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第 28 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 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 
 

（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 
○ 「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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
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○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介が行われた後、第24回及び第25回諮問
会議議事録が諮られた。 
 
○小宮山専門調査会会長  「『循環型経済社会に関する専門調査会』中間とりまとめ」を
ご覧いただきたい。人口と経済活動が高度に集中した日本では、環境劣化の問題が世界で
最初に顕在化するが、世界に先駆けて循環型経済社会を構築し、21世紀の世界のモデルと
なる美しい日本をつくるチャンスと捉えるべき。現在、埋立処分場の逼迫など問題は多々
あり、国民が共有できるビジョンや達成するための戦略を示す必要がある。 
  ビジョンの基本理念は、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。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。2050年までに最終埋立処分量を現在の10分の１とする目標を提案する。 
  目標達成に向けた配慮事項は「効率性」「公平性」「安全性」で、特に経済と関連して
重要なのは効率性。また、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点も考慮すべき。 
  実現に向けたシナリオで、経済社会システムとして、責任と費用負担ルールの改革や、
合理的な循環システム、静脈のインフラ整備の構築が必要。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、高効率なサーマルリサイクルをマテリアルリサイクル
と同等に位置づけること等が必要。 
  環境問題は、どの国でも深刻化する。美しい日本の建設が、環境先進国としての国際貢
献となり、知的、人的、交流基盤の形成や、産業競争力の強化につながる。特に、アジア
は日本と同様、湿潤なモンスーン気候で、巨大都市が多数存在するので、日本が今後成長
するアジアのモデルになるとの視点が重要。 
  循環社会の問題は、多様な選択肢があり、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、戦略策定が困難であり、
合意形成を図るため、知識の構造化とＩＴ活用が必要であり、「情報ヘッドクォーター」
の設置と様々な社会的実験の開始を提案する。 
（吉川議員）  補正予算その他の政策において、政府としてこの報告書を活かしていただ
きたい。特に、補正予算は、「中身が大切」がキーワードであり、活用いただきたい。 

 
○社会保障制度改革について 
（竹中議員） 社会保障制度改革について、その後の状況等を踏まえ、坂口大臣からお願

いしたい。 
（坂口臨時議員）  今までは医療制度だけに限定していたが、今日は社会保障全体の立場

からお話しする。 
    「持続可能な社会保障制度の構築に向けて」という資料の１ページ目。社会保障制

度は、国民の「安心」と「安定」を支えるセーフティーネットであるが、一番大事な
ものを色刷りのところに掲げた。こうしたものを中心に社会保障制度の問題を考えて
いきたい。２ページ目。制度改革に向けた方策として４点。１つは、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。４つ目は、社会保障費について、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している。３ページ目。社会保障改革の今後の
スケジュールについて。社会保障改革大綱や骨太の方針の方向も踏まえ、社会保障制
度改革に積極的に取り組んでいく。４ページ目。医療制度改革試案について、保健医
療システム、診療報酬体系、医療保険制度といった医療制度を構築する全てのシステ
ムを大きく転換することを提案している。５ページ目。厚生労働省試案を踏まえ、政
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府・与党社会保障改革協議会の下に置かれたワーキングチームの今月16日の中間報告
で、改革の基本方針や具体的な内容について中間的な整理をした。患者負担、高齢者
医療、老人医療費の伸び率管理、あるいは診療報酬などの医療保険改革に関する基本
的な事項の方向付けに関し、今月末を目途に意見集約を図っている。厚生労働省とし
ては、協議会のとりまとめを受け、14年度からの改革の実現を図りたい。７ページは
骨太の方針における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
試案においても、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、具体
的な施策を提示し、試案公表後、レセプト電算処理を制限していた省令の廃止を行う
など施策を着実に実施している。８ページは公的年金制度について。世代間扶養と社
会保険方式等を組み合わせ、遠い将来における老後生活の基本部分の確実な保障をし
なければならない。このような機能を、公的年金制度が果たせるように、平成16年ま
でに行う次期財政再計算において、公的年金の考え方や大切さについて徹底的に広報、
普及し、若い世代の年金不安の解消に努力すること、長期的に安定し、信頼される制
度の確立に向けた検討を行うことが必要である。９ページの年金制度を長期的に安定
し信頼される制度とするための課題を主に述べると、第１点目は、少子高齢化の進展
に対応し、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、
２点目は、年金保険料の引上げの凍結解除、３点目は、基礎年金の国庫負担割合の２
分の１への引上げなど骨太の方針を中心に検討を進めること。財源についても決定し
てもらわねばならない。10ページは少子化対策について。新エンゼルプランなど総合
的な施策の推進に取り組んでいる。今後の課題として、子育てそのものの負担感の軽
減と、仕事と子育て両立の負担感軽減が重要である。11ページ。子育て不安の解消を
図るため、地域の子育て支援の充実を進めるとともに、総合的な児童虐待防止対策を
推進していく必要がある。第２に、保育所の待機児童ゼロ作戦の推進や放課後児童の
受入体制の整備を進めること。第３に、先日成立した育児・介護休業法の改正等によ
り仕事と家庭の両立支援の充実をすること。12ページは介護保険制度について。施行
後から１年半が経過したが、全体としては順調に実施されており、サービス利用量の
増加などの効果もある。訪問介護でも、13年の５月は、11年に比べ82％の増、通所介
護でも54％増えている。13ページ、介護保険制度の課題として、現場からの意見を踏
まえ、より良い制度に育て一層の定着を図ることが重要であり、随時運用面において
も改善を加えていく。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、平
成15年度からの第２期の計画期間に向けた準備を現在進めている。14ページは社会保
障個人会計について。骨太の方針で示された社会保障個人会計について、アメリカな
ど諸外国における個人会計類似制度や社会保障番号制度等の調査を現在進めている。
社会保険事務所などでの年金相談で、50歳以上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も検討している。15ページの社会保障と労働保険の徴収事
務の一元化について。体制の在り方についての具体的検討やインターネットにおける
一元的な受付の促進等、一元化に向けた手順について、今検討しているところである。 

（竹中議員） コメントペーパーについて奥田議員にお願いしたい。 
（奥田議員） 「医療制度の抜本改革に向けて」と「持続可能な社会保障制度の確立に向

けて」と２つ民間議員から提出している。 
    医療制度改革については、政府・与党社会保障改革協議会など、各方面で精力的に

議論されているが、現時点において明確な方向性が示されておらず、来年度の抜本改
革の実現に危機感を持っている。本日は、医療の問題に絞り、民間議員側からの緊急
提言としてあるべき抜本改革の方向性を明確にしていきたい。 

    今回の医療制度の改革は、単に予算上の辻褄合せでなく、小泉内閣の重要な構造改



 

 4

革の一角を成す抜本的な改革として、実現しなければならない。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
とが最も重要である。制度を維持するために一定の負担増を求めることは避けて通れ
ない。 

    今回の改革において、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。そのために、第１点、限られた財源の中で、持続的に医療費を支え得るよう
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、経済・財政が
厳しい状況であることを踏まえ、診療報酬を相当程度マイナス改定すること。第３点、
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量的達成目標、手順などの
工程表を策定すること、第４点、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が必要である。さらに、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、経済諮問会議としてもフォ
ローアップすることが重要である。 

    現在、経済・財政と同様、医療保険財政も厳しい状況にある。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。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。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あり、改革に向けた実施スケジュールの明確化が必要。 

（本間議員） 医療制度改革は、常に先送りされ、毎年予算編成の最終段階で、テーブル
の下で決着を付けるということが繰り返されている。小泉総理が、はっきりとしたメ
ッセージを出しており、経済財政諮問会議としても、初年度で14年度の予算の基本方
針を今月末までにまとめるので、先送りしてはならない。29日に向け我々が提言した
方向に則り結論を出していただきたい。 

（竹中議員） 坂口大臣からは、社会保障制度全般について、民間議員からは医療制度に
ついてお話があったが、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
込むかという問題である。特に強調したい点、留意すべき点等についてご指摘いただ
きたい。 

（平沼議員） 改革を先送りすれば、国民は現在以上に社会保障制度に対する不信感を募
らせるのできちっとやるべき。医療サービスの質の向上、効率化の点で具体的に何が
良くなるか、国民にきちんと明示し、医療システム全体の信頼性を高めていくことが
重要だ。財政面でも、こうした取組み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。政府・与党社会保障協議会でも、15年度以降でないと
実現できない事項も指摘されており留意すべき。14年度予算編成の関係で、今決める
べきことは、断固とした態度で臨むのは当然だが、拠出金の取扱いなど、直ぐに実現
できない事項でも、問題先送りとの批判を浴びることがあってはならない。民間議員
から指摘があったように今後３年間を改革実施集中期間と定め、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。 

（塩川議員） 坂口大臣の「社会保障制度改革のスケジュール」の３ページにある医療改
革だが、医療制度改革案については、14年度社会保障改革大綱の中で、12月に方針を
出すということか。 

（坂口臨時議員） 既に出している第一次の案を中心に、各方面で議論をいただいている
ところであり、こうした御意見をお聞きした上で出していく考え。 

（塩川議員） 私は、現在の制度の下において、保険制度や薬価など大きい問題が残って
いて、11月中に抜本改正で出るのか、出ても、当面の14年度改正になるのではと心配
している。14年度はこれでいくということを11月中に出してもらえるのか。 

（坂口臨時議員） それは、まとめなければならない。 
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（塩川議員） そうでないと予算が組めない。 
（坂口臨時議員） 医療制度全体で見ると、14年度からやらなければならないもの、14

年度の半ばからというもの、再来年からスタートいうものもある。２年先あるいは３
年先について、全体としてのプログラムは組んでおかなければならない。例えば、医
療保険制度については、できれば一元化、統合化の方向にもっていかざるを得ないが、
これは時間をかけて議論し、結論を得て、順次やっていかなければならないだろう。 
今後の方向性とプログラムを明確にするということが一番大事。来年から実施すべき
ものは来年から実施する。 

（塩川議員） それを11月末に出していただく。 
（坂口臨時議員） 11月末に出さないといけないが、割振りをどうするかが問題。 
（竹中議員） 民間議員からは、できるだけ抜本的にという一方で、両大臣からは、現実

的に考えると、当面11月までに色々実施し、後は方向性ということだがどうか。 
（奥田議員） 16日の政府・与党社会保障改革協議会・ワーキングチーム中間報告は、両

論併記で何の結論も出ていない。11月末の合同会議の最終取りまとめ案のところで提
出いただくことになるが、その時までに、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と考える。 

（牛尾議員） 両大臣の意見は、少なくとも11月末には両論併記ではなく、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、塩川大臣
は、大事なことは全部、物理的に14年度中に決めてもらう、坂口大臣は、プログラム
を決め15年３月までに決めるということか。 

（坂口臨時議員） 実現の話。 
（塩川議員） だから、スケジュールを出してもらったらいい。 
（牛尾議員） 改革の中枢の問題だから、14年度中に方針は決めるべき。 
（塩川議員） 問題点と何時までに解決するということを出して欲しい。 
（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。 
（塩川議員） 保険制度は延長で手直しというのではもたない。 
（竹中議員） ワーキンググループでの隔りが大きいが、両論併記ではなく、そのために

は相当の思い切った仕組みが必要かもしれない。 
（本間議員） 民間議員ペーパーでは、少なくとも14年度で方向性を出してくれと書いて

いる。効率化プログラムについては、工程表を前倒しし、より具体的な形で進めて欲
しい。患者自己負担の部分のみが突出したのでは国民の理解を得られない。診療報酬
の引下げや総額管理の問題については、方向性を見据え、中身については中医協等の
問題があるので、12月中旬までという時間的な余裕が設けられるが、フレームだけは
11月末に固めないと、平成14年度予算編成の基本方針、中期経済財政計画が宙に浮く
ことになる。 

（坂口臨時議員） 診療報酬の問題についても、14年度に当面実施できるものと、診療報
酬の基本的なものの考え方というものをもう少し変えていかないといけないものが
ある。来年度に実施するものがある一方、もう少し基本的な問題を１年ぐらいかけて
やることが必要。一番大きな問題は保険制度の問題と診療報酬の基本的な考え方をど
うするかだ。 

（塩川議員） スケジュールを決めてやってもらえるのか。 
（坂口臨時議員） スケジュールを決めてやっていく。 
（塩川議員） そうすると、14年度改正というのは、現在の制度の中で、財政と厚生との

兼合いの中での抜本的改革ということか。 
（坂口臨時議員） そういうことだ。 
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（塩川議員） それを11月にお願いする。 
（本間議員）  14年度以降検討するテーマについても方向性だけは明示しながらパッケー

ジ化し、国民に理解を求めていかなければならない。 
（塩川議員）  国民に、負担が上がるが、こう直すから辛抱してくれという説明がつかな

くなると問題。 
（片山議員）  各制度の統合一元化の方向は望ましいので、道筋を付けていただきたい。

国保については、当面抜本的な改革にならないなら、財政基盤を現状よりは強化して
いただく。再保険的なものを制度的に整える必要があり、当面大きな課題なのでお願
いしたい。 

（坂口臨時議員）  医療保険制度については、一度に一元化というようなことはできない
し、将来的にも難しい面があるかもしれない。しかし、国保はいわゆる地域保険とし
て少なくとも統合化を進めていかなければならないし、職域保険についても、子会社
等を含めて１つにできるとか、県をまたいでも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道筋を付けなければならない。また、予防的な措置、
考え方というものも念頭においてとりまとめているところである。 

（竹中議員） 民間議員から、効率化プログラムで３年以内の工程表を作れないかという
提案があり、これは道筋の１つだと思うが、そういう方向で良いか。 

（坂口臨時議員）  はい。 
 
○「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）  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る。後者は、

計画と呼ぶか、ビジョンと呼ぶかも後の議論の対象であるが、簡単に報告したい。 
    予算編成の基本方針について、前回11月２日にお示しした目次案に考えられる論点

を簡潔にまとめた。最初に平成14年度の経済の姿をどのように描くか。次に、日本の
財政事情。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、伴う痛みを最小限に抑えるという点及び中期経済財
政計画との関係。次に、平成14年度予算の基本的な考え方だが、特に、国債発行額を
30兆円以下に抑える目標の位置付け。個別の歳出について、重点的に配分する、いわ
ゆる７分野。公共投資の規模、配分のメリハリ、道路特定財源の見直し等も当然テー
マになる。社会保障制度は、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などをどう考えるか。地方財政
は、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、統合補助金の拡充等
が重要なテーマ。 

    次に、一体化して議論いただく中期経済財政計画について、主なポイントは以下の
とおり。まず、中期経済財政計画を策定する意義。盛り込まれた政策の拘束性、数値
等の性格、名称。私は５年が目安と考えているが、計画の期間。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。構造改革による経済再生効果をどの程
度と見るか。後ほど奥田議員から御報告があるが、再生シナリオ検討プロジェクトチ
ームでは、構造改革を行えば集中調整期間後には実質1.5 ％程度、名目2.5 ％程度の
民需主導の持続的な経済成長の達成が可能と見ている。持続可能な財政の確立に向け
財政収支の改善目標をどのように示すか。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。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。 

    議論に入る前に、再生シナリオ検討プロジェクトチームの報告を奥田議員にお願い
する。 





 

 8

し、２回延ばした。目に見える範囲内というのは10年ぐらい。 
（塩川議員）  アメリカと日本では制度が違う。 
（牛尾議員）  苦しくても10年ぐらいのところではないか。 
（塩川議員）  それはそう。それ以上のことを言ったら、夢みたいな話と言われる。 
（竹中議員）  アメリカの場合は、大統領は予算案の議会提出権限がなく、議会に帰属し

ているので、グラム・ラドマン法は憲法違反になった。両面あると思う。 
（塩川議員）  中期の展望の策定の際は、財政制度審議会の先生方と意見を交わして欲し

い。今度の14年度予算編成も、我々苦労してまとめた財政制度建議を読んでおいて欲
しい。 

（本間議員）  御指摘のとお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 
る。ただし、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か。 

（竹中議員）  塩川大臣から財政審の建議書についてお話しいただく予定だったが。 
（塩川議員）  長くなるから、読んでおいていただきたい。 
（本間議員）  構造改革と整合的に組み立てることが重要。今後、民間議員として機会が

あればペーパーを出すということで宜しいか。 
（塩川議員）  了解。財政支出が重点だが、収入の問題も押さえておかなければいけない。 
（速水議員） 現状のゼロ金利制約、不良債権問題なども考えていただかないと、経済財

政モデルが現実的なものにならない。 
（片山議員） 「地方財政計画の歳出規模の抑制」を予算編成方針にするのか。他は「抑

制」なんてない。一方的に国が抑制なんかできない。国の歳出が抑制されれば連動し
て抑制されるもの。これは「見直し」にしていただきたい。「事業費補正等の見直し」
は交付税の中の単なる配分技術。国の予算は交付税の総額だけ。大項目にするのは、
軽重を誤っている。「統合補助金の拡充」や補助金の合理化などを入れたのは良い。
まず、国の関与の縮減、国庫補助金の整理合理化、地方税の拡充が重要。地方の自立
性や自主性を強化し、地方税中心の歳入構造に改めることが構造改革である。「交付
税制度の改革」は国税、地方税と連動しているため、地方財源全体の中に位置付けて
議論しなければ駄目。 

   軽重を誤り、整理されないまま載っている。相談が事前にあれば言うが、それもない。 
（竹中議員）  事務方で検討する。 
（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だ。 
（本間議員）  この問題については、我々はコミットしてない。御指摘を踏まえたい。 
（奥田議員）  塩川議員、新聞に連結納税制度はやらないと書いてあったが本当か。 
（塩川議員）  大変な作業で、法律的にまとめるのに時間がかかる。作業をやらせている

が、国会の冒頭には間に合わない。14年度中には出せる。４月、５月になっても良い
から出せと言っておる。したがって、税法が通るのは14年度中、実施は15年からにな
る。 

（奥田議員）  関連法案が多いのか。 
（塩川議員）  凄く多い。附則がもの凄く重複しており、そこに十何人かかっている。そ

れと是非やってもらわなければいけないのは、付加税をちょっと取る。 
（平沼議員）  非常に重要な問題で、経済構造改革の総仕上げになる。国際的な信用の問

題にもなる。全力を挙げて４月から実施していただくよう、更なる御努力をお願いす
る。 

（塩川議員） 遡ってやるという方法もあるかもしれない。しかし、予算関連法案に入れ
てもらったら困る。４月１日の年度から通算するという方法はあるだろう。 
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（牛尾議員）  （景気）回復には、海外からの投資と海外への日本企業の進出が非常に重
要。１年遅れではマイナスが大きい。海外の投資家に対して、事務が間に合わないか
ら遅れるなんて恥かしくて言えない。 

（塩川議員）  予算関連法案に組み込んで出さなければいけないため、その中に入ったら
しんどいなと思って言った。奥田議員が気に入らぬのが、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。 
（本間議員）  改革工程表の中では、14年度で導入するとはっきり打ち出したと記憶して

いる。作業がもしそうなら、前倒しで14年度に適用するという話にしないと問題であ
る。 

（牛尾議員）  海外の投資を誘わなければ、日本の回復が遅れる。 
（平沼議員）  改革工程表にも書いており、国際公約でもある。とにかく頑張っていただ

いて、遡って適用ということも視野に入れ、よろしくお願いしたい。 
（牛尾議員）  この中期の予算の件は今日でおしまいか。 
（竹中議員）  枠組みは予算編成の基本方針と同じで30日に最終決定する。枠組みの実質 

的な議論ができるのはあと１回、27日となる。 
（牛尾議員）  経済財政諮問会議でも本格的にこの議論はまだしてない。今日を含めても

う一度きちっとやって、問題点を出して、きちんと作らないといけない。 
（本間議員）  歳入と歳出、国債発行の問題とあるが、バランス的に歳入の問題について

の議論が欠けている。大枠の問題は、総理の御意向を踏まえ、少なくとも方向性はや
る必要がある。実務的な問題は、政府税調や党税調がある。ただ、日本の税制改革論
議がtoo old fashionだという危惧を感じており、チームワークが発揮できる体制を
大臣にお考えいただきたい。 

（塩川議員）  この前の政府税調の総会で、構造改革に合わせた税制のあり方を考えてく
れと言っておいた。 

（竹中議員）  来年初めに、税制構造の骨太の議論を行い、詳細な制度設計は審議会で議
論いただく。役割分担を明確にし、改革の中心として議論していくのではないか。 

（牛尾議員）  財政制度等審議会の今井会長と話したが、歳出と歳入にまたがった、税制
と国債発行と財政構造改革を総合的に議論する場面がないから、是非、経済財政諮問
会議で議論して欲しいという申込みがあった。今度の14年度は、初めての小泉政権の
予算作りの年であるため、税制、国債発行の30兆円、歳出をどう考えるかというまた
がった考え方を議論し、頭出しだけはしておいた方が良い。 

（塩川議員）  右肩上がりの社会ではなくなった。ここで考え方を転換しなければ。 
（牛尾議員）  根本的な思想をここで合意し、技術的な問題は政府税調や党税調にお願い

する。２月ぐらいまでに方向を出すということの御了解をもらっておけば議論しやす
い。 

（片山議員）  中期計画か展望で、プライマリーバランスの話を持ち出すなら、国民負担
率も何らかの示唆が要る。税制の中身は勿論だが、国民負担率は逃げては駄目だ。 

（牛尾議員）  以前、国民の行政負担率のレポートを出した。再度修正版を提出したい。 
（竹中議員）  プライマリーバランスの問題は、大変重要で、残された問題があるが、進

めていきたい。それでは、引き続き13年度補正予算についてお願いする。 
 
○当面の政策運営について 
（塩川議員）  総理から13年度２次補正予算を検討すべしとのお話があり、私の方で検討

したものを、「塩川議員提出資料」に基づき話したい。とにかく30兆円の枠は崩さな
いことを原則とした。中身は主計局長から説明させる。 
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（竹中議員）  私の方から先ず枠組みの話をし、主計局長からお願いしたい。 
    私の名前のペーパーで、「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」で、考え方の整理をした。「目的」は、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
ことである。 

    基本的な中身として、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。補正予算の規模を、どの程度にするのかは、
後で御検討いただきたい。今年度も、国債発行額の30兆円枠を、当然、堅持すべきと
考える。新たな国債発行を極力回避するため、新たな財源の確保を検討するかが、林
主計局長に御説明頂く点である。 

    施策の柱では、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。
活性化効果があり、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
業が中心になる。他に検討する項目があるかどうかも、後で御議論いただきたい。 

    「その他」として、政府及び日銀は、デフレスパイラル阻止に向けて、相乗効果が
発揮されるよう努めることが必要である。 
個々の検討項目の前に財源調達の新たな工夫について主計局長からお願いする。 

（林主計局長）  「塩川議員提出資料」に基づき御説明する。 
    「財源」では、政府が保有する資金、つまり国債償還に充てるための国債整理基金

のＮＴＴ株式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る。したがっ
て、国債は追加発行しない。若干補足説明したい。「参考資料」の１ページで、法律
上これまでに10.1兆円あるＮＴＴ株式売払収入金相当額のうち、昭和62年から無利子
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 億円となって
いる。差額の2.5 兆円が、現在残された貸付枠であり、今回活用する。 

    次に、スキームは、地方公共団体又は公共的施設を整備する民間事業者等に無利子
貸付けを行うが、国債整理基金特会から一般会計、産投特会を通じて事業主体に貸し
付け、逆の流れで国債整理基金特会に戻ってくる仕組み。今回は、この基本的仕組み、
枠組みを維持しつつ、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いる。 

    貸付けには、Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃタイプとある。ＡとＣは、自らの事業収益で
無利子貸付けの返済を行うが、Ｂタイプ、これが過去には一番多かったが、これは後
年度に補助金を交付して、返済に充てるもの。「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た。 

    本文に戻り、「対象事業」では、構造改革を前倒し実施する観点から、都市開発事
業など、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を対象にしたい。なお、公共投資に該当
しない経常的経費、すなわち運営費や研究費等は含まれない。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、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仕組みであり、経常的、消費的な支出に充てることはできな
い、というもの。なお、特殊法人は、特殊法人改革の趣旨を踏まえ、貸付対象には含
めない。 

    「歳出規模」では、現時点で活用できる資金は2.5 兆円で、その全額を使いたい。 
    事業規模は、配分の中身によるので現時点では見通せないが、（注）のとおり、昨

年度補正での社会資本整備追加額は、国費ベースで2.5 兆円で、事業規模は約４兆円
であり、これが一つの目安になろう。 

（塩川議員）  ３番目の「対象事業」には、地方景気の対策に寄与する一項目を入れて欲
しい。これは、党の方から言っていたこと。 



 

 11

（牛尾議員）  表現としては適当ではない。もう少し説得力のある言葉でないと。 
（片山議員）  地方活性化事業とか。 
（竹中議員）  重点項目の中にある言葉で、「地方の活性化」。 
（塩川議員）  それから、何で１次、２次まとめてやらなかったのかと、今日、参議院で

大分責められた。 
（吉川議員）  今回の２次補正は、正しい経済政策だと思う。政府がこういう正しい政策

を取られたことを、大変歓迎する。 
    今、言われたことでは、「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であったから、早急に実施した」、ということだろう。 
（塩川議員）  今日の国会では、１次と２次とは、性格が違うので、別々にしたと説明し

た。 
（片山議員）  いつも年度変わりの時に事業が遅れる。切れ目なく実施するということだ

ろう。１次補正は雇用対策、セーフティーネットで、（２次は）景気の面から切れ目
なくということ。そういう説明が良いだろう。15か月予算と言うことだろうか。 

（平沼議員） 30兆円の枠があり、緊急性を要し、経済非常時なので、こういう形でやる
のは、ある意味ではしかたがない。しかし、ＮＴＴ株から捻出した背景があり、ハコ
モノに限定される。今の経済を考えると、やはり、新規事業を創出し、イノベーショ
ンに結び付くことを重点とすべき。30兆円枠は分かるが、もう少し柔軟に考えて、例
えば、国民が負担がなく、納得がいけば良いので、他に財源を捻出するとか、歳出の
無駄な面を省き、全体の中で国民負担をゼロにしつつ、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ではないか。 

    これを認めた上で敢えて言うと、１つは、ハコモノに限定されるので、従来型事業
との批判を受ける恐れがあろう。また、融資された債務は、返済時に財政で穴埋めす
ることにつながるため、ある意味では隠れ借金につながり、硬直的な財政配分と財政
支出に反する懸念材料もある。融資というスキームでは、将来の返済が前提となるた
め、民間ビジネスが付いてくるかという気がする。民需主導の経済成長を促すという
面で、問題があるのではないか。 
しかし、今回は緊急であり、私も、小泉内閣の閣僚として、２次補正の必要性を言

って批判を受けた男なので、２次補正をやることは、吉川議員と同様に必要だと思う
が、懸念があることは指摘したい。 

（牛尾議員）  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」は、
非常に応急措置的に作業をしたので、十分満足とは言えないが、従来の７つの重点分
野の関連から我々が作成した。 

    竹中大臣の経済認識には我々も全く同感。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、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
労の跡が窺われる。今回の第二次補正予算の柱を、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、政府がしっかり受け止められることを希望したい。 

    骨太の方針に示された重点７分野を踏まえて、４つの大きな柱を書いた。 
    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た。

環状道路の一体的で、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、
民間主導での事業推進が重要であり、例えば、環状８号線の立体交差等が代表事例だ
が、大きな波及効果も期待できる。また、サッカーワールドカップの日韓共催大会を
成功させるためにも、羽田国際空港の枠の活用化も含め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。 

    ２番目に、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
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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。 

    ３番目に、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であり、これを書いた。 

    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、４つの項目に分けて提案した。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り、羽田空港問題、ＩＴ、環境問題が
出てきており、この問題にも経済界の支持があるという確信を持った。 

   従来型の財政支出のあり方を一新して、説明の付く２次補正を作らないといけない。
２次補正に関しては、財源捻出についても色んな批判が出るだろうし、支出内容につい
ても色々言おうと待ち構えている人が大変多いので、できるだけ良いものを、しかも鋭
いメッセージを付けて予算を作らないと、メッセージ無しでは説得力が乏しい。ただ、
昨日小泉総理が、特殊法人等に非常に大きな決意を示されたことは、大変に説得力を伴
う。やはり改革先行、そして財政が後を追いかけるスタイルを最後まで崩さない方が良
い。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前に、更に改革が前に踏
み込んでいくということを、常に示さなければ、批判を仰ぐだろうと我々は考える。 

（片山議員）  一昨日、中核市の市長との会議で、色々な意見があった。一つは、廃棄物
処理施設の整備が、本年度予算で500 億円足りないとのこと。要望があっても予算の
枠がなく、是非優先して付けて欲しいと。500 億円は、３分の１補助で、事業費は約
1,500 億円。それから、校内ＬＡＮは、今は地域ＬＡＮと結んでいる。だから、是非
校内ＬＡＮ及び地域ＬＡＮと増やしていただきたい。今、地方活性化事業と例示した
ので、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）  学校のＩＴ化は、以前から色々やっているが、こういうのが出てくると、
民間企業の中で学校にパソコンを出すというところも出てくる。タイアップした形も
あろうが、ＩＴ戦略本部の方で考え始めた。非常に意味がある。 

（小泉議長）  子どもは、覚えるのが早いからね。 
（牛尾議員）  常にメッセージを付けて説明すると、なるほどと思う訳で、メッセージ付

きの発表をして、細目まできちんと示すべき。 
（吉川議員）  民間議員ペーパーにも書いたが、この二次補正予算には２つの目的がある。 
    一つは、経済の底割れを防ぐ、もう一つは構造改革を推進するという、２つの目的

だ。私は大変正しい経済政策だと思う。ただ、本当に正しくなるには、構造改革の推
進が、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
り中身が一番大切だ。中身を良くすれば、色々な役割を果たし得る。例えば、ペーパ
ーの２ページに、医療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
ったらどうかと書いた。これは、今日議論した医療保険の改革でも、自己負担増とか
暗い話がたくさん出てきていて、それを、医療全体の将来を考えて効率性を高めよう
と政府はやっているが、そういう例示になって、国民から見ても、日本の医療に関し
て、政府は、こういう点で医療の将来を考えている、モデルケースとしてこういう病
院を考えているということが分かるだろう。補正予算を、是非とも政府が実施してい
る政策の、ポジティブな意味で、構造改革というのは日本の将来をしっかり見据えて
いるということが、国民が見て分かるような良いものに使っていただきたい。 

（本間議員）  もう一つの小泉政権の課題、30兆円をどう守るかが、経済政策の重要なポ
イントであり、ＮＴＴ融資枠に目を付けるだろうと予測していた。問題は、公共投資
に限定されており、小泉構造改革のイメージに、どういうネガティブな影響をもたら
すか、十分注意すべきだろう。今まで、ＡＢＣというタイプがあったが、必ずしも上
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手く行かなかったという現実がある。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いるので、幾分緩和できよう。 

    ２兆5,000億円を、公共と非公共にどのくらいで配分するのか。メッセージ性を出
す時に、非常に重要ではないか。 

（塩川議員）  主計局長に研究させているが、対象範囲を広げようと考えている。償還時
期も一回見直す。そのために法律改正が必要か、省令で可能かについては勉強したい。   
今日も国会で、改革７分野を重点にして投資するということが趣旨だと説明した。 

（本間議員）  Ｂタイプも、国庫補助金で償還する形であり、地方にとっても決断が要る
部分があり、そこをどうするか。 

（片山議員）  ＡＢＣの中では、Ｂが圧倒的。何年間かで補助金に振り替えるなら良い。 
（本間議員）  実務上の工夫を色々考えてもらい、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よう工夫して欲しい。 
（小泉議長）  Ｅ－ホスピタルは直ぐ使えるのか。 
（林主計局長）  どのような具体的な要件が上がってくるか、厚生労働省の検討をみたい。 
（吉川議員）  本日、総合科学技術会議メンバーから、国立大学病院や国立診療病院で、

カルテの電子化を進めるとか、予約をＥメールですることは十分改善の余地があり、
今度の補正でやったら良いということを聞いた。 

（本間議員）  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組み上
げるか、緊急医療体制をどう組み上げるかという点では、このアイデアは非常に使え
ると思う。現実的には医師会の抵抗が非常に強い部分もある。どうクリアするか。し
かし、これはやらなければならないテーマであり、御検討いただきたい。 

（竹中議員）  特に要望はないか。予算編成に当たっての御要望とか、宜しいか。 
それでは、大枠についてとりまとめたい。基本的認識として、前回の補正予算は、

９月最初に総理から御指示をいただいた。その後、９月11日に例の同時多発テロがあ
り、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。しかし、同時にそれは構造改革を加速するもの
でなければならないということ。また、30兆円枠の重視からは、財務省が工夫した新
しいスキームは大変意味がある。2.5 兆円の国費があり、地方債への仕組みも考慮し
て、可能な範囲で４兆円くらいの中規模の補正予算が、今の時点では望ましいもの。
ただし、中身については、幾つか御指示いただいた点を考慮し、構造改革と整合的な
ものにしていくということだろう。これは隠れ借金ではなく堂々たる借金だと思う。
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。さらに、
公共、非公共との関係では、できるだけソフト的なハードを活用するという意味で、
非公共を重視する枠組みを考えてはどうだろうか。良いものを選ぶという意味からは、
概算要求の時に議論したが、要求枠を２倍とか、天井を高くし、良いものを選ぶ工夫
も必要だろう。 

    以上、議論したことの整理だが、こうした大枠で第二次補正予算を編成することに
ついて、諮問会議として御賛同いただけるか。 

（本間議員）  １点だけ。補正予算はこれで結構だが、14年度予算とどのようにリンクす
るのか。あいまいな部分を整理しておくべきではないか。先ほど非公共の問題を提起
したが、公共投資的な要素がこちらに相当入るので、それとの関係で、14年度予算で、
ソフトをどう対応させるか努力が必要になるのではないか。 

（竹中議員）  今の御指摘は、今回の補正はハードだけであり、ハードを補正で処理する
として、14年度の本予算では対応するソフトについて考えて欲しい、そういう一体性
を考えて欲しい、という御指摘だと思う。 



 

 14

（本間議員）  例えば、大学で施設を作っても、電気代はどこから出すという話が直ぐ出
る。そういう工夫がなければ、効果あるプログラムにならないので、是非、御配慮い
ただきたい。 

（竹中議員）  有難うございました。最後に総理大臣に御挨拶いただく。 
（小泉議長）  一挙に７つの特殊法人と第二次補正予算を決めていただき、誠に有難うご 

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、限られた中ですが、構造
改革に資するような活きた使い方を、是非とも、これから良い知恵を出して考えてい
きたい。よろしくお願い致します。 

（竹中議員）  有難うございました。以上で、本日の諮問会議を終了したい。 
(以 上） 

 


