達の新たな工夫として、今、財務大臣

からお話しがあった点につきまして、局長の方からお願いします。 

（林財務省主計局長） 「塩川議員提出資料」に基づきまして、御説明させていただ

きます。 

「財源」でございますが、政府が保有する資金、つまり国債の償還に充てるた

めの国債整理基金にございます、ＮＴＴ株式の売払収入相当額を一時的に活用し

て、無利子貸付けに充てようと考えております。したがって、国債の追加発行は

いたしません。 

財源について、若干補足説明させていただきますと、「参考資料」の１ページ

の方を見ていただきますと、法律上これまでに、ここにございますように10兆

1,000億円あるＮＴＴ株式の売払収入金相当額のうち、昭和62年から使ってまいり

ました無利子貸付事業に充てられた、あるいはこれから充てる額などが、７兆

6,000億円ございます。この差額の2.5兆円が、現在残された貸付枠となっており

まして、今回活用するのはこの2.5兆円でございます。 

次に、もう１枚めくっていただきますと、もう既に御案内のところですが、ス

キームでございますが、地方公共団体あるいは公共的施設を整備する民間事業者

等に無利子貸付けを行うということでございますが、ここにございますように、

国債整理基金特会から一般会計、産投特会を通じまして事業主体に貸し付け、逆

の流れで国債整理基金特会に戻ってくるという仕組みでございます。今回は、こ

の基本的仕組みを、枠組みは維持しながら、対象事業等を構造改革の推進の観点

から見直すこととしておるものでございます。 

ここにございますように、貸付けのタイプとしては、Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃ

タイプとございますが、ＡとＣはいずれも自らの事業収益で、無利子貸付けの返

済を行いますが、Ｂタイプ、これが過去には一番多うございましたが、これにつ

いては後年度に補助金を交付して、返済に充てるというものでございます。 

「参考資料」の一番後ろには、今回制度見直しをしてはどうかということを幾

つか記載してございます。 

また本文の方に戻っていただきまして、「対象事業」でございますが、構造改

革を前倒し実施する観点から、都市開発事業等、色々書いてございますが、民間

投資の創出、就業機会の増大に資する公共投資であって、景気浮揚に即効性が高

く、緊急に実施する必要がある事業というものを対象にしてはどうかということ

でございます。 

なお、公共投資に該当しません経常的経費、これは運営費でありますとか研究

費等は含まれません。この点は、この制度が国民共有の資産というＮＴＴ株式の

性格を踏まえまして、国民共有の資産を形成するための、整備事業の無利子貸付

財源に充てるという仕組みになっておりまして、経常的、消費的な支出に充てる

ことはできないということによるものでございます。 

なお、特殊法人は、特殊法人改革の趣旨を踏まえまして、貸付対象には含めな
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いこととしたいと思っております。 

１ページおめくりいただきまして、「歳出規模」ですが、先ほどございました

ように、現時点で活用できる資金は、2.5兆円でありますので、その全額を使いた

いと考えております。 

事業規模につきましては、配分の中身によりますので、現時点では見通せませ

んが、（注）にございますように、昨年度の補正におきます社会資本整備追加額

は、国費ベースでちょうど同額2.5兆円でございまして、事業規模約４兆円でござ

いましたので、ここら辺がひとつの目安になるだろうと思っております。 

簡単でございますが、以上でございます。 

（塩川議員） ここの３番目の「対象事業」とありますね、あの中に地方景気の対策

に寄与するものということを１項目入れて欲しいんです。そして、都市開発事業、

こうなりますので、地方景気対策費、それから都市開発事業、保育所、こういう

ふうになります。これは党の方から言っていたことです。 

（牛尾議員） 表現としては適当ではないですね。 

（塩川議員） そう言っていたんです。 

（牛尾議員） 言ってきても、それはだめですよ。もう少し説得力のある言葉でない

と。 

（塩川議員） では、地方振興ですね。 

（片山議員） 地方活性化事業とかね。 

（塩川議員） 田舎はみんなこうしろと言うんです。 

（竹中議員）  これは、重点項目の中にある言葉でありまして、地方の活性化ですね。 

（塩川議員） はい。それから、この議論をどういうふうに言うのがいいかというこ

とは、それだったら、何で１次、２次まとめてやらなかったんだと、何でこんな

やり方をするんだと、今日参議院で大分それで責められたんです。

（吉川議員） 私は、今回の２次補正というのは、正しい経済政策だと思います。政

府がこういう正しい政策を取られたことを、大変歓迎いたします。 

その上で、今、大臣が言われたことですが、初めからこういう可能性も含めて

慎重に考えていた。ただし、雇用等は非常に緊急なことであったから、それを早

急に実施した。そういうことで宜しいんではないでしょうか。 

（塩川議員） 私が、今日、国会で答弁しましたのは、１次はセーフティーネットを

中心とした、景気対策を兼ねたものの中和作業を講じたんだと、それで２次は、

財源は無いんだけれども、とにかく改革を先行させなければいかぬというので、

改革先行の７分野を重点にして組んだんで、だから１次と２次とは、ちょっと性

格が違うんで、それで別々にしたというような話にしておいたんです。 

（片山議員） いつも年度変わりのときに事業が遅れる。だから、それを切れ目なく

ということではないのでしょうか。１次補正は、これは雇用対策、セーフティー

ネットですから、景気対策から言うと切れ目なくということですね。これは、昔

から議論があるところで、ゼロ国債なんかもそうですけれども、そういう説明が

一番通るのではないでしょうか。15か月予算と言うことですかね。 
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（竹中議員） 平沼大臣、どうぞ。 

（平沼議員） 私は、これは、30兆円の枠というのがあって、また、緊急性を要する

し、今、経済非常時ですから、これはこういう形でやるということは、ある意味

ではしようがないと思っております。しかし、これはそういうＮＴＴの株から捻

出した背景がありますから、非常にハコモノというものにある意味では限定され

ているんです。 

今の経済というものを考えたときに、やはり新規事業を創出したり、イノベー

ションに結び付くようなことを、私は重点としてやるべきだと思っています。で

すから、30兆円の枠というのが分かっていますけれども、もう少し柔軟的に考え

て、例えば、国民が負担が無くて納得がいけば良い訳ですから、そういう意味で

は他に、例えば、財源を捻出するとか、あるいは歳出の無駄な面は省いて、それ

で全体の中で国民負担をゼロにするという中で、例えば、国債の発行も含めて柔

軟に対応することも、今後取るべき必要なことではないかと思っています。 

これは、もう私は認めた上で、あえて言うわけですけれども、１つは、今、言

ったように、ハコモノというものに限定されますから、従来型の事業、こういう

批判を受ける恐れはあると思います。 

それから、これは、スキームとして融資された債務は、返済時に財政で穴埋め

することにつながるわけですから、ある意味では隠れ借金につながるということ

で、硬直的な財政配分と財政支出に反するということも、私は、懸念材料として

ある訳であります。 

融資というスキームでは、どうしても将来の返済ということが前提となります

から、民間ビジネスが果たしてちゃんと付いてくるかというような気がしまして、

そういう意味で民需主導の経済成長を促すという面で、私はある意味では問題点

があるんではないか、しかし、今回は緊急ですからこういう形で、私もずっとあ

る意味では小泉内閣の閣僚として、２次補正の必要性なんて言って批判を受けた

男ですから、この２次補正をやるということは、吉川議員と同じように必要だと

思っていますけれども、そういう懸念があるということは言わせていただきたい

と思っています。 

（竹中議員） 色々議論をいただきたいと思います。実は、民間議員からのペーパー

がございまして、それを先にお願いします。 

（牛尾議員） お手元の民間議員提出資料の「第二次補正予算に盛り込むべき事項に

ついて」。これは、非常に応急措置的に作業をしたものですから、十分満足なも

のとは言えませんけれども、従来の７つの重点分野の関連から、我々が作成をし

ました。 

竹中大臣が示された経済認識について、我々も全く同感であり、補正の柱とな

るべき施策の考え方についても十分理解をし、また、財務大臣から御説明があっ

た、財源、スキームについても、財政の規律維持の観点から大変に御苦労の跡が

窺われます。今回の第２次補正予算の柱を、改革推進公共投資と位置付けたが、

小泉改革を一層加速する観点から、政府によってしっかり受け止められることを
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希望したいと思います。 

「骨太方針」に示された重点７分野に踏まえて、以下に示したとおり、４つの

大きな柱を書きました。 

まず、経済活性化の切り札としての、都市機能の高度化・国際化を第一に挙げ

ました。環状道路の一体的な、集中的な準備等については、規制改革とセットで

進める。また、民間主導で事業を推進することが重要であり、例えば、環状８号

線の立体交差等が代表事例として挙げられますが、大きな波及効果も期待できる

と思います。 

また、サッカーワールドカップ日韓共催大会を成功させるためにも、今、現在、

非常に議論になっている羽田国際空港の枠の活用化ということも込めて、国際空

港機能の充実を図るという意味で、「１ 都市機能の一層の高度化・国際化」の

後半にこれを書いた訳であります。 

改革が主体的に地方に受け入れられる、地方の活性化を期待するという意味で、

活力ある地方社会の創出に十分意を用いて、環境に配慮した地方社会の実現、廃

棄物の問題等々を出してみました。 

また、ＩＴ関係、科学技術、教育の推進という意味で、校内ＬＡＮの整備など、

e-Japan計画にある事業を緊急に推進することが大事だということで、これを書き

ました。 

４番目に、バリアフリー、子育て支援、医療の電子化など、高齢化や働く女性

にとっても温かい配慮が必要ということで、一応、４つの項目に分けて提案をし

た訳であります。 

ちょうど本日、経済同友会からも緊急の第２次補正に対する提案があって、こ

れは羽田の空港問題、ＩＴ、環境問題が出てきておりますので、この問題にも経

済界の支持があるということを、確信を持ちました。 

従来型の財政支出のあり方を一新して、かなり説明の付く２次補正というもの

を作らないといけないと思いますし、２次補正に関しては、財源捻出についても

色んな批判も出るでしょうし、支出の内容についても色んなことを言おうと思っ

て待ち構えている人が大変に多いですから、やはりできるだけ良いものを、しか

も鋭いメッセージを付けてこの予算を作らないと、メッセージ無しでは、なかな

か説得力が乏しいものがあると思います。 

ただ、昨日、小泉総理が党首対談で、特殊法人やそういうものに非常に大きな

決意を示されたことは、第２次補正に対しては大変に説得力を伴うものであって、

やはり改革先行、そして財政が後を追いかけるというスタイルを 後まで崩さな

い方が良いと思うので、第２次補正がどの時期にどういう形で発表されるかとい

うこの前に、更に改革というものが前に踏み込んでいっていくということを、常

に示さなければ、批判を仰ぐだろうということを我々は考えております。 

以上です。 

（竹中議員） それでは、片山大臣、吉川議員の順番でどうぞ。 

（片山議員） 一昨日、中核市の市長さん方との会議がありまして、色々御意見があ
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りましたが、１つは、廃棄物処理施設の整備が、本年度の予算で500億円足りない

そうです。要望があっても予算の枠がなくて、これを是非優先して付けて欲しい

と。500億円で、３分の１補助ですから、事業費は1,500億円、補助基準や何かあ

りますからもっと大きいかもしれませんね、補助金が500億円足りないので、これ

はどうにかということですね。 

それから、牛尾さんの説明にもありますが、校内ＬＡＮは、今は地域ＬＡＮと

結んでいる。地域ＬＡＮの中に取り込んでいるのです。だから、是非校内ＬＡＮ

及び地域ＬＡＮということで増やしていただきたいと思います。今、地方活性化

事業と例示しましたから、これは考えていただきたい。まちづくりの地方の自主

性の下で。 

（竹中議員） 今の点に関して申し上げますと、学校のＩＴ化というのはずっと以前

からいろいろ文科省もやっているんですけれども、こういうのが出てくると、実

は民間の企業の中で学校に対してパソコンをうちが出すと、そういうところが出

てくるんです。そういったところともタイアップしたような形の１つの示し方と

いうのが考えられると思いますが、これはＩＴ戦略の本部の方で今、考え始めま

したので、これは非常に意味があると思います。 

（小泉議長） 子どもは、覚えるのが早いですからね。 

（牛尾議員） その辺は、大臣がおっしゃるように、常にメッセージを付けて説明す

ると、なるほどと思うわけですから、メッセージ付きの発表をして、細目までき

ちんと示す方が良いと思います。 

（竹中議員） どうぞ、吉川議員。 

（吉川議員） 先ほど牛尾議員から説明のありました、我々民間議員の第２次補正予

算に関するペーパーにも書いてありますとおり、この２次の補正予算には、２つ

の目的があると思います。 

１つは、経済の底割れを防ぐ、もう１つは構造改革を推進する、こうした２つ

の目的を持っているわけです。その意味で、私は、先ほど申し上げましたけれど

も、大変正しい経済政策だと思います。ただ、それが本当に正しくなるためには、

第２点、構造改革を推進するというところが、お題目だけに終わらずに、本当に

推進するものにならなければならない。つまりは、良く言われるように、中身が

一番大切ということだと思います。 

中身を良くすれば、補正予算は色々な役割を果たし得る。例えば、我々のペー

パーの２枚目の一番下の方に、医療のところで電子化を進めたらどうか、Ｅ－ホ

スピタルのようなものを作ったらどうかということが書いてあるわけです。これ

は、今日我々が議論した医療保険の改革では、自己負担増とか、どちらかという

と暗い話がたくさん出てきていますが、それに対して効率化とか、むしろ医療全

体の将来を考えて、そこの効率性を高めようと、そういうことも政府はやってい

るんだという、そういうことの例示になって、国民から見ても、なるほど日本の

医療に関して政府は、こういう点で将来を考えていて、モデルケースとしてこう

いう病院を考えているんだなということが分かると思うんです。このように補正
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予算というのを、是非とも政府が色々やっている政策の、ポジティブな方面、構

造改革というのは日本の将来をしっかり見据えていることが、国民に目で見て分

かるような良いものに使っていただきたいと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） もう各議員がおっしゃるとおりでありますけれども、もう１つの小泉

政権の課題、30兆円をどう守るかというのが、経済政策の中では重要なポイント

だったと思います。私が、財政の専門家として、国債を発行せずにどこをいじる

かなと思っていた予想が当たったということですが、このＮＴＴの融資枠の部分、

そこに目を付けるだろうと思っていました。ただ問題は、これは公共投資という

形で、本来限定されておりまして、このことが小泉構造改革のイメージに対して、

どういうネガティブな影響をもたらすか、これは十分注意しておかなければなら

ないテーマだと思います。今まで、ＡＢＣというタイプがありましたけれども、

このＮＴＴの融資枠を使ってのプログラムは、必ずしも上手く行っていなかった

というのが現実だろうと思います。それをクリアするために、今回は、公共投資

を非公共という形で、枠組みを緩やかな形で今年度からスタートしておりますか

ら、それは幾分緩和できる要素があるんだろうと思います。 

財務大臣に少しお伺いしたいのは、この２兆5,000億円のうちで、公共と非公共、

どのぐらいで配分をされるのか、ここが１つメッセージ性を出すときに、非常に

重要ではないかという感じを持っております。 

（塩川議員） この問題で、今ちょっと主計局長のところで少し研究させておるんで

すが、ＡＢＣタイプの中で対象範囲を広げようと、先生がおっしゃるのはそうだ

と思います。それから、償還時期は一回見直す、それは法律の改正が必要なのか、

それとも後は省令でいけるのか、そこは一回勉強させていただいて、おっしゃる

とおり私たちも一番気になっているところなんです。幅広くやって。ですから私

は今日も国会で言っておりますのは、改革７分野を重点にして、こちらの方に投

資するんだということ、それがたまたま公共事業の一部であり、あるいは公共施

設であるかも分からぬけれども、趣旨はそこなんだという説明はしておるんです。

範囲は考えましょう。 

（本間議員） Ｂタイプなどでも、これは国庫補助金で償還するという形になってい

ますから、これは地方にとってもある種決断が要るような部分がございますので、

そこをどうするかですね。 

（片山議員） このＡＢＣの中で、Ｂが圧倒的です。これを何年間かかけて補助金に

振り替えるなら良いです。 

（本間議員） そこは、実務上の御工夫を色々お考えいただいて、できるだけ構造改

革に資する、フレキシブルな予算体制を補正で組む工夫をいただければという具

合に思います。 

（小泉議長） このＥ－ホスピタルは直ぐ使えますか。 

（林財務省主計局長） どういうような具体的な要件が上がってくるか、ちょっとそ

こは厚生労働省の方で。 
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（竹中議員） どうぞ、吉川議員。 

（吉川議員） たまたま、本日、総合科学技術会議の井村先生から私も話を伺ったん

ですが、国立大学の病院で、あるいは国立の診療病院で、カルテの電子化を進め

るとか、あるいはＥメールで予約するとか、こういうことは十分改善の余地はあ

ると。そういうことは、お医者さんの立場からご覧になっても意味のあることだ

し、今度の補正でやったら良いんではないかと、そういうことをおっしゃってお

りました。 

（本間議員） 今の点で、恐らくコミュニティー・メディカルセンター的なものを大

学病院等でどういう具合に組み上げるかとか、あるいは緊急の医療体制をどのよ

うに組み上げるかという点では、このアイデアというのは非常に使えるんだろう

と思います。しかし、現実的には医師会の抵抗が非常に強い部分もありますから、

それをどういう具合にクリアするか。つまり、こちらだけが走って診療所の方が

これに付いていけないというような状況というものを、どのようにするか。しか

し、これはやらなければならないテーマだと思いますので、是非、御検討いただ

きたいという具合に思います。 

（竹中議員） もう長時間になりますので、締めくくりたいんですが、特に要望とか

ございますでしょうか。予算編成に当たっての御要望とか、宜しいですか。 

（塩川議員） ありません。 

（竹中議員） それでは、大枠について、とりまとめます。まず、基本的な認識とし

ましては、前回の補正予算というのは、９月の一番 初に総理から御指示をいた

だきました。その後、９月の11日に例の同時多発テロがあり、アフガンへの攻撃

があり、そういった中で日本の経済が悪化する中で、デフレスパイラルのリスク

を回避するために、中規模の予算編成が望ましいということだと思います。しか

し、同時にそれは構造改革を加速するというようなものでなければならないとい

うことだと思います。 

同時に、30兆円の枠を重視するということからいきますと、財務省が工夫して

くださった新しいスキームというのは、大変意味があるということではないかと

考えます。それで、2.5兆円の国費があると、それに地方債への仕組みも考慮して、

可能な範囲で４兆円ぐらいの、まさに中規模の補正予算ということが、今の時点

では望ましいのではないだろうか。ただし、その中身を考えるに当たっては、幾

つか御指示いただきましたような点を考慮しながら、構造改革と整合的なものに

していくということではないかと思います。今後、これは隠れ借金か、というよ

うな議論が出てくるかと思うんですが、多分これは隠れ借金ではなくて堂々たる

借金だということだと思います。ただし、マーケットから調達するのではなくて、

政府内部で調達しているということなのではないかと思います。 

さらに今後、公共、非公共との関係で言うならば、できるだけソフト的なハー

ドを活用するという意味で、非公共を重視するような枠組みを考えてはどうだろ

うか、恐らく、良いものを選ぶという意味から言うならば、概算要求のときに議

論しましたけれども、要求の枠を、天井を高くしていただいて、要求枠の２倍と
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か、そういうふうに高くしていただいて、それで良いものを選ぶという工夫も必

要なのではないかと思います。 

中身につきましては、今、議論いただいたことを十分に重視しながらやってい

く必要があるということだと思います。 

以上、議論したことの整理だと思いますが、こうした大枠で第２次補正予算を

編成するということについて、諮問会議としては、賛同いただけるということで、

宜しゅうございますでしょうか。 

（本間議員） １点だけ宜しいですか、補正予算は、今、大臣が取りまとめていただ

いたとおりで結構だと思いますが、これは平成14年度予算とどのようにリンクす

るか、これは曖昧な部分をちゃんと整理しておきませんと、いけないのではない

かという気がいたします。 

特に、私が先ほど非公共の問題を提起しましたが、公共投資的な要素がこちら

に相当入りますから、それとの関係の中で平成14年度予算の部分のところのソフ

トをどういう形で、このところに対応させていくかという御努力はやはり必要に

なってくるのではないでしょうか。その点で意識的にこの補正の編成においては、

平成14年度とどのように結び付けるか御議論をいただきたいという具合に思いま

す。 

（竹中議員） 今の御指摘は、今回の補正はハードだけでありますから、ハードを補

正で処理するとして、平成14年度の本予算ではそれとマッチしたソフトについて

考えろと、そういう一体性を考えろという御指摘だと思います。 

（本間議員） 例えば、大学で施設を作っていただいても、電気代はどこから出すん

だという話が直ぐ出てまいります。そういう点の工夫がなければ、効果ある形で

のプログラムになりませんので、是非、御配慮いただきたいというように思いま

す。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、 後に総理に御挨拶をい

ただくことになっておりますが。 

（小泉議長） 一挙に７つの特殊法人と第２次補正予算を決めていただきまして、誠

にありがとうございます。危機をチャンスに変えるという意味合いもありまして、

限られた中でありますけれども、構造改革に資するような生きた使い方を、是非

ともこれから良い知恵を出して考えていきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日

の諮問会議を終了いたします。 

来週も、26日、27日とございます。また、本日の記者会見において、これまで

集中審議で使用した資料のうち、「市場関係者の意見とりまとめ」、20日に配っ

たものですけれども、これを公表することとしたいと思います。記者会見は、私

の方から行いますので、通常どおりの扱いでお願いを申し上げます。 

ありがとうございました。 

（以 上） 
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