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経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 14 年第 15 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年６月３日(月) 17:47～19:17 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

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     塩川  正十郎 財務大臣 

同     片山 虎之助 総務大臣 

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 

臨時議員 尾身 幸次  科学技術政策担当大臣 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)平成 15 年度財政運営について 

(2)平成 15 年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針について 

(3)経済の活性化戦略について 

(4)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○塩川議員提出資料（財政制度等審議会・財政制度分科会「建議」のポイント、 

平成 15 年度予算編成の基本的考え方について） 

○平成 15 年度の予算編成について（有識者議員提出資料） 

○平成 15 年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針（案）について 

（尾身臨時議員提出資料） 

○経済活性化戦略（案） 

 

（本文) 

○議事の紹介 
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（竹中議員） ただいまから今年第15回目の経済財政諮問会議を開催します。本日は

ありがとうございます。 

   まず本日の議事でありますけれども、３点あります。第１は平成15年度財政運

営について、第２は平成15年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方

針について、第３番目が経済の活性化戦略、３つであります。 

   なお、２つ目の議題に関しましては、後ほど尾身大臣に臨時議員として御出席

をいただきたいと思っております。 

 

○平成15年度財政運営について 

（竹中議員） それでは、最初のテーマであります15年度財政運営についてでありま

すが、まず塩川大臣から御説明をお願いいたします。 

（塩川議員） 本日、ちょうど財政制度等審議会の分科会がございまして、そこから

建議をいただきました。その考え方は、いずれ公表されることでございますので、

御承知いただくと思うのでございますが、一言で言いまして、平成15年度予算も

財政規律を堅持して、国民の将来不安を解消し、特に行政コストを厳しく見直し

て、歳出の効率化への信頼回復を図るためにぜひとも努力してほしいと、こうい

うことが主体でございました。そして歳出効率の推進をするためには、“Plan Do 

See" を徹底的にして、既存の事業が本当に有効に使われておるのかどうかという

ことを見直さなければならん。この点についても私たちは平成15年度で徹底して

いきたいと思っております。 

    それから、重点７分野の明確化がこの諮問会議でぜひひとつ御協力いただきた

いと思っております。官民や国・地方の役割分担、経済活性化への寄与、政策効

果などの観点から、諮問会議で具体的な絞り込みをしていただきたい。ついては、

７分野はちょうど１年経ちまして、実行してまいったその結果として、どのよう

にその効果が出ているかということは、諮問会議の先生方自身が認識しておいて

もらわなきゃいかん。言い放しでは困る。一体実態はどうなっておるのかという

ことを見て、その上で７分野を今後とも推進するのか、どう修正するのかという

ことを、これを御指示願いたい。発祥はここですからね。そしてその分野につい

て、これから15年度予算の配分をしっかりと目を開いてつけていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたしたい。 

   それから、各論の詳細についてでありますけれども、今日も諮問会議で私が言

っておりますのは、緊縮財政という考え方ではなくて、有効利用、予算の効率的

な利用ですから無駄を廃する。コストを徹底的に見直していきたいと思っており

ますので、その点の御協力をお願いしたい。その１つとして社会保障についてで

ありますけれども、このことにつきましては、過日申し上げたと思うんですけれ

ども、年金、医療、雇用、それから介護、保育、こういう全般について検討を進

めていきたいと思いますので、社会保障のあり方について諮問会議からぜひひと

つ方向づけをしていただきたいと思っております。 

   それから公共事業等につきましては、長期計画の重点を事業量から事業実施に
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よるところの成果へと転換させていきたいと思っておりまして、公共事業につい

ても、単価の見直しと入札の仕方について徹底的に納得のいく効率化を図ってい

きたいと思っております。地方財政につきましては、地方交付税制度の抜本的改

革による受益と負担の関係の明確化ということが必要でございますけれども、こ

の前申し上げましたように、地方行政と国との関係において、財政法第16条にい

うところの奨励的補助金については、この際、徹底的に見直していきたいと思っ

ております。けれども、交付税については、地方団体、特に市町村の生活費的な

ものが濃厚にございますので、この点の配慮についての交渉は総務省と十分にい

たしたいと思っておりますけれども、先ほど言いました奨励的補助金については、

この際、思い切って見直しをしたい。それからＯＤＡにつきましてもそうでござ

いますけれども、なお厳しく重点的にして外務省と十分に相談いたしたい。決し

て財務省だけで独断的にそういうようなことを決めることはいたしませんで、外

務省と十分相談して決めるということにいたしたい。こういうことを主眼にして、

私の方で準備を進めていきたいと思っております。 

   なお、平成15年度財政運営の目標について、以前から新たな考え方を６月中に

まとめると申し上げてきたところでございますので、まとめまして、次回の諮問

会議で私の考え方として申し上げたいと思っておりますので、御審議よろしくお

願いいたしたいと思っております。 

   以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。予算編成の基本方針につきまして、民間４議

員にもお考えをおまとめいただいておりますので、本間議員から説明をお願いし

ます。 

（本間議員） それでは民間議員のペーパーを用意いたしましたので、概略につきま

して、私の方から説明させていただきたいと思います。 

   本年度予算は中央省庁再編後初めて予算編成が総理の下で行われたわけであり

ますが、その成果は30兆円以下、特殊法人予算の１兆円削減など非常に大きな進

歩が見られたということであります。しかし、これから考えていかなければなら

ない問題もありますので、その点について、このペーパーは言及し、まとめたと

いうことであります。 

   来年度予算、15年度予算において、まずやらなければならないこと。今年は裁

量的な支出の部分のところについてはかなり踏み込んだわけでありますけれども、

非裁量的な、いわゆる制度予算的な問題についてはやり残した部分もございます。

これは国民の負担に報いる制度を確立していくためには、地方行財政制度、社会

保障制度等の根本的な改革、これを進めて、予算に着実に反映していくというこ

とが必要であろうというぐあいに考えます。 

   その点で言えば、少子・高齢化の進展の中で国民負担率を抑制し、そして効率

的な政府を実現していくためには、「改革と展望」で示しました中期的な歳出改

革というものを加速化をしていくことが肝要であると考えております。 

   それから第２の課題、これは総理のリーダーシップのもとで特殊法人・公益法
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人の改革に相当相当踏み込んでやったわけでありますけれども、中央・地方の行

政改革につきましては、必ずしも効率的な政府実現への歩みというものが確実に

進んでいるというイメージは国民にはございません。そういう点でいま一度国と

地方政府の予算の問題を、この人事管理も含めて各省庁の削減目標、目標管理、

人員再配置等も含めて行政改革の実を上げていくということが来年度の予算の中

でも重要ではないかというぐあいに考えております。 

   第３は、昨年非常に大きな改革を総理主導型の意思決定システムということで

成果があったわけでありますけれども、昨年の「骨太の方針」の中でも書かれて

おります通り、予算編成のプロセス、あるいはその手法というものを今後きちん

と確立していくということも重要でございまして、その点について、後でまた言

及をさせていただきたいというぐあいに考えます。 

   それでは、２の予算編成の基本的な枠組みの問題であります。大体これまでの

議論は、各省庁の所掌の中で、あるいは各局の所掌の中で縦割り的に行われてい

るという性格が若干残っておりまして、その点で経済財政、歳出と歳入というも

のの自律性が余りにも高すぎるというような点が全体の予算編成について障害に

なっている面も否定できません。その点で、来年度の予算はこの点について十分

配慮していく必要があろうかと思います。 

   それから、経済状況がグローバリズムの進展の中で刻々と変化をしていく中で、

12月の段階で一度来年度の見通しを立てて、それでずっと経済財政運営をしてい

くということが若干マネジメントの点で非常に問題が起こってくるケースが生じ

ております。この点で必要に応じて経済見通しの年央の改定ということも行うべ

きではないかと考えております。 

   それから予算編成は、もちろん中期展望を常に見直しながら、これと整合性を

とり、先ほど申し上げましたように、加速度化させていくと、こういうことが必

要であろうと思います。その点でスタートの段階から歳出総額、一般歳出総額の

見積り、重点分野への予算配分、予算の背景にある制度改革の基本設計、税制改

革との関連など全体像を明らかにしつつ、整合的に進めていくということが肝要

であろうかと考えます。 

   ３番目は、昨年の「骨太の方針」の中で掲げております予算編成プロセスと手

法の問題であります。これは予算編成プロセスの改革の必要性というのが、従来

これまで限界的な部分のところの方向の調整というものが主だったものでござい

ましてけれども、今後大きく行財政改革を進めてまいりますためには、トップダ

ウンの意思決定、これは予算の背景の制度の改革方針でありますとか、あるいは

分野間の優先順位の問題、分野ごとのメリハリの問題でございますけれども、こ

のトップダウンの決定と実務的にきちんと事業評価に基づく個別事業の選択、個

所づけ等の問題、執行の問題も含めてボトムアップの選択、この双方がうまくか

み合って、初めて予算編成の実が上がってこようかと考えております。この点で

このトップダウン的な要素をきちんと確立して、総理主導の仕組みを強化してい

くということがこれまでにもなく重要性を増しているのだろうと考えております。
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また、ボトムアップの選択については、これは透明性が低い、効果の低い事業と

いうものを、必ずしも排除できていない点を考えてまいりますと、査定・執行の

両面で「新しい行政手法」の導入というものを積極的に検討を進めていく必要が

あろうかと思いますし、このことが透明性のあるわかりやすい予算編成につなが

っていくのではないかと考えます。 

   それから、先ほど申し上げましたトップダウンの仕組みの強化でありますが、

これは諮問会議におきまして、予算の全体像を審議しつつ、各省が予算要求を準

備するために、必要なガイドラインを検討し、閣議了解をとっていくというよう

なプロセスも考えられると思いますし、これに基づき、８月末には各大臣が予算

あるいは行政の抜本的な改革、これは昨年のイニシアチブ、あるいはプランとい

うことを御議論いただきましたけれども、改めて諮問会議の場で表明をしていた

だきまして、それを集中的に審議をし、そして総理に指示をしていただいて、各

大臣が責任を持って「根元」から政策・歳出というものを変革するということを

プロセスの中で充実させていくということが肝要であろうかと考えます。 

   そしてその上で、諮問会議の場の中でさらに検討を加え、「予算編成の基本方

針」をとりまとめ、年末の予算案の決定に向けて慎重な審議を進めていくという

ことが必要であろうかと考えます。 

   それから３番目のボトムアップの予算編成の改革でございます。これは昨年も

問題になりましたけれども、この予算の目的、効果というものを各省庁別の予算

配分と目的別の予算配分を横断的にきちんと透明性を確保していくためには、「マ

トリックス型の予算」をきちんと策定し、そして全体が見通せる、そういう改革

というものを進めていく必要があろうかと考えます。 

   そしてさらには、ボトムアップの前提条件であります事前的な政策評価、ある

いは事業評価ということをきちんと確立し、具体的には、Ｂ／Ｃなんかがその前

提でありますけれども、そしてその後、事後的な評価というものをきちんとフィ

ードバックさせるメカニズムというのを入れ込んでいく必要があろうかと思いま

す。先ほど塩川大臣の“Plan Do See" というのがまさにこれに対応しているもの

であります。 

    それから平成15年度予算につきましては、これは政府の効率性というようなこ

とを考えますと、総人件費の抑制を含め、全体の分野で歳出改革を加速化して、

一般的な歳出総額、歳出全体の一般会計全体を厳しく見直していくということが

必要であろうかと考えます。昨年は歳出全体を５兆円切って、２兆円を重点分野

に回した経緯がございます。これを踏襲しながら、今年も一層メリハリがある予

算を編成し、経済の活性化に結びつけていくということを予算面からもやるとい

うことだろうと思います。 

   最後は、当初予算を決めていく場合が、補正予算を組むか組まないかというこ

とは別問題といたしまして、トータルな改革の姿というものをきちんと精査をし

て確定した上で、構造改革に資するような形での方針を平成15年度予算の前提と

して確立する必要があろうかと考えております。 
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   以上であります。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、平成15年度財政運営につ

いて、どうぞ御議論いただきたいと思います。 

（塩川議員） まず最初に非裁量的な、いわゆる制度予算を抜本的に見直すというこ

とですか、これは本当にこの諮問会議でやっていただけるのでしょうか。この問

題を提案していくのは誰がやっていくのでしょうか。これは各省がそれぞれやっ

ていくのでしょうか。それとも、これこそトップダウンで、これをやれと出てく

るのでしょうか。どうなんですか。１番はそれです。 

（牛尾議員） いわゆる従来の裁量的な支出の削減という点では平成14年度はかなり

成果が上がったと思いますが、非裁量的な制度改革はトップダウンでやらなけれ

ば、これは実現できないだろうということで、トップダウンの意思決定について、

今度はかなり詳しく述べたわけです。これは大きな項目が４つか５つでしょうか

ら、それに関しては総理の方針を決めてもらって、各大臣にまず進めてもらうと

いうことが非常に大事であると思い、もちろん経済財政諮問会議でも方向につい

ては議論しますけれども、実行はやはり各大臣のイニシアチブでやってもらう、

そういうものを持ち寄って必要なガイドラインが検討されていくということです。 

（塩川議員） じゃ、トップダウンの提案するネタというものは各大臣から持ってこ

いということなんですね。 

（牛尾議員） ある程度の方向性は示しますけれども、最終的な部隊は各大臣だと思

います。 

（塩川議員） そこをはっきりしてもらわんと。 

（小泉議長） いい例が地方交付税だよな。これを見直してくれと、それを大臣つく

ってくれと私、言っているんですよね。あるいは社会保障制度もそうですよね。

年金の問題、大きな問題は、こういう方針でやるから案を出してくれと言わない

と出てこないな。 

（塩川議員） 社会保障といったら社会保障で、年金についてはこういう方向でと、

また医療については各自で実施すること、それから雇用については、今までの雇

用の検討をして、どこを直すということ、そういう踏み込んだところまでしても

らわないと、ここで決めるのはいつも総論を決めているから全然形が出てこない。 

（牛尾議員） 担当大臣に来てもらって、答えを出して提案してもらいます。 

（小泉議長） 道路財源なんかいい例だよ。決めたら、見直しに全部反対だ。 

（牛尾議員） 総理、そういうことでいいですよね。 

（小泉議長） そうそう。 

（牛尾議員） 各大臣がちゃんと責任を持ってイニシアチブを出してもらいます。 

（塩川議員） そうすると、ボトムアップとの関係はどうなるのか。 

（小泉議長） それは無理だって、党にやったら全部現状維持だもの。 

（塩川議員） そうでしょう。 

（小泉議長） 今みんなそうですよ。道路公団民営化も、住宅金融公庫廃止も、民間

参入も、党に聞いたら全部反対じゃない。同じ仕事をやらなきゃだめだ。 
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（牛尾議員） それは非裁量的な議論もあります。そこはつながったらいいじゃない

ですか。 

（塩川議員） そんなややこしいことを言わないで、はっきり書かないと、あれもこ

れもとなったら。 

（牛尾議員） 皆さんがそういう御意見ならいいです。 

（片山議員） 私どもの地方交付税制度の見直しを私どもやっていますし、やります

けれども、これは地方制度調査会だとか、地方分権改革推進会議がありますね。

これは本来の仕事は持っているんですから、その辺の調整が１つあるのと、やは

り党がいろいろ言いますよ。党の方でいろんな合議体がありまして、これはなか

なかね。結局は制度改正がなかなかいかないのは、最後は法律通さないといかん

のだから、法律を。 

（塩川議員） 大根を切ったような答えは出ない。しかし、この問題については、方

向はこうして、今後変えていこうという方向を出していったら、これが改革につ

ながっていく。 

（小泉議長） 公共事業だって、削減には党が怒っているんじゃないか。みんな現状

維持だ。 

（塩川議員） 今日も財政審でその話が出たんです。私はそうじゃないと、無駄を拝

するんだと。何も事業量を削ると言っていない。 

（小泉議長） 無駄を廃止することを言わないと。聞いていれば、予算を増やせと減

税ばかりだもの。 

（竹中議員） 基本的には、今、国と地方が１つのいい事例になるんですが、まず片

山大臣に案を出していただいて、幾つかの議論すべきポイントが出てきますから、

そこで総理に改めて方向を出していただいて、またそれを受けてやっていただく

と、そういうことだと思います。 

（片山議員） そこで財政審が言っていますけれども、地方交付税というのは財源保

障と財政調整だと。ところが、これは一体なんですね。どの部分が財源保障で、

どの部分が財政調整で、これは分かれていないんですよ。そこのところはよくお

考えいただいて、財源保障の方は切れと財政審も言っていますけれども、切れな

いです。そこのところは税と絡むので、国税、地方税のあり方と。だから案をつ

くりますよ。５兆5,000億円つくったんだから。 

（塩川議員） 税と絡むものもあるし、計算の基準のとり方もある。そこらは冷静に

見ていったらいいので。 

（牛尾議員） まず総務大臣に案を出してもらって、そこからまた議論を次に進めて

いけば良いのです。 

（塩川議員） 社会的ニーズが変わってきておって、これこそシビルミニマムなんだ

よ。変わってきているものが依然として同じようにやっているからだめなんだ。 

（片山議員） 交付税を切ると、みんな倒れるんですよ。 

（牛尾議員） この間も厚生労働大臣が塩川財務大臣に、年金を根本的にどうするん

だということをおっしゃいました。そこで、今度は厚生労働大臣は、さらに塩川
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大臣のおっしゃった提案を土台にして、根本的なことを考えて、経済財政諮問会

議で提案してもらわないといけません。 

（塩川議員） こっちが提案するから、ここで答えを出してもらわないと。 

（牛尾議員） 我々もペーパーを全部出しています。 

（塩川議員） 諮問会議だから、諮問に答えてもらわないといけない。 

（牛尾議員） それをトップダウンでやってもらおうということです。 

（片山議員） 案を出しますが、それは交付税だけではなくて、国税、地方税、国庫

支出金併せて。 

（牛尾議員） 一番先に地方交付税の例を出したのは、一番難しい話だからです。税

としてはあんまりよくないけれども、わかりやすくしないといけない。 

（塩川議員） それから本間先生、難しい言葉で「マトリックス型予算」、これはど

ういうことですか。 

（本間議員） 例えば、科学技術の場合でも、文部科学省もございますし、厚生労働

省もございますし、いろいろまたがる問題がございます。 

（小泉議長） 重複を直せと。 

（本間議員） はい、そういうことです。 

（牛尾議員） 科学技術関係をずっと並べて、科学技術分野とし、各省別に分けて、

総体を見ます。 

今、同じことを複数の省庁でやっておるわけです。 

（塩川議員） それから本間先生、民間議員ペーパーの３ページ目の一番最後のとこ

ろで、「また、補正予算を組む場合も…」と、今からこんなことを書いてもらっ

たら、最後の「・」のところはとっておいてくださいよ。こんなのだったら、初

めから腹くくっているような。 

（本間議員） これは先ほども申し上げましたように、ここは補正予算を組むという

ことを前提としているわけではございませんで。 

（塩川議員） そうとりますよ、これは。 

（本間議員） 実は当初予算と補正予算の方針が微妙に違うんですね。表現を工夫さ

せていただきます。 

（塩川議員） 組む組まんということを言わなかったら一番いい。 

（牛尾議員） 本予算は、それで完結するはずなんです。 

（本間議員） ここは事務方ともいろいろ相談をしたんですが、当初と補正がちょっ

と性格が違うので。 

（塩川議員） 役人は補正予算を組みたいですよ。政治家に一番いい顔できますもの。 

（本間議員） それを推薦しているわけでは全然なくて、ダブルスタンダードでやっ

ていますので、それを全体として整合的な形で。 

（小泉議長） ちょっと表現変えましょうよ。 

（本間議員） はい、わかりました。 

（塩川議員） これは消しておいてください。 

（小泉議長） カットして。 
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（竹中議員） それでよろしいですか。片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 民間有識者議員の出されたペーパーの３ページの（3)「ボトムアップ

の予算編成システムの改革」の２つ目の「・」ですね。「厳格な政策評価、事業

評価を行うシステムを確立し」とあるが、これは４月から確立しているんです。

総務省というか、全部の役所がやっているんです。それから、全部こういうこと

の仕組みができています。あとは予算編成に生きるかどうかなんです。 

（本間議員） まさにそういうことです。 

（片山議員） それを書いておいていただかないと、新しい制度をつくるようなこと

になる。 

（牛尾議員） 事業評価の結果を確実に反映する仕組みです。 

（本間議員） 実効性のある形でシステムができ上がっているかどうか。 

（片山議員） 行政機関政策評価法というのは４月から施行になっていますから、こ

れを厳格に運用して、その結果を予算編成に反映すると、それだけでいいですか

ら。そうでなきゃ、別の仕組みをつくることに。 

（本間議員） いやいや、そんなことは全然思っておりません。 

（牛尾議員） 「システムを確立したが、これを予算編成過程に十分反映しなければ

ならない」と書けばいいですね。 

（塩川議員） そういうことです。 

（竹中議員） ほかに、どうぞポイントがございましたら指摘してください。 

（古屋経済産業副大臣） 今日、平沼大臣が福井の原発に、新設２基ということで、

最終決定の日でございまして福井に行っております。大臣から預かってきており

ますので、大臣の意向を３点申し上げさせていただきたいと思います。 

   まず１点が、歳出削減あるいは財政規律の必要性というのは一定の理解を示し

ておりますが、ただ、どういった尺度、どういった分野別のメリハリ、あるいは

優先順位をつけていくのか、これが極めて重要だと、こういった思想で取り組ん

でいく必要があるのではないか、この点が第１点でございます。 

   それから第２点は、重点７分野は極めて重要でございますが、しかしその中で

も、特に新市場をつくり出す、そして実用化が間近い、こういった技術開発への

集中的な投入が必要である。特に平沼大臣から報告をさせていただきました産業

競争力の戦略会議でもお示しをさせていただいておりますが、これがキーポイン

トでございますので、そういった視点から思い切った重点化というものを図って

いただきたいということでございます。 

   ３点目が、財政審の答申では歳出削減を減税財源とする考え方を明確に規定を

されておられますけれども、歳出カットの努力を民間経済活性化のために回すと

いう考え方というのがあるのではないか、ぜひ御検討をいただきたい。要するに

研究開発や政策投資減税の財源とする、こういうような考え方をぜひ入れていた

だきたい、検討していただきたいということです。 

   以上、３点でございます。 

（竹中議員） どうぞ御意見がありましたら。 
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（片山議員） 重点分野はどう決めるんですか。今年は７分野決めましたけれども。 

（竹中議員） それは先ほど財務大臣から、７分野をどうするかということについて、

民間議員でもう一回議論をしてくれということがありましたから、次回までにぜ

ひレポートを出してもらいたいと思います。 

（片山議員） ７にするのか、８にするのか、６にするのか。 

（竹中議員） マトリックスにするかという問題もあります。 

（小泉議長） 「５兆削減して２兆増やす」というような、今度は「何兆減らして、

何兆増やすか」という問題でしょう。 

（塩川議員） それは予算のフレームのときに出てくるんでしょう。 

（竹中議員） それについては、財務大臣が次回に御提示いただくと、さっき話があ

ったんだと思います。 

（塩川議員） そうそう、６月中に出しますよ。 

（竹中議員） そうですね。吉川議員。 

（吉川議員） ２点発言させていただきます。 

   １つは、今の５兆円切って２兆円増やすという、この考え方ですが、私は大変

いい考え方だと思います。やはり中身を見直すということが一番大切なわけです

から、一方で無駄を大いに切る。しかし中には、今、古屋副大臣がおっしゃった

ように、平沼大臣のお考えでしょうか、伸ばすべきところというのは当然あるわ

けですから、切るべきところは切って、伸ばすところは伸ばす。問題は先ほど事

業評価で、片山大臣がおっしゃいましたけれども、いろんな制度はできているわ

けですけれども、それをどれだけ実効あらしめるか。看板はいい看板がかかって

いても、実は中身がどうもあんまりよくないとか、事業評価がなされているのだ

けれども、それが予算編成に実際上は生かされないとか、とにかくいろんな問題

があるわけですね。そういうことはよく知られているわけで、そうした本当に無

駄なところを削って、伸ばすべきところを伸ばすというのをぜひとも、もちろん

総理のリーダーシップの下で、諮問会議の中でもどういうふうに予算編成のやり

方をつくるかということですね。どういうことを工夫して、「マイナス５、プラ

ス２」の精神を生かすかということをぜひともお考えていただきたい。これが１

つです。 

   それからもう１つは、予算編成、これは経済の実態等を見ながらやっていかな

ければいけないということですから、経済の実態、見通しが通常年末なんですが、

２回くらい年央にも、やはり足元できちんと見定めて、それを踏まえて、とにか

く本予算をきちんとつくっていくということが必要ではないか。２点です。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。 

（塩川議員） 先生、２回ぐらい見定めということはどういう意味ですか、検討し直

すという意味ですね。数字の検討をするということであって、予算の調整をする

という意味ではないですね。 

（吉川議員） そうじゃないです。 

（塩川議員） わかりました。 
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（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） ３ページの４番に書いておられます平成15年度予算ですが、総人件費

の抑制を含めということが書いてあります。これは話としてはもっともなんです

が、具体的に総人件費の抑制というのはどういう形でやるのかということは非常

に大事な話で、もし定員削減だとかそういうような話になれば、やはり受皿の問

題とかそういうことなしにバサバサ切っていくということは、これは国民が負担

をするということですから、やはり総人件費の抑制を含めるということは非常に

慎重に行っていただきたい。そういうふうにお願いしたい。 

（小泉議長） 地方自治体なんかで結構成功しているところがあるんですね。という

のは、首を切らないで民間委託していく。そうするといろんな事業のコストも削

減される。同時に人件費も抑制していく。民間の方は仕事が増える。地方自治体

のそういういい例を参考にしながら、投資的経費がいつも一般歳出の問題で問題

になるけれども、経常経費で、これも無駄な点を見直すということが大事だと思

いますね。 

（竹中議員） では、本間議員、牛尾議員。 

（本間議員） この国・地方をあわせて行政改革をさらに進めるということを申し上

げましたのは、世の中では国立大学の独立行政法人化によってこの問題はクリア

されているのではないかという指摘が非常に強くございます。それは非常にロッ

トが大きいわけですから、実質的に国と地方の行政の効率化ということが形だけ

で終わっているんじゃないかということでございますので、そういう意味でここ

では書かせていただいたというのが真意でございます。 

（牛尾議員） 我々の資料２ページの３.の（2)に、「これに基づき、８月末までに、

各大臣が所管行政・予算について抜本改革案（イニシャティブ、プラン）を諮問

会議の場で表明し、それを集中的に審議をすることを通じ、総理の指示の下で各

大臣が責任を持って政策・歳出を『根元』から変更するというプロセスを構築す

る」とあり、こういうやり方は初めてなんです。各省が準備するために必要なガ

イドラインをつくるのは８月の末ですから、各大臣で、特に重要な制度改革を持

っているところは、７月、８月に相当作業してこれを実際に提案してもらわなけ

ればいけない。しかも初めてなので、党との関係等いろんなことがあると思いま

す。 

（塩川議員） これは諮問会議で初めてですけれども、以前は党と大蔵省でやってお

ったんです。部会が。それを今度取り上げて。 

（牛尾議員） 表を出して、しかもオープンにしてやるわけですから、そういう点で

はガイドラインがどのようにまとまるかが、この構造改革の基本になると思うの

で、ぜひ全議員の協力をお願いしたい。 

（小泉議長） 今までと違うところは、部会でやったら減らすところは言わない。増

やすところばかりだもの。これがだめだった。去年も今年もそうだけれども、減

らすところがあるんだ。減らすところは党は絶対やらないからね。これは我々が

やらなければいけない。 
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（牛尾議員） 今年の暮れには中期展望で歳出等の削減は抜本的な改革を通じて中期

的な歳出改革を加速する必要があるという判断をしています。あの気張った長期

計画よりも、一段下げていかないと財政はもたないということになっていますの

で、今度は相当力を入れてやらないとますます国債の格付けは下がる一方になり

ます。 

（塩川議員） 今年こそ正念場ですよ。去年14年度じゃない、15年度が正念場です。 

（牛尾議員） 全く同感です。 

（塩川議員） たまには意見も合うんだね。 

（竹中議員） 今年が正念場だというのは、恐らく皆さんおっしゃるとおりだと思い

ますので、具体的には財政規律の精神を、「マイナス５、プラス２」をどのよう

に変えていくか。これは財務大臣からまた御提言をいただくということと、重点

分野の見直し等々については、また次回民間議員から御提案いただくということ。

それとプロセスの抜本的な見直しということを重視するということを確認させて

いただきまして、今日の議論を踏まえまして、これはまとめに入らなきゃいけま

せんので、総理の御指示を受けながら、私の方でとりまとめに当たりたいと思い

ます。次回、いずれにしても、議論をまた続けていただきたいというふうに思っ

ております。 

 

○平成15年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針について 

（竹中議員） それでは、尾身大臣にお見えいただきましたので、次の議題に移らせ

ていただきます。総合科学技術会議の「平成15年度の科学技術に関する予算、人

材等の資源配分の方針（案）」に関連して、尾身大臣から御報告をいただきまし

て、議論をいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

（尾身臨時議員） 平成15年度に向けました科学技術会議の方向でございますが、世

界最高水準の科学技術創造立国の実現を目指すということでございます。それか

ら、空洞化に直面している現状に鑑みまして、経済活性化、あるいは産業競争力

の強化を我が国政策の最優先課題としたいということでございます。それから、

科学技術への投資につきましては、整理、合理化をすべきものは整理、合理化を

して、重点的拡充を進めることにしたい。以上が基本的な考え方でございます。 

   どういう点が重点かといいますと、戦略的に重点化していこうということで、

１つは基礎研究の推進でございます。それから２番目が重点研究分野についてで

ありますが、従来のライフサイエンス、情報通信、環境、それからナノテクノロ

ジー、材料という４重点分野を最優先の重点分野とし、それから、エネルギー、

製造技術、社会基盤、フロンティアの４分野を準ずる分野として考えております。

特に３番目でありますが、近年、物理学、化学、生物学、情報学等の既存の分野

を越えた領域、融合分野といっておりますけれども、これをしっかり力を入れて

やりたいということでございます。 

   それから、(3) が科学技術についての融合分野の研究者、それから知的財産に

関する人材を重点的に育成したい、こういうことでございます。 
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    それから、次のページにまいりまして、経済活性化のための研究開発プロジェ

クトを立ち上げたいと思っておりまして、２種類あります。１つは比較的短期間

で実用化が期待される技術課題、もう一つは将来発展が期待されますが、潜在的

可能性の高い基盤的な分野、その２種類についてプロジェクト研究を進めたいと

いうことでございます。これは産学官連携によりまして、１件当たり大体５年間

で50億円から300億円ぐらいのものをめどとして、20から30ぐらいのプロジェクト

をスタートさせたいと考えております。現在、50ぐらい関係各省あるいは関係大

学と協議をしつつ、総合科学技術会議でとりまとめておりますが、これを絞って

いきたいと考えております。 

    例えばの話でありますけれども、検討中のプロジェクトの中には、極端紫外線

露光による半導体製造技術の開発、これは光を使いまして、57ナノメートルとい

う極めて微細な加工技術を開発したい、こういうことでございます。それから、

２つ目でものづくりの仮想試作システムということで、コンピュータを使いまし

てものづくりの仮想的な試作品をつくって、何回もこれをやり直しまして、現実

の試作品なしに高度な製品を開発できるシステム、これは製造業の起死回生の鍵

となるものと考えておりまして、こういうプロジェクトも立ち上げたいというふ

うに考えおります。 

   それから、４番目が科学技術システムの改革でございまして、競争的資金の改

革及び拡充。特に若手研究者の自立をさせ、そしてまた、その資金を拡充すると

いうこと。それから、公平な審査体制によりまして、従来、硬直的と言われてお

りました研究資金の配分をもっと弾力的にするということでございます。それか

ら、研究の代表者に給与とか、あるいは人の選定とかの責任と権限を与えて、そ

こを中心にしてやるということであります。それから、年度間で切れ目ができる

ことのないように、研究開発の継続性を保っていくような制度にしていきたいと

考えております。 

    大学の施設については、５か年計画の３年目でございまして、約50％を超える

ところまできておりますが、これをきちっと推進をしていきたいと考えておりま

す。それから、その中で産学官連携の推進でありますが、当事者間で責任をもっ

て合意した内容に、きちっと産学の間で契約できるような自主性を持たしていき

たい。それから、大学発ベンチャーの創出に向けまして、起業者の育成機能を充

実いたしましたり、あるいは融資についての個人保証が今慣行となっております

が、このために、いわゆる敗者復活ができないということございまして、この個

人保証の慣行を撤廃していきたいと考えております。 

    それから大学の改革でありますが、大学が非常に近代的になっておりませんの

で、これを改革するためには、１つは大学の教授人を選定するときに、少なくと

も70％ぐらいの人は、ほかの大学なり、ほかから来た人を入れるというとことで、

純粋培養で日本全体の力が落ちているのをカバーしていきたいと考えております。

一応、70％という数字を挙げておりますが、文部科学省の方はまだ数字を挙げな

いでほしいということでありますけれども、一応ここでは数字を挙げておきまし
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た。 

    それから、助教授は教授を助けるということになっているのでございますが、

外国でのアシスタント・プロフェッサーというのは、独立した研究者としてやっ

ておりまして、そういう意味で講座制の弊害をなくしていきたい。つまり、若手

をもっと活用していきたい、こういうことであります。 

    それから、地域の科学技術でございますが、一番最初のところに書いてあるの

がポイントでありまして、地域経済の活性化のために、公共事業依存型の地域発

展から、科学技術駆動型の地域経済発展へという流れを一層促進をしていきたい。

そういうことで大学を活用して、中小企業あるいはベンチャーを育てたり、中小

企業と大学をつなぐコーディネーターを養成したりしたいというふうに考えてお

ります。 

    それから、文部科学省の知的クラスター（全国10か所）、経済産業省の産業ク

ラスター、これはプロジェクトと言っておりますが、全国19か所でございますが、

こういうものを相互調整をしながら促進をしていきたいと考えております。先日

も多少議論がございましたが、地方公共団体からの国立大学独立行政法人の寄附

金等を一定の要件のもとに可能とするような規制緩和をぜひ検討していただきた

いと考えております。 

   それから、知的財産でございますが、研究者が知的財産とか、あるいは関連す

る技術に関する情報を活用して、戦略的に研究開発を実施できる体制を整備した

いと思っております。 

   それから、知的財産の所有権を、研究者への十分な還元を図りますけれども、

この機関帰属にしていきたいということであります。 

   それから、バイ・ドール条項でありますが、これは政府資金等によります委託

研究開発をした場合に、その知的財産を受託者へ100 ％帰属するということをア

メリカで決めておりまして、このために民間企業の研究開発への意欲がものすご

く高まっております。日本も同じ法律ができているのでありますけれども、しか

し、適用がまだ10％台ぐらいでございまして、役所によっては全然適用していな

いところもありますので、これを全部の委託研究開発制度に適用するというふう

にしていきたいと考えております。これに伴って知的財産を帰属させた相手が独

占的ライセンスを得るわけでありますけれども、これを海外で生産するような場

合には、アメリカにおいては、その担当の役所が審査をするということになって

おりまして、この点については、アメリカ並みの制度を導入したいと考えており

ます。 

   それから、研究開発システムにつきましては、公正で透明性の高い制度にした

い。それから、研究開発関係特殊法人でございますが、科学技術関係の特殊法人

は、他の特殊法人と異なりまして、専門的知識を有するスタッフを備え、質の高

い研究開発を推進するとともに、年度を越えて切目なく研究開発を実施できるの

は、特殊法人を経由するものでございまして、我が国の研究開発に果たしてきた

役割は極めて大きいと考えております。去年は特殊法人改革の中で、科学技術だ

 14



 
平成 14 年第 15 回 議事録 

 
けを例外ということを私どもががんばりますと、全体の特殊法人改革がうまくい

かないという配慮もございまして、実は一律に２割程度の削減をいたしましたが、

そのために研究現場で大きな支障が生じております。したがいまして、平成15年

度につきましては、ぜひ研究開発型の特殊法人の有している能力、機能等の弾力

性が使えるようなことをしていきたいということで、特殊法人の活用を一層拡充

していきたいと考えておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

   それから、施策の重点化にあわせまして、必要性を見極めまして、必要な整理、

合理化を図り、メリハリのある予算の資源配分をしていきたいということでござ

いまして、概算要求の前後に当たりまして、各府省の要求状況をチェックいたし

まして、府省の枠を越えた効果的な取り組みとなるよう調整をしたいと思います。

施策の内容は精査をいたしまして、昨年をつけましたが、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃという

ランクをきちっとつけまして、メリハリを具体化していきたいと考えております。 

   それから、科学技術についての基礎教育をしっかりと充実したい。 

   それから、知的特区の問題について、先日総理からのお話もございましたので、

私どもは大学病院研究機関等に係る硬直的な規制の壁を破るということで、大変

有意義であると考えておりますので、この知的特区の問題についても検討してま

いりたいと考えております。 

   それから、これに伴いまして、科学技術の税制に関してでございますが、この

機会に一言申し上げさせていただきたいと思います。基本原則はこの21世紀初頭、

私どもの経済政策の課題は、急速に進展しつつある産業空洞化に対応するために、

日本経済の競争力を強化することが基本だと考えております。この鍵は「規制緩

和」と「科学技術の振興」の二本立てと考えておりますが、規制緩和は別にいた

しまして、科学技術の振興をぜひ実現していきたいということでございます。 

   ２番でございますが、試験研究を充実するために、増加分ではなくて、試験研

究費に対する一定割合の税額控除をして進めていきたい。これはアメリカでもや

っている制度でございますが、ぜひそういう制度を採用したいと考えております。 

   それから、ベンチャー企業に対する投資の一定割合を税額控除して、1,400兆円

の個人金融資産をもっとベンチャーに投資していただくということで、イギリス

ではベンチャー企業に対する投資額の20％の税額控除制度があるわけでございま

すが、これは財源としても100億程度でございますので、ぜひベンチャーを育てる

という意味で、これを実現させていただきたいと考えております。 

   それから、留保金課税というのがありまして、ベンチャーについては、内部留

保を増やしてもうかったものを内部留保に回して拡大をしようと思いますと、通

常の税率、中小企業の場合に22％でありますが、多いときには20％、つまり42％

のものすごく高い税率がかかりまして、内部留保を増やすということに大きな障

害になっておりまして、これがいわゆるベンチャーが急成長する妨げになってお

りますので、この留保金課税をぜひ撤廃をしていただきたいと考えております。 

   それから、４番目でございますが、私立大学が実をいうと非常に資金不足でご

ざいまして、国立の方は国の金が入る、私立の方は民間から寄附をされたときに
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非常に税金がとられるという状況になっております。先日も申し上げましたが、

10億円の別荘を寄附しようと思いますと、元値が１億円だとすると、みなし所得

が９億円あるということで、寄附する前に、この寄附をしようと思う人が９億円

相当の所得税が取られる。譲渡所得はこの場合計算をいたしますと２億3,000 万

円になります。つまり、10億円の別荘をそのまま大学に寄附しようとすると、本

人が２億3,000万円の税金を別に納めないと寄附できないということになります

ので、そのために、この種のいわゆる資産寄附がほとんど私学の場合行われてい

ないという実態にあります。これをアメリカ並みにみなし譲渡所得課税を撤廃し

て、寄附をすれば、そのまま大学で使えるようにぜひしていただきたいというふ

うに考えております。 

   以上、税制の方も申し上げましたが、こういう方向で全体としての科学技術を

軸にして、日本経済を強くする、競争力を強めるということをやっていかないと

いけないというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 尾身さんの御提案、私は全面的に賛成なんです。協力したいと思って

おります。そこで、私は２つのことを申し上げたいと思います。 

   １つは、今概算要求の問題をこういうぐあいに提示されてきますと、農林省の

方もやかましく言ってきています。厚労省も言ってきている。そうすると収拾が

つかなくなるので、振興策としての御意見があったということにしてもらって、

概算要求としての話だったということはなしにしておいてもらいたい。これ、よ

ろしいな。これが１つ。 

   それから、その意味において２ページのところで、上から３のところの②のと

ころですね。緊急開発プロジェクト、数字がごちゃごちゃ書いていますが、これ

はまさに概算要求みたいなんですね。だから、この精神はわかっているから数字

は書かないようにしておいてほしい。具体的に概算要求のときの話にしておいて

もらいたい。これを出してもらったら、それならうちもと。農林省が出てきます、

厚労省も出てきます、国土交通省も出てきますので、これはひとつ勘弁してもら

いたい。これ、よろしいな。 

   それからもう１つ、ちょっとお伺いしたいのはベンチャーの認定ですね。これ

はきついんじゃないでしょうか。僕らだって中小企業の人と話をしていると、な

かなかベンチャーの認定ができない。今、私のところでベンチャーとＮＰＯの基

準認定が一番難しいと言われておる。これどうするか１回考えてもらえないだろ

うか。そうすれば、税制の面においても相当考えられるんじゃないか。ベンチャ

ーがなかなか採用されていっていないということなんです。ここをひとつ考えて

もらいたいということです。 

   それから、最後の税制のところですけれども、２番目の試験研究費の一定割合

控除。これは検討させてみましょう。しかし、４番目の私立の大学制度、これは

今度、できたら税制改正のときにやりたいと思っております。やり方があるとい

うことを言っておったものだから、いろいろ聞いてみて、分離して、売って金に
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換えてやるところはやっているんだが、そんなことは事実上できない話だから、

これも寄附してもいいんじゃないか。学校法人だけに限ると。でないと、あれも

これもと言われたら困るから、教育、研究のためにやる寄附とかそういう縛りは

かけようと思うけれども、やることはやりたいと思っております。大体そんなこ

とです。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 私は余りいい話はできないんですけれども、地方団体からの国立大学

等への寄附金を何で禁止しているかというと、国がやることは財政法に書いてあ

るんです。地方がやることは地方財政法なり地方財政促進法に書いて、財政とい

うのは分けているんです。国が出すもの、地方が出すものと。それを本来国が出

すものを出さないで、地方に負担転嫁するような寄附金は困るということで書い

ているので、これは規制緩和でも何でもないんです。財政秩序の基本的な考え方

なんです。あなたは若干の議論と言いましたけれども、若干じゃないですよ。昔

からずっと続いている議論なんです。そこで一定の要件があったら、運用上どう

するかというのは法律に書いているんです。そういうことで文部科学省と相談し

ます。規制緩和とあなたは言われるけれども、規制緩和なんかできるわけがない。

規制緩和じゃないんだから。 

   それから寄附金の方は、国税の方はそういうことをお考えになるかもしれない

けれども、地方税は会費ですからね。住民税は。これはほとんど寄附金の免除を

していないんです。これは幾ら言われもそうはいきません。 

   以上であります。 

（塩川議員） 随分誘致している、地方団体が。 

（片山議員） 誘致は誘致なんです。自分の都合のいいことだけ言ってはだめですよ。 

（尾身臨時議員） 地元の大学をてこ入れして、そこで経済を活性化させたいという

要望が非常に強いんです。地元の大学の方も地方と協力をして、今度は大学は独

立行政法人になりますから、今までのような国立大学とはちょっと違った性格に

なるわけです。 

（片山議員） そこは検討すべきですよ。 

（尾身臨時議員） 私がしゃべり終わるまで聞いてください。違った性格になるから、

そこは検討していただきたい。総合科学技術会議でも、これをぜひやるべきだと

いう意見が強いし。 

（片山議員） 聞きました、この前。 

（尾身臨時議員） そういうことですから、ぜひ検討をお願いします。 

（片山議員） 聞いたから、今お答え申し上げました。 

（奥田議員） ３ページの一番上の３の「融資の際の経営者個人保証の慣行を撤廃」

と書いてありますが、大体ベンチャーの成功度なんていうのは、打率で言えば１

割打者だったら成功というぐらいで、３割３分とか、３割５分とか、５割という

のは絶対あり得ない。どうも話を聞いていると、ベンチャーをやれば100 ％成功

して、それが認定されるんだというような、そういう発想にいろんなものがなっ
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ていると思うんですが、やはりベンチャーというのは精密じゃないですけれども、

そういう世界だということを認識して、こういった融資の際の経営者個人保証の

慣行を撤廃するとか、そういうことは考えていただきたいと思うんです。 

（尾身臨時議員） これは実を言うと融資と書いてありますが、実はベンチャーは出

資という格好で資金供給しないとだめなので、間接金融から直接金融の方に移行

するというのが本来の筋道だと思います。ですから、直接金融ということは、つ

まり出資ですけれども、出資についてのインセンティブを与えるということで、

６ページの(1) の方のやり方、あるいは(2) のやり方を我々としてはどうしても

とりたい。それをやれば、３つに１つ、あるいは３つに２つつぶれても、あとの

１つが成功すれば、出資した人はもうかるというような、そういうことで資金供

給をしていかないと、いわゆる担保金融的な間接金融の資金供給ではベンチャー

については無理がある。つまり、税制の問題としてインセンティブを与えるとい

う方向の方が本来の趣旨だと思っております。 

（竹中議員） 牛尾議員、本間議員。 

（牛尾議員） ４ページにある「研究開発型特殊法人の改革の円滑な推進」について

は、前回、小泉総理の下でやった特殊法人の財政支出20％カットを研究開発型特

殊法人（以下「特殊法人」）についても一律にやりました。それを急に戻してほ

しいという御提案ですが、値打ちのある特殊法人もあれば、20％以上切るべき特

殊法人もあると思います。それを一律に論じるのは非常に危険だし、また、４つ

の新しいプロジェクト以降の新たなプロジェクトが山ほどあるので、20年前の最

前線の研究機関の特殊法人は、次のプロジェクト入ることはなかなかできません。

むしろ、新しい特殊法人をつくるか、新しい研究体制の機関のあり方を考えてい

る方が有効な場合が多い。古い体制の、20年前にできた数多くの先端グループは

かなり老朽化している部分がある。その中で例外的に大事だというものもありま

すけれども、そうでないものは、ここでせっかく特殊法人を変えようしていると

ころですから、新しいものをどうつくるかということに議論を集中した方がより

建設的です。研究開発も非常にもてはやされていますけれども、研究機関は旧態

依然な所も多い。先端に行っているところはうまく回っていますけれども、採点

をつければＡからＤまであるので、ＤやＥのところはもっと減らして、新たにＡ

をつくっていく。そのつくり方もアメリカ式、ヨーロッパ式等いろんな形を考え

ていく方がいいのであって、特殊法人で減ったものを安易に全部もとに戻すとい

う提案には反対です。 

（塩川議員） 僕もそうだな、そう思いますね。 

（竹中議員） 後でまとめてお話しいただきますので、本間議員。 

（本間議員）  ２ページの大学等の施設整備というところと、先ほど問題点を指摘し

ていきました３ページの最後の「補正予算を組む場合も」というところの関係を

明らかにしておきたいと思うんですが、昨年、公共事業の中に施設費というもの

を入れ込んでいただきました。これで大学の施設状況が飛躍的に拡大をしたわけ

ですが、予算をきちんと見てみますと、当初予算と補正予算の施設費の割合が著
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しく違うわけです。つまり、当初予算では９対１で、従来の部分が９で施設の部

分が１になっておりますけれども、補正予算の部分は５対２ぐらいになっており

まして、したがいまして、国立大学等の施設整備を進めていくためには、補正予

算がなければ進まないという問題点があるわけです。そこをきちんとした方針を

組み立てていただいて、科学技術時代にふさわしい状況をつくっていただきたい

というのが、３ページの最後の部分の文脈である。したがって、ここの表現を落

とさせていただきたいと思いますけれども、そういう真意があるということをぜ

ひ御理解をいただきたいというふう思います。 

（竹中議員） それでは、古屋副大臣に話ししていただいて、尾身大臣にお話しいた

だきます。 

（古屋経済産業副大臣）  一言だけ。試験研究税制につきましては、財務大臣からも

言及をいただきましたけれども、やはり、これは日本経済の競争力の強化という

視点からも極めて重要だと思いますので、試験研究税制の抜本強化、これはぜひ

お願いを申し上げたい。特に分野の限定ということはいろいろな支障があると思

いますし、欧米ではそういうことは一般にされていないというふうにも聞いてお

ります。ぜひそういうことも含めて御検討いただきたい。 

   以上です。 

（尾身臨時議員）  特殊法人について、今、牛尾議員から話がございましたが、例え

ば原子力とか宇宙とかということについては、我々もいろいろ反省しなきゃなら

ないところがあると思います。ところが、競争的資金を出している、いわゆるグ

ラントですね。そこを出しているところについてはこれをかなり活用していかな

いと、特殊法人を減らして、例えば文部科学省とかを増やしても、その金は、個々

のプロジェクトごとに中央官庁の役人が審査をしたりするには現実に非常に難し

い。だから、特殊法人の能力を使って、もちろん、いろいろな評価するプロが必

要なんですけれども、そのプロを使って弾力的にやっていかないと現実にうまく

予算の執行ができない。そこにかなり無理があって、去年は、我々としては無理

を我慢して全体の方針の中でやったんですが、今年はぜひその点については御理

解をいただきたいと思います。 

（牛尾議員） 理解する部分もあるし、だめなところは増やしてはいけないという趣

旨です。 

（竹中議員） ありがとうございます。この方針の内容につきましては、諮問会議の

基本方針のとりまとめに、皆様の御意見も含めて反映するように調整をしてみた

いと思います。 

 

○経済の活性化戦略について 

 （竹中議員） それでは、残った時間で経済の活性化戦略を議論したいと思います。

これは先般、目次を御検討いただきましたけれども、その目次の中での経済活性

化の部分に関する素案を今日はお出ししております。内容的には総理の御指示に

従って、先日議論した有識者の案と平沼議員の案を中心に関係閣僚の意見も踏ま
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えてまとめたものということであります。 

   事務局の方から説明をさせます。 

（坂内閣府政策統括官）  それでは、お手元にこういうＡ３の絵があると思います。

その下の３枚紙がございまして、その下にまた本体の20枚ぐらいの経済活性化戦

略案という３部作になっております。この大きい紙で説明させていただきたいと

思います。 

    一番上を見ていただきますと、日本経済低迷の要因というのは何かということ

で、「国の過度な関与」でございますとか「地方の個性の喪失」、あるいは経営

力という問題で、「効率性、透明性の低い経営力」、あるいは、せっかくの「人

材が活きない硬直的な仕組み」になっている。あるいは、特許なんかも含めまし

て非常にたくさんあるのにもかかわらず、それがうまく活用されていない「技術

の未活用」、あるいは「市場創造力の低下」と書いてございますが、いわば新し

い商売をつくっていくのが下手だということでございます。 

   どうするかということで、目的を非常に大きくいいますと、キーワードは、「選

択と集中」による産業競争力の強化、それと規制改革を通じた「民業拡大」によ

る市場創造ということだろうということでございます。その２つが出てくるのが、

そこにある基本原則５つ。官から民へとか、技術基盤とかそういうことでござい

ます。 

    具体的には６つの戦略というふうになっておりまして、その下に６つ横に箱が

並んでおりますが、一番左の箱が「経済成長の源泉は人」であるということで人

間力戦略。それから何と言っても、今、尾身大臣からも御説明がありましたよう

に、技術力というのが大切だろうということで技術力戦略。「技術で世界の最先

端に」というのをつけてございます。それから経営力戦略、「スリムで変化に強

い企業経営」。結局は経済も産業が起きるわけでございまして、それは経営力だ

ろうということでございます。それから、「潜在的な需要を掘り起こす」という

ことで、産業発掘戦略というのがございます。それからもう１つが地域力という

ことでございます。グローバル戦略。 

   １つ１つについて簡単に御説明させていただきたいと思いますが、まず一番左

側の「人間力」というところでございますが、尾身大臣からも大学のことがいろ

いろとありまして、尾身大臣のああいう紙も事前にある程度知っていましたから

つくってあるのでございますが、国立大学の早期非公務員型法人化によって大学

の国際競争力をアップする、あるいは時代の要請をする人材育成、これは生物学

系の博士というのは非常に日本は少ないんだそうでございまして、そういったこ

となんかも含めまして、新分野の人材を倍増しなきゃいかん。それから次にあり

ますのは、小学校、中学校、高校ぐらいのことでございますが、個性ある人間の

教育。学校を選択できるようにするとか、習熟度別の少人数指導を推進する。こ

れはこの前、遠山大臣が来ておっしゃっていた話でございます。その下が21世紀

のＩＴというのは、いわば「21世紀の読み書きそろばん」だろうと、こういうこ

とでございます。 
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   「技術力」のところは今御説明があったとおりでございますが、４分野への資

源の集中、あるいは知的財産権の会議をやっておられますが、そういったものの

活用の仕組み。それから、これは先般平沼大臣から御説明がありましたが、「死

の谷」というのがございまして、例えば次世代半導体技術などのプロジェクトベ

ースで国家がプロジェクトを提供していく。これは総合科学技術会議も言ってお

られるわけであります。 

   次が「経営力」でございますが、倒産法制の見直し、あるいは産業再生法を抜

本的に強化するというようなこと。それから、中小企業金融を円滑化するための

地域金融機関の合併を促進する。それから起業・廃業の促進、正確に言いますと、

起業を促進し、廃業を円滑化するということかと存じますが、廃業の方は、先ほ

どもちょっと出てまいりましたが、個人保証というものが合理的かとか、そうい

ったことを考えるということ。すってんてんにならないで済むようにということ

でございます。次が消費者に信頼される企業社会を構築しなくちゃいかんという

ことであります。 

   右に行っていただきまして、「産業発掘」でございますが、最初のところが新

技術、そういった技術をもとにしてつくっていくということ。２番目が安心ハウ

スとか、健康づくりとか、いわば生活産業系、これは実は雇用という関係では、

こういう分野は非常に大きいということでございます。それから食料産業の問題、

それから、この前、片山大臣から御指摘のありました国・地方の行政サービスの

アウトソーシング、また、それを通じて地域の産業を活発化させる、そういった

発想のことでございます。 

   次が「地域力」でございますが、一番最初が構造改革特区という問題です。そ

れからバイオマス、これは先般、武部大臣からの御指摘があったものでございま

す。次が羽田空港の拡張による国際競争力のある大都市の再生。渋滞なんかも入

っておりますが、大都市の機能を高めることを通じて土地問題も解決するという

ことでございます。それから、次も機能を高めるわけですが、都市再生特別地区

の積極的化、これは法律が既にできておるわけでございます。 

   あとは「グローバル」でございまして、ＦＴＡ、それから対内直接投資や頭脳

の流入ということでございます。 

   こうしたこと通じまして、再び力強い社会にもっていきたいということでござ

います。 

   ちょっとだけ本体の方を見ていただきますと、例えば５ページを開けていただ

きますと、一番最初に、これは６つの戦略のところなんでございますが、６つの

戦略というふうに書いてありまして、それから、30のアクションプログラムとな

っております。(1) 人間力戦略となっておりますが、これが６つの戦略の第１が

人間力戦略で、その下に小見出しで「大学改革」というのがありまして、また、

５ページの一番下の方に「時代の要請する人材育成」という小見出しがあります。

この小見出し一つがアクションプログラムで、これが30個あるということでござ

います。それから、大学改革の中に「・」で、例えば法人化の話でございますと

 21



 
平成 14 年第 15 回 議事録 

 
か、「・」の下から２番目を見ていただきますと、文部科学省は、国立大学の法

人化を待たず、つまり、法人化は16年度でございますので、平成15年度から、弾

力的な勤務形態（例えば週20時間勤務）、この場合は給料も半分ということなん

だろうと思いますが、勤務形態による教官の任用を進め、兼業・起業を促進する。

これは非公務員になれば、そういうことは当然契約でできるんですけれども、待

っていられないというので、こういった具体的なものは、「・」で書いてあると

いう仕組みになっているということでございます。 

   以上でございます。 

（竹中議員） それでは、どうぞ御議論いただきたいと思います。 

（塩川議員） 全部やるのか。どうするのか、こんなにより取り見取りで、どこに焦

点を絞るんだ。 

（小泉議長） これは実際やっているんだよ。 

（塩川議員） 実際に動いているのか。 

（牛尾議員） 各省ではもう既にやっているんです。 

（片山議員） やっていることもありますね。 

（塩川議員） やっているのもあるけれども、これはやっぱり絞ってやらないと、こ

んなに勢力を分散してしまったら。それで、僕、嫌みを言うんじゃないけれども、

羽田空港の拡張による国際競争力と言っているけれども、羽田空港の滑走路は何

本あると思っているの。今３本ある。４本目をつくろうとするんだろう。それだ

ったら、何で１本しか使わないの。せめて３本あれば、２本使うぐらいにしたら

24時間十分いける。要するに公害だ何だかんだと言われて遠慮して使っていない

んだよ。それでまたオーケーを出そうとしている。現在ある滑走路をもっと有効

に使ってもらうということをやってみなさい。それから、地方空港の中でも、外

国の乗り入れを受けられるようなものが幾らでもありますよ。空港の国際競争力

を強めるというのだったら、そういうようなことを積極的に考えたらどうだろう。

それからヘリコプターの使い方とか、小型の国内間の航空力、小型の飛行機をも

っと活用させるとかいろいろなことをさせてみて、航空会社の経営指導なんか全

然やっていない。 

（小泉議長） 未利用空港というのは結構あるんだろう。 

（塩川議員） そんなことを放ったらかしで、おもちゃが欲しいばかりに、こればか

り言っている。 

（牛尾議員） おっしゃるように、ケネディ空港やヒースロー空港に比べると利用頻

度は２分の１以下ですね。 

（塩川議員） 使っていない。３本も滑走路があって、何をしているのかと僕は言い

たい。僕も担当者だったものだから言いにくいけれども、本当はこんなもの、何

を言っているのか。 

（小泉議長） 運輸大臣をやったからよくわかっているんだ。 

（塩川議員） よくわかっている。利用していないということだ。 

（小泉議長） 地方空港で受け入れる空港はあるの。大型のジャンボとか受け入れる
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ことができる空港はあるの。 

（塩川議員） 札幌もありますし。 

（片山議員） 今も3,000メートルというのはかなりありますね。岡山でも、広島でも

みな3,000メートルですよ。 

（塩川議員） 岡山なんか貨物がうんと来ている。 

（片山議員） 有機的なネットワークを考えたらいいんだよ。 

（小泉議長） そういう未利用のところを有効に利用するというのも必要だよな。 

（塩川議員） 子どもがおもちゃ欲しいという話だ。こればかり言っている。 

（坂内閣府政策統括官） 東京に用がある人が千歳に下りたのでは、また、そこから

ものすごく時間がかかって、要は、東京で国際会議をやるというと、みんな嫌だ

よねというので、東京ではなかなか国際会議をやらないとか。成田でも遠いと文

句言っているわけですね。ほかの国は空港がもうちょっと近いわけです。 

   それから、これは実は言い出しっぺは牛尾さんやなんかなので、私が代わりに

解説するのも変なんですけれども、塩川大臣がおっしゃっていましたとおり、例

えば、もっと発着間隔を技術的に短くできないかとか、あるいは東京の上空がう

るさくてもいいというのだったら、方向を変えるとかいろんな手はあるようでご

ざいます。そういう余地は当然あると思いますが、いずれにしても、羽田は今で

は足りない。かつ、今足りないものですから、地方の空港がむしろ空いてしまう

のは、羽田の枠がないから地方空港も使えないという問題が非常にあるようでご

ざいまして、羽田を増やすのは、地方空港の頻度を上げるのにも実は役に立つと

いうことがあるようでございます。 

（小泉議長） ３本あるのにどうして２本しか使っていないの。 

（塩川議員） １年しか使っていない。 

（牛尾議員） それは風向きで使うラインが変わる。 

（塩川議員） いやいや、そうじゃない。騒音問題が起こってきたら大変だというの

で使っていないんだ。 

（坂内閣府政策統括官） というか、１つは横風の。 

（塩川議員） 余計な心配して使っていないんだ。そんなものを積極的に知事が交渉

したらいい。それからもう１つ、国内便が東京で足りないというのだったら、調

布空港をちゃんとしなさいよ。あんなものを遊ばせておいて、それで羽田、羽田

ばかり言っている。調布空港をもっと設備しなさい。 

（牛尾議員） よく石原知事とも相談し、羽田を拡大した方がアジアのハブ空港にな

り得るということで提案しています。 

（尾身臨時議員） 沖縄のことを考えますと、大学院大学をつくろうと思っているん

ですが、アメリカから来てもらおうと思うと、成田に来て、成田から羽田に来て、

羽田から那覇に行く、こういうことをするか、あるいは関空に行って、関空から

那覇に行くかという、要するに日本で乗り換えることは関空しかできないんです

よ。だから、羽田だと沖縄まで行ける便がすぐありますから、そんなにおかしく

ないのだけれども、成田に着いた場合には地方空港とのコネクションがないです
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から、これは非常に不便なところがありまして、やはり使い勝手からいうと羽田

の方が使い勝手がいいと。３本の滑走路を使ってもらいたいということはおっし

ゃるとおりだと思いますけれども。 

（塩川議員） 尾身さん、逆に那覇を国際空港で開いた方が早いかもわからない。那

覇から国内へ飛んでくるというようなことが考えられる。 

（尾身臨時議員） 国際空港なんですよ。直行便は採算が乗らないから飛行機会社が

首を縦に振らない。 

（塩川議員） それは使用料かなんかのサービスだ。それをやったらいい。沖縄で四

十何万とか言っているから、そこらは航空政策として政策がないんだよ。今、空

港に対しては政策がないから、もっと政策を生かさなきゃいかん。 

（牛尾議員） 羽田空港問題は財務大臣のおっしゃることも十分考慮した上で。 

（塩川議員） そう言っておいてくださいよ。 

（牛尾議員） 知事ともよく相談して。 

（塩川議員） そうじゃないと坂さんがかわいそうだわ。 

（牛尾議員） それからもう１つ、この提案の中でまだ書き足りなかったんですが、

要するに燃料電池とか、バイオマスとか、いわゆる次の新しい技術開発をやって

いくときや、それができたときに、すぐいろんな規制にぶつかるんです。例えば

燃料電池の場合、水素ボンベを補給する時には、ガソリンスタンドに匹敵するよ

うなものをつくるかとか、ガスボンベを置くといういろんな規制法があって、な

かなかビジネスに乗りにくいのです。そういう新成長分野では規制の総点検を事

前に行いビジネスに乗るような形で、基本的には民間に任せていくというルール

立てを新製品についてやる必要があります。すでに成功している分野は、政府が

規制をつくるのではなくて、業界や各社が企業責任でやっていて全部成功してい

ます。燃料電池やバイオマスやその他諸々の新成長分野での将来あるべき規制の

総点検は、原則として民に任せるという考え方をここで打ち出す必要があるので

はないかと思います。 

（塩川議員） 竹中議員、何をやるんですか、規制緩和の問題もここで議論したらい

いんですか。 

（竹中議員） 規制緩和の問題に関して奥田議員からペーパーを出していただいてお

ります。 

（奥田議員） お手元に、経団連がつくったペーパーがあると思いますけれども、こ

れは経団連がまとめた規制改革の緊急要望でございます。これはビジネスの現場

から出てきた経済界の要望の一例でありまして、経済活性化の鍵を握る民間活力

を最大限に発揮させるためにも重要な改革課題である、そのように考えておりま

すので、ぜひとも内外からの要望なども踏まえて、経済活性化戦略の最終的なと

りまとめの中で、総理の強いリーダーシップの下で各大臣の御協力をいただいて、

また総合規制改革会議にもなお一層の御尽力を賜って、規制改革の具体策を早期

にとりまとめていただきたい。そういう意味でこの資料を出したわけでございま

す。 
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（塩川議員） 規制緩和はものすごく遅れています。だから小泉内閣、何もやらんと

言われるんだ。 

（奥田議員） この前もちょっと言ったんですけれども、この資料は一応出ているん

ですけれども、あんまり気乗りがしないというような感じですね。 

（塩川議員） 全然進んでいない。これは僕らがやかましく言うけれども、なかなか

役所が言うことをきかん。 

（竹中議員） 古屋副大臣、吉川議員どうぞ。 

（古屋経済産業副大臣） 今、牛尾議員の方からも具体的に燃料電池の言及がござい

ましたけれども、この実用が間近くて、なおかつ経済効果が高いという視点から

は、総理も燃料電池の実用化については極めて高いプライオリティを示していた

だいておりますので、実は副大臣会議で燃料電池ＰＴをつくりまして提言まとめ

させていただきました。 

   その内容は極めて具体的な内容でございまして、５つの柱からなっております。

１つは技術開発、それから実証実験、普及啓発、４つ目が規制緩和を含めたソフ

トインフラの整備、そして５つ目が導入インセンティブでございます。特に今も

お話が出ましたソフトインフラ、すなわち規制改革につきましては、2005年の本

格導入時点では規制が原則としてすべて撤廃、緩和されている、こういうような

状態にもっていく必要があるという提言をさせていただいております。 

（塩川議員） 何年に。 

（古屋経済産業副大臣） 2005年本格導入を目指すということになっておりますので、

それまでに、例えばトンネルの中を走りますと、いわゆる海底トンネルは走れま

せん。あるいは１メーター以上壁から外ずさなけれはいけないとかいろいろ細か

い規制がたくさんございます。あるいは保安員をおかなきゃいけないとか、現実

にそぐわない規制がたくさんございますので、こういうものを１つ１つ精査をし

ながら、安全性というのはもちろん大原則でございますが、この規制緩和を徹底

していく、あるいは、まだ日本が技術を持っていないものがありますので、技術

開発も対応していく。この燃料電池は2020年まで500万台、あるいは低地で1,000 

万キロワットというものを実現しますと、経済効果としては100兆円以上の効果が

あると言われております。極めて日本のエネルギー革命になるというぐらいに大

変大きなプロジェクトでございますので、ぜひこれは実用が間近い技術でござい

ますので、集中的に投資していただきたいということを提言させていただいてお

ります。 

（小泉議長） 来年度、政府公用車は燃料電池を使いますから。 

（竹中議員） 吉川議員、塩川大臣の順番でお願いします。 

（吉川議員） 経済活性化の戦略についてなんですが、これを政府に実行していただ

くための監視というのでしょうか、ちゃんとやっていただくための組織が必要だ

と思うんですが、その組織についてお考えいただきたいと思います。 

（小泉議長） 今、規制改革、どこをやっていないのかというのを総合的に見れる場

が必要だね。実際的に何でやっていないのかという点検する場が。 
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（塩川議員） へ理屈ばかり通っている。みなへ理屈ですよ。やる気ないんだもの。 

（小泉議長） 大きい方があったでしょう。外国からのいろんな輸入規制の。総合的

に全部かわるというのを、それの似たような国内版が必要だな。どこが規制を邪

魔しているのがというのがわかる。 

（塩川議員） 事務員に言ったんですけれども、これで３期ぐらいに分けて、例えば、

まず第１期に半年間でこれだけやってくれ、その次の半年間でこれをやってくれ

という順序をつけてやらせたらどうですか。こんなのぼんと持ってきたって。 

（牛尾議員） 経済活性化はすごいプラスです。民間経済が増えますからね。 

（小泉議長） ＯＴＯみたいな、それを集中的にしたんだよ。 

（竹中議員） 規制改革に関しては、総合規制改革会議等々でなかなか苦労しており

ますので、これは以前からの古くて新しい問題ですけれども、もう一度議論を集

中的にしたいと思います。 

（小泉議長） 集中的に、総合的に。 

（牛尾議員） 総合規制改革会議は既に７年やっていますが、実行できていないわけ

です。案は全部あるんです。どうやって実行するかということです。 

（塩川議員） １つずつみんな理屈がある。そんなこと、理屈を聞いていたら１つも

できない。 

（竹中議員） 今回、必ず規制を続ける理屈があるわけで、それをブレークスルーす

るために特区というのを１つの試みとして考えているわけです。 

   残り時間が余りありませんので、特にほかに御発言よろしいでしょうか。奥田

議員、速水総裁。 

（奥田議員） これは場違いな話かもしれませんが、前回に言ったんですが、愛知万

博、古屋さんに申しわけないですけれども、経産省からもこれを言えという話で

す。これは国家プロジェクトでございまして、2005年に自然英知ということをテ

ーマに開催されるわけで、環境問題に対応する技術の展示とか、実験の場として

大いに意義があると。そういうことで日本経済の活性化に大いに貢献すると、こ

ういうふうに思っておりますので、内外に我が国の先進的な取り組みを示すとい

うことで、また海外の優秀な頭脳の流入にもつながると思いますので、ぜひ御認

識をいただきたい。そういうことを言えということです。 

（古屋経済産業副大臣） 今、奥田議員からも御指摘がございました。実は2005年の

万博は21世紀初めて世界で開かれる万博でありまして、これを成功させないと、

今後21世紀なりに、例えばオリンピックの誘致とかいろいろ出てくるときにいろ

んな影響があろうかと思いますので、ぜひこれは省を挙げて、あるいは閣議決定

した事項でございますので、ぜひお願いしたいと思います。 

   それから１つ、これは意外と皆さん御存じないかもしれないんですが、アメリ

カが参画をできない状況になっています。それはアメリカが1993年に、いわゆる

あの当時の財政状況に鑑みて、こういったイベントに国の金を出さないという法

律がございます。それで断られておりまして、過日、関連の上院と下院議員が来

ましたので、私の方から、既にアメリカの経済状況がよくなっているのだから、
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この法案を改正してくれという要望を実は出しております。ぜひそれぞれの立場

でこの法案の改正をすれば、当然アメリカは投資できるわけであります。21世紀

初めての国際博覧会にアメリカが参画しないということは、21世紀が引き続きア

メリカが世界のリーダーであるということをある意味で否定するようなことにも

なりかねませんので、ぜひこの辺は私ども働きかけますが、ひとつ皆様方もよろ

しくお願いいたします。 

   以上であります。 

（竹中議員） 速水総裁どうぞ。 

（速水議員） 経済活性化戦略の中では、先ほど尾身さんもおっしゃった直接金融の

整備ということが１つの大事な問題になってくると思うんです。企業サイドでリ

スクテイクとかリストラとかというようなことを促進する必要がありますほか、

投資家サイドもリスクキャピタルをもっと積極的に供給していくということが大

事です。直接金融市場の整備の重要性が随分指摘されて長い間になりますけれど

も、まだ十分成果が得られていない。 

直接金融を活性化するためには２つの問題が大事だと思うんですけれども、特

に諮問会議との関連で言いますと、１つは公的金融の見直しということです。公

的金融機関が大きなウエートを占めていますと、リスクを適正に反映する金利設

定が難しくなります。結果として資本市場の発展が阻害されていくことになりま

す。 

   もう１つは、金融税制などの税制の見直しをしていく必要があるということで

す。 

個別具体的にいろいろな議論がありますけれども、こういった基本認識を踏ま

えて、アクションプログラムを積極的に推進していくことが必要であるというふ

うに思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。最後に３点だけ申し上げたいと思います。

事務局がまとめた案についてでありますけれども、これはたくさんあってわかり

にくいという御指摘は確かにそのとおりなんだと思うんですが、昨年、同じよう

な意味で改革の工程表をつくりまして、わかりにくくはあったんですが、あれが

あったことによって各部内部署で改革が進んだということも事実でありまして、

これはこれでしっかりと取りまとめをぜひさせていただきたいと思います。それ

に当たっては、ポイントはどこかということは大変重要でありますので、これは

総理の指示もいただきながら、しかるべく、例えば特区の推進主体をつくって、

新しいものについては十分アピールするというようなことを考えたいと思います。 

   今日、羽田の例が１つ出ましたけれども、民間議員の趣旨は、まさにハブを羽

田に持ってくるということが戦略上必要であるという御指摘でありまして、こう

いうことを指摘した上で、それはそれをどのように実現していくかに当たって、

例えば担当の大臣にイニシアチブを発揮していただいて、それはそんなにお金は

要らないんじゃいかと。もっとやり方を変えろと。そういうような議論を進めて

いくことがまさに改革への道筋だと思いますので、御意見を反映しながら、その
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ようにしたいと思います。 

   今週の金曜日の諮問会議では税制に関して同じようなたたき台を提出させてい

ただきまして、来週木曜日の諮問会議は、歳出について同じようなたたき台を提

出させていただきます。その過程で、総理の御指示を仰ぎながら、各大臣といろ

いろ御相談させていただかなければいけないことが一気に出てくると思いますの

で、その点につきましては、よろしくお願いを申し上げます。 

   総理どうぞ。 

（小泉議長） だんだん６月になって議論も絞っていかなきゃならない時期だと思い

ます。要するに簡素で効率的な政府を構築する。これが経済の活性化につながる

ということで、民間でできることは民間に委ねるということを原則にしたわけで

ありまして、14年度で30兆円枠にこだわるのは、もっと国債を増発するという声

を抑えて、何とか30兆円の枠を守りながら、公共事業をはじめ、切るべきところ

は切ってきた。ようやく最近この予算は緊縮だといった批判が影を潜めてきた。

私も事あるたびに、50兆円そこそこの税収がないところで、30兆円の国債増発を

認める国でどうして緊縮という批判が出るのか。私の改革路線を批判している専

門家や評論家がいるけれども、外国の人はみんななるほどと言います。サミット

先進国の中で放漫財政だという批判はあっても、緊縮財政という批判のいわれは

何もないということをよく説明すると、なるほどとわかってくる。 

   大体、最近ムーディーズの格付けなんかでもわかってきたでしょう。今度は平

成15年度は徹底的に無駄を、今まで予算を増やす。景気対策、経済活性化という

と、必ず財政出動、国債を増発する、減税、これは通じないということがだんだ

んわかってきた。15年度予算は増税をしないのだから、無駄な点をどうやって削

減するか、これは引き続き堅持していかなきゃならない。いわゆる歳出改革を加

速させるということがこの経済活性化に重要だという点は、ぜひとも国民にもわ

かってもらえるような努力は必要だと思います。 

   そしてデフレ王国、これも要するに経済活性化戦略なんですから、これについ

て規制改革等はじめ、できるものから早く行わなければならない。さっき言いま

した規制改革を邪魔しているところはどこか、また規制改革を促進させるために

はどういうことが必要かという総合的な場が必要だということはわかりました。 

   関係閣僚にこれからもいろいろ努力をしていただいて、この構造改革路線は全

く揺るぎがないと、これに協力してもらうように私からも今後関連閣僚と話し合

いの場を持っていきたいと思います。大事なところにきたものですから、民間議

員の皆さんにもこれからもよろしく御議論をお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（塩川議員） ムーディーズの格付けはよかった。あれは逆にとった。こういうこと

だから大変なんだと。 

（牛尾議員） 本当に大変なんです。 

（塩川議員） だから裏と表とつくったらいい。本当はこれを使ったらいい。 

（小泉議長） 予算を増やせば景気回復するものではないというのを言っているんで
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すよ。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

 

（以 上） 
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