
平成 14 年第 18 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 18  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年６月 21 日(金) 17:35～18:05 

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 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)「基本方針 2002」(案)について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第４号について 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002(案) 

○「活力」重視の税制改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○予算執行調査について（塩川議員提出資料） 

○動け！日本 日本の優秀企業研究 中間報告要旨 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年18回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

本日の議事でありますけれども、本日は「基本方針2002」（案）について御審
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議をいただき諮問答申を行いたいと存じます。その後で塩川大臣の方から予算の

執行状況について御報告をいただけるというふうにお伺いをしております。 

議事録については従来どおりとさせていただきます。 

○「基本方針2002」(案)について

（竹中議員） まず、基本方針の諮問につきまして、総理から御発言をお願い申し上

げます。 

（小泉議長） 本日は、今後の経済財政運営と構造改革に関する基本方針の作成を諮

問することとしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございます。総理からの諮問文は資料としてお手元に配布

をしております。 

それでは、「基本方針2002」（案）について御説明をしたいと思います。 

この案につきましては、前回の審議等を踏まえ、若干の修正をしております。

前回からの変更点について、事務方より説明をさせます。 

（小平内閣府政策統括官） それでは、お手元の「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2002（案）」に関しまして、変更点のみ、主要なものにつきまして御説

明をさせていただきます。 

まず、１ページにございます「第１部 構造改革の推進と我が国経済社会の活

性化」というところにつきましては、特に変わったところはございませんので、

次の４ページの第２部に移らせていただきます。 

（坂内閣府政策統括官） 第２部でございますが、４ページの下から６行目あたり、

「その際、司法制度改革を総合的かつ集中的に推進し、社会的インフラとしての

司法機能を充実・強化する」というものが入っています。ここはそもそもが裁量

型から事後監視型にということでございますが、それのいわば究極の受け手が司

法だということで、司法制度改革のことをここに入れたわけでございます。 

それから、７ページでございますが、７ページの下３分の２ぐらいのところに、

アクションプログラムの見出しでございますが、「高齢者、女性、若者等が、と

もに社会を支える制度の整備」というふうになっております。前回お示ししたと

きは、「生涯現役社会を支える労働制度、社会保障制度等の整備等」といった見

出しになっておりましたが、「若者」という問題もあるということで、こういう

ふうになっております。それとあわせまして、４行ほど下に「若年者雇用対策に

万全を期する」といった文書が入っておりまして、次のページを開けていただき

ますと、８ページの「健康寿命の増進」、そのすぐ上のところの黒ポツ２つ、そ

のうち１つが「不安定就労若年者等に対する効果的なカウンセリングの実施や職

業訓練の一層の推進」といった形で、この「不安定就労若年者」というのは、い

わゆるフリーターということだそうでございますが、そういった問題。それから

２つ目に、「長期連続休暇制度の導入促進」、こういったことが入っております。 

それから、13ページでございますが、ようやく間に合って入ったのでございま

すが、「規制改革や政府活動の効率化を通じた高コスト構造の是正」の「・」の
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３つ目でございます。これが新たに入りました。ちょっと飛ばしますと、「電気

通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止する等競争の枠組みについて見

直し、平成14年途中に結論を得る。」これはかなり大きな規制改革の話題という

ことでございます。 

それから、14ページでございますが、ここはちょっと直しただけで、「ライフ

スタイルの変化が引き出す潜在需要の顕在化」のところに、１行目の後ろの方で

ございますが、「休暇の長期連続化など働き方、暮らし方の変化」と、ライフス

タイルの中にはこういう問題もあろうかということで、こういうふうに入れてあ

ります。 

それから15ページ、観光産業の活性化のところでございますが、ここにごらん

のように、「休暇の長期連続化」というのを並びで入れてございます。次のペー

ジでございますが、観光産業のところでございますけれども、上の方、休暇の分

散化という話がもともと入ったのでございますが、それにあわせて「長期連続化」

ということも入れております。 

それから、19ページでございますが、「グローバル戦略」というのが下の方に

ありまして、そのすぐ上の２行でございます。場所は「地域産業の活性化」のと

ころで、この場所はもともと林業のことを論じているところでございますが、林

業につきまして、公益的機能でございますとか、森林管理に果たす地域の役割の

重要性といったことを踏まえて、「適正な森林管理のあり方を検討する」という

文章が入っております。 

（小平内閣府政策統括官） 第３部の「税制改革の基本方針」につきましては、特に

大きく変わったことはございませんので省略をさせていただきます。 

（坂内閣府政策統括官） 第４部は26ページからでございますが、27ページの「社会

保障制度」のところを見ていただきますと、下から２行目でございますが、「適

切な給付と負担の水準を確保し」という言葉が入っております。これは両方のこ

とを言っているものでございます。 

それから、31ページでございますが、一番下の②というところがありますが、

そのすぐ上の行、「さらに、農地・森林の有する環境保全等の機能に留意しつつ

政策を推進する。」という文言が加わっております。ここは食料産業、あるいは

農業のことを論じた場所でございますが、こういった農地や森林の多面性といっ

たことを指摘しております。 

それから、次の32ページでございますが、特定財源のところでございます。上

から２行目、「なお」というところでございますが、「なお、特定財源制度は受

益と負担の関係に基づくものであるが、これら諸税の税率については、これらの

税が有する種々の環境改善効果などにも十分配慮し、決定する。」というふうに

なっております。 

それから、33ページでございます。 

（小平内閣府政策統括官） 第５部でございますけれども、下の「１.(2)中期的な経

済財政の姿」のところ、２つ目のパラグラフでございますけれども、「しかし」
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のところですが、「しかし、経済活性化効果が高く」、これは前にありましたけ

れども、その後「新規需要や雇用を創出する効果の高い」というのをつけ加えさ

せていただいております。 

それから、次に35ページでございますけれども、一番上の方でございますけれ

ども、上から６行目、なお書きのところでございますが、「なお、中小企業等の

経営実態に応じた検査の運用確保の観点から、金融検査マニュアルの具体的な運

用例を早急に公表する。」というものをつけ加えさせていただいております。そ

れから、その少し下でございますけれども、「活性化された経済を支える活力あ

る金融システムの」という書き出しがございますが、「金融庁において中期ビジ

ョンを早急にとりまとめる。」と、その後につけ加えさせていただきました。ま

た、「同ビジョンの検討においては、我が国金融業の経営基盤の強化や経済を支

える健全な中小企業に対する資金供給の円滑化についても留意する。」というふ

うにつけ加えさせていただいております。 

次の36ページ、「ウ  当面の経済財政運営等」というところの２つ目のパラグ

ラフでございますが、新しく財政投融資につきまして追加をさせていただいてお

ります。既に決まっている中身を書いておるわけでございますけれども、「14年

度財政投融資については、都市再生、中小企業金融など真に必要な資金需要には

的確に対応するとともに、その事業等について、13年度の実績を上回る事業・貸

付規模を確保しているところであり、今後、その事業等が円滑かつ順調に実施さ

れるように努める。」というふうに追加をさせていただいております。 

（坂内閣府政策統括官）  37ページでございますが、下の方、(3) の①のところでご

ざいます。ここは重点４分野のことを記したところでございますが、①を先般お

示ししたときは、「成長フロンティアの拡大－教育、科学技術、ＩＴ」といった

具合いになっておったわけでございますが、教育というのはもうちょっと広い問

題であろうという御指摘がありまして、「人間力の向上・発揮」というふうに、

いわば表題の方を少し広げたということでございます。 

それから、「文化」というのが入っておりまして、次のページでございますが、

38ページの上から５行目あたりでございます。「文化芸術振興については、心豊

かな活力ある社会の形成及び地域社会の活性化を念頭に置いた振興、事業に着眼

した支援に重点化」というのが入っております。ちなみに、この「事業に着眼し

た支援に重点化」というのは、いろんな文化関係の団体ですとか、あるいは箱物

とかというのと比べて事業、つまり何をやっているか、どういうことをやるかと

いうことに着目した支援に重点化をしていこう、こういう意味でございます。 

それから、「科学技術」のところで、３つ目の「・」でございますが、「質の

高い基礎研究への重点化と研究の評価システムの構築」というのが加わっており

ます。 

   ②「魅力ある都市・個性と工夫に満ちた地域社会」のところの「魅力ある都市」

のところでございますが、「都市の魅力」という言葉の前に「自然との共生を含

む都市の魅力」と。実は都市再生本部が既にいろいろなことをやっている中に、
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こういう自然との共生といった趣旨の事業もあるわけでございます。 

それから、39ページでございますが、④「循環型社会の構築・地球環境問題へ

の対応」のところ、ここも２つ目の「・」の２行目でございますが、「多様で健

全な森林の育成」、「多様で」というのは、例えば杉なら杉だけとかというので

はないということでありますが、「多様で健全な森林の育成など自然生態系の保

全・再生に直接つながる事業」ということになっています。 

それから、「(4)その他の歳出分野」の①公共投資のところでございます。ここ

はごらんいただきますように、『公共投資については、「改革と展望」を踏まえ

つつ、一層の重点化・効率化を推進し』という文章になってございます。従前は

「予算全体の規模を縮小しつつ」という言葉だったのでございますが、そういう

ふうになっているということです。それから新たに加わりましたのが３行目でご

ざいますが、「こうした取組により、民間需要や雇用を創出する効果を高める」

ということが入っております。 

それから②でございますが、ここは社会保障のところでございますが、３行目

です。「改革を行い、歳出全体の見直しを行う。」というふうに修正をされてお

ります。 

それから、⑤でございます。ＯＤＡでございますが、「ＯＤＡについては、援

助対象分野等の更なる戦略化・効率化、執行の透明性向上等を図り、国際情勢を

踏まえて我が国の国際的責任の十全かつ適切な遂行に努めつつ、予算規模を見直

す。」というふうに修正されてございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。この決定に先立ちまして、民間議員からペー

パーが出ております。本間議員お願いします。 

（本間議員） 税制改革につきまして総理の御指示を諮問会議にいただきました。今

後、その趣旨に則って税制改革を実現していく上で、留意すべき点を民間４議員

でまとめましたので朗読させていただきます。 

「活力」重視の税制改革を実現するために、政府税制調査会と諮問会議は、今

後とも密接に連携していくことが重要である。政府税調から答申が出されたが、

総理大臣の諮問会議への指示を強力に実現するためには、以下の諸点について、

税制改革の具体化に向けた過程の中で十分に検討していくべきである。 

１．「経済社会の活力」を最重視するというのが総理の指示である。税収確保

の観点のみが重視されると、企業活動の活発化を軸とする経済社会の活性化は困

難であり、適切な取組が必要である。 

２. 企業活動の活発化のために「実効税率の引き下げと課税ベースの拡大が重

要」というのが総理の指示である。我が国の法人実効税率は国際的にみて現在も

高い水準にあり（欧州諸国より５％程度、アジアより10～15％程度高い）、グロ

ーバル化の中で日本経済の競争力を強化し、雇用を創出していくには、「広く薄

く」の原則に立ち、法人の税負担そのものを大幅に引き下げるべきである。 

３. 「税制改革は歳出改革と一体となって」行う、というのが総理の指示であ
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る。従って、税制改革の財源を増税のみで考えるのではなく、歳出削減もその一

環として捉えるべきであり、諮問会議において、歳出と歳入を一体として改革の

俎上に乗せていくことが必要である。 

４. 経済構造改革の中核をなす税制改革に対して、国内外の期待はきわめて高

い。その期待に応えるべく、総理の指示に沿って、大胆な税制改革を断行すべき

であり、諮問会議としてもその実現に向けて積極的に取り組むべきである。 

以上であります。その補足的な意見をまた各議員からお願いいたしたいと思い

ます。 

（竹中議員） 御意見ございますでしょうか。吉川議員。 

（吉川議員） 私ども民間議員は、ようやく日本経済に順風が吹いてきたわけですか

ら、構造改革を本格的に進める絶好のチャンスだ、と考えているわけです。税制

改革は、その一つの重要な一環であって、本日の基本方針に明確に述べられてい

るわけですけれども、明確に述べられているとはいっても、世の中で解釈が多義

的になって、それがひとり歩きするようなことがあっては困る。やはり基本的な

方針は、明確の上にも明確にしていただく必要がある。それで今、本間先生の方

から幾つか論点が挙げられていますが、例えば、基本方針では「税制改革は歳出

改革と一体となって」行うと述べられているわけですから、塩川大臣もおっしゃ

っていますが、無駄をなくして、歳出改革を進める中で、その一部が減税の財源

に回されるというような発想があっていいのではないか。それが歳出の改革と税

制改革を一体にして行うという基本方針の意味するところだと我々は考えていま

す。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 民間議員の御提案、特に私は「２. 」というのは非常に重要なことだ

と思います。1970年代から80年代にかけては、これは言うまでもないことですけ

れども、日本は一人勝ちのような状況で、ジャパン・アズ・ナンバーワンだとか、

21世紀は日本の世紀と言われました。そのときに、アメリカは双子ないしは三つ

子の赤字を抱えて、まさに呻吟をしていたわけです。そのとき、アメリカは大き

な戦略をとって、特に抜本的な税制、こういう形で、そのほかにプロパテント政

策、こういうものもありましたけれども、税制で思い切ったインセンティブを出

すような政策をとり、それが90年代のアメリカの黄金の時代を迎えた。こういう

ことを我々、共通に認識していることであります。ですから、そういう意味では、

経済社会の企業の活力を出していく、こういう面からいったら、私は「２．」と

いうのは非常に重要だと思っておりまして、私も全く同感でございます。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 	 私から我々のペーパーの中の、特に第一の問題について特にお願いを

したいと思いますが、税収確保の観点のみが重視されるということは、まさに本

間議員と、それから石政府税調会長との間で議論になったように、志、要するに

国を変えて再起させるという志がどうしても抜けていってしまう。そういうこと

ですから、ぜひ税収確保の観点だけが重視されることなく、やはり日本の国がど
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ういうふうに変わっていくのか、あるいは変えていかなきゃならないのかという

ことを考えた方策を今後とっていただきたい、あるいはとるべきだと、そういう

ふうに考えております。 

（竹中議員） 牛尾議員、片山大臣。 

（牛尾議員） 基本方針の第２部の経済活性化戦略も、二十数回にわたる民間の有識

者のヒアリングで出た斬新な意見等を参考にしてまとめました。先日の経済同友

会のアンケートでも、小泉構造改革に望むこととして、税制改革が70％で、不良

債権問題が40％、規制撤廃が40％となっている。税制改革の中でやはり80％が法

人税の減税、これは回答者が経営者だがということもあり、そういう結果が出て

いる。今現在の情勢は、アメリカがやや低迷しかけて日本が上がり気味で、ここ

から来年３月までは、日本経済が浮揚する非常にいいチャンスになっていると思

いますので、有識者議員提出資料の「４. 」に書いてある経済構造改革の中核を

なす税制改革等についての国民の期待が非常に高い。７月、８月ぐらいに方向が

見えるようにすることが大事だ。将来が予測可能になると、経営者は判断するの

であって、将来が見えないと判断を待つわけです。そういう意味では、経済活性

化を中心とした諸政策、それは税制改革と規制改革と来年度の予算の３つについ

て、そういうものが７、８、９月ぐらいで見えるような計画性、方向が見えるよ

うになれば、経済の積極的な経営の動きは出てくるだろうと思いますので、そう

いう点を申し添えたいです。 

以上です。 

（片山議員） 少しぐらい反論がないと議論が活性化しませんので申し上げる。１つ

は、法人の税負担がトータルで高いのか安いのか、それは検証してみなければい

けない。所得に対する実効税率だけではなくて全体の税負担、その検証がまず１

つ必要です。その場合に行政サービスとの見合いとの関係、行政サービスが、日

本がどういう水準にあるのか、それも検証してみなければいけないと思います。

それが過剰なのかどうか。これが１つ。それからもう１つは、ヨーロッパは法人

関係税はなるほど安いかもしれませんが、消費税は高いところは25％で平均でも

20％に近い。そこには、法人税を安くして消費税を高くするという国民的合意が

あるのです。日本で法人税を下げて、消費税を上げますよということがうまくい

くのかどうか、国民は結構ですということになるのかどうか。その辺のところが

１つあります。また、歳出カットで減税財源を出すといっても限界がある。これ

まですでに相当減税を行ってきたし、相当な歳出カットもやってきた。歳出カッ

トで減税財源を出すことには限界があるので、これ以上減税を行うのなら国債の

増発しかない。そこでどう考えるか。経済の活性化を促すには税だけではないと

思うのです。税も有力な１つであることは確かですが、総合的に様々なデータを

考えないといけないのではないでしょうか。規制改革その他を含めて。 

感想でございまして、反対しているわけではございません。若干の反論でござ

います。ささやかな。 

（塩川議員） 私は今日、牛尾議員からできるだけ公正な議論と言われておるので、
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だから、言いにくいんですけれども、私は、このペーパーの中で、本間先生ね、

ちょっと矛盾したことがあるなと思っているのは、活力を重視し、収入だけで税

を考えなければいかんということはよくわかっているんですね。第１項のところ

ですね。ところが、第３項の最後のところで、「歳出と歳入を一体として改革の

俎上に乗せて」と、こうなっていますね。そうしますと、税源なきところに減税

なしという、この原則でもし行くとするならば、なかなか難しい。というのは、

来年、歳出カットしまして税源をつくったとしても、歳出の当然増で２兆円近く

出てくるんですよ。当然増を歳出のカットでまず埋めていかなきゃならん。そう

すると、それはとても賄えないんじゃないだろうか。というのは、今年の見通し

で１兆6,000億円の減収になっていますね。これをさらに超えて、来年度の15年度

で歳出をやっていこうといったって、とてもじゃないけれども、難しい数字にな

ってくるだろうと思うんです。これが１点です。 

ですから、財源なきところに減税なしという原則と、予算のバランスというの

はどうするのか。３番のところにも書いていますが、この程度が難しい。そこで、

私は財政を安定規模で考えてやったんだけれども、これは皆さんでだめだとおっ

しゃるからしょうがない。どうしたら減税のための財源が生み出されるかという

こと、これは徹底して歳出削減でやっても、当然増の方に相当食われちゃうとい

うことで非常に難しいんじゃないかということを知っておいていただきたい。そ

れが１つ。 

もう１つは、先ほど片山大臣が言っていますように実効税率の問題ですね。こ

れは法人税率でいくのか他の方法でないんだろうかと思うんです。そこを考えな

いと、一般庶民の税金のベースを拡大して、「広く薄く」とやっていきますと、

そこにどうしても引っかかってくるものが起こってくると思いますので、そこら

の関係があると思います。御提案は御提案でございますから、私はお聞きしてお

きますけれども。 

（竹中議員） 速水総裁、手短にお願いできればありがたいと思います。 

（速水議員） 90年代は「失われた十年」だと言いますけれども、四半期別に見ます

と、例えば96年には３％を超える成長の時もありますし、99年から2000年も３％

前後は出ているんです。しかし、それぞれの時期においてＩＴ需要があったり、

あるいは公共投資や金融緩和で伸びたんですけれども、民間の自律的な、しかも

持続的な成長が続かないということで、その理由は不良債権問題とか、経済産業

面での構造改革ができていなかったということだと思うんです。そういうところ

を考えますと、今回、民間需要が少し上向きになってきた、少し明るくなってき

ましたけれども、これを支えていくのは、やはり民間需要の持続的かつ自律的な

ものだろうと思うんです。そこのところをよく税制でも、規制の緩和・撤廃でも、

ぜひお願いしたいと思います。民間議員の方々が提示された活力の重視の税制に

は、私は賛成です。 

（竹中議員） ありがとうございます。恐らく、皆さんおっしゃりたいことは、この

問題についてたくさんあると思うんですが。 
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（塩川議員） 原則は賛成なんです。 

（竹中議員） 今後の制度設計の中で、我々が目指すものと制約条件との調和をぜひ

考えていきたいということだと思います。 

それでは、ただいま御説明しました「基本方針2002」（案）を諮問会議の答申

として決定させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（塩川議員） 今度はなかなかうまいこと書いていますよ。 

（竹中議員） それでは、ここでプレスが入場いたしますので、しばらくお待ちくだ

さい。 

（報道関係者入室） 

（竹中議員） それでは議員を代表いたしまして、牛尾議員より、ただいま決定され

ました答申を総理に手交していただきたいと存じます。 

（牛尾議員から内閣総理大臣に答申文手交） 

（小泉議長） どうもありがとうございました。本日は、「経済財政運営と構造改革

に関する基本方針2002」を答申いただきまして誠にありがとうございます。厚く

御礼を申し上げます。 

（竹中議員） 総理よりごあいさつをいただきます。 

（小泉議長） この基本方針については、早急に閣議決定いたしまして、昨年の方針

と同様に、今後の経済財政運営及び構造改革に関する政府の基本方針としたいと

思います。また、デフレ克服のための当面の経済活性化策として、「基本方針2002」

の中で早急に実施できる事項を検討し、可能な限り早期に実施することとしたい

と思います。 

この１年間の成果の上に立ちまして、小泉内閣の構造改革は新たな段階に歩を

進めてきたと思います。平成15年度予算に向けて、閣僚各位には、各省庁の政策・

歳出を根源から変革し、本方針を実現するための方策を早急に具体化するという

大きな責任があると思いますので、今後とも果敢に取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、「基本方針2002」につきましては、25日に閣議決定する運

びとしたいと思います。 

○その他

（竹中議員） 塩川大臣より資料を提出しておりますので、御説明をお願いいたしま

す。 

（塩川議員） 	 私から、諮問会議とは直接関係ない話でございますけれども、実は私

は１年前に就任しましたときに、予算の執行状況はどうなっているのか、プラン・

ドゥ・シーのシーの点に役所は全然手をつけていないんです。それで主計局と話
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をしまして、地方財務局と共同で、予算のそれぞれの現場を中心に調査をさせま

した。その結果、先日でき上がりました。この表を見ておいていただきたいと思

います。調査しました項目は後に「○」が書いてございますが、これはちゃんと

担当の者と相談して調査しておりますから法律調査しています。ですから、会計

検査院の検査とはまた違うんです。 

そこを見ましたら、例えば、こういうことがあったんです。例を挙げては失礼

ですけれども、防衛庁の自動車整備工場、民間の自動車整備工場の４分の１しか

稼働していない。兵器のところは別です。兵器は防衛庁のことですから我々触り

ません。でも、自動車の整備工場を見ましたら民間の４分の１なんです。だった

ら、これは民間に委託したらどうなんだということなので、これは兵器じゃない

んですからね。そういうのがあるんです。それから保育所でも、三鷹市の保育所

を調べました。全然違うんです。保育所の保母さんの給料を調べましたら、公営

と認証で２倍ぐらい違う。三鷹の公営なんかは800万円近くなんです。799万円で

す。 

（小泉議長） 公立の方がでしょう。 

（塩川議員） 三鷹の、認証の方。こっちの方は三百何万です。全然違うんです。こ

こらのバランスをどうするかということ。これは厚生労働省の主計と一回話し合

った。それから、学校建設を見ました。そうすると、どうなっているかといいま

したら、普通のマンションなんか住宅のビルディングがありますね。ちょっと違

うんです。どこが違うんだといったら、天井高が普通のやつは２メートル70セン

チから３メートルあるんです。３メートル10センチだと。10センチ以上高い方が

ために特殊になって高い。それから、スラブの強度もちょっと違う。そうするこ

とによって、一般の建築物と単価が全然違うんです。そういうことを何でその基

準に、標準に合わせられないのかと、ここは研究してみろということなんです。

そういう問題が出てきたということです。これを今度の予算編成のとき、これは

ぎりぎりやります。これが終わって７月か８月にかけて、これを50項目ぐらいに

増やして、人手が足らないのですけれども、各局から動員してやってみようと。

これをどんどんやっていきますと現場が緊張するんです。プラン・ドウ・シーの

シーの方の現場が緊張しますので、嫌がります。実は私などには嫌みを言ってき

ています。けれども、議員を通じて言ってきているんです。これはやはり公的な

使用というのはそういうことではないか。いろいろあります。ちょっと参考に見

ておいていただきたいと思います。簡単に書いてあります。もっと詳しいことが

あったらずっと出しますから。しかし、これはいい資料になりますよ。 

（牛尾議員） 当然、公開されるわけですね、これは。 

（塩川議員） 公開します。出したらいかんとかいろいろ議論はありましたけれども、

私は出せと。 

（牛尾議員） もう出ているわけですね。 

（片山議員） 夕刊に書いてあります。悪いところはすぐに書いています。 

（竹中議員） ありがとうございました。この「基本方針2002」の中にトップダウン
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とボトムアップの組み合わせと書いております。まさにボトムアップの非常に適

切な今の例示かと思います。 

ありがとうございます。それであと１つ、お手元に「動け！日本 日本の優秀

企業研究中間報告要旨」という資料をお配りしております。これにつきましては、

近くその内容について報告をしてもらいたいと考えております。 

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。 

議事録の扱い等はいつもどおりとさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

（以 上） 
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