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平成 14 年第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年８月６日（火）17:02～17:38 
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)概算要求基準について 
(2)その他 

3．閉会 
 
（配布資料） 
○平成 15 年度概算要求基準について（塩川議員提出資料） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介がされた。 
 
○概算要求基準について 
（塩川議員） 平成 15 年度予算の概算要求基準について説明する。 
   今日は与党の方にも説明し、大体与党三党はこの基準を了承してくれた。ついては、

最終的に経済財政諮問会議で煮詰めた上で閣議了解するようにという指示があった
のでご審議願いたい。 
第一に、公共投資関係費と裁量的経費と義務的経費の３つのブロックに分けた点が

昨年と少し変わっているところ。 
   第二に、各省庁の枠を越えて新重点で４分野、これは諮問会議で示された４分野を

そのまま採用している。公共投資関係費並びに裁量的経費について、それぞれ対前年
度の純減の水準以下に抑える一方で、要望の方はその水準の２割増しで要望を受け付
ける。要望は伸び伸び、査定は厳しくということにした。 

   第三に、義務的経費について。制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直しを図っ
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て歳出を抑制する。 
   詳細は主計局長から説明させる。 
（林財務省主計局長） 補足したい。諮問会議での議論も踏まえ、３分類に計上した。公

共投資関係費、裁量的経費、義務的経費。 
表の左側にある公共投資関係費については、「新重点４分野」への重点配分を図る

ために、14 年度に引き続き、全体について公共投資重点化措置を講ずる。重点化の
考えについては、①「新重点４分野」にふさわしい事業になっているか、②国民のニ
ーズに合致し、政策効果の顕著なものか、③国と地方との適切な役割分担を踏まえた
ものか、といった観点から根元から洗い直して、無駄を徹底的に排除しながら施策を
絞り込む。総額としては、14 年度予算額の３％減の範囲内にすることにして、各省
庁にはそれぞれ 14 年度予算額の３％減の水準を基準として、その２割増しまでの要
望を提出していただく。なお、物価水準の動向の反映、あるいは規格の見直しなど、
コスト縮減へ積極的に取り組んでいきたい。 

   次に、表の右側の裁量的経費について。全体を裁量的経費重点化措置の対象として
歳出の縮減を図る一方、各省庁が新規施策の立案に積極的に取り組むことを促すため、
要望可能額を緩和して、「新重点４分野」への重点化を図る。裁量的経費の総額につ
いては、14 年度予算額５兆 5,000 億円から科学技術振興費に相当する額を除いた額
をベースに、２％を減算した額を上限にして、歳出の縮減を図る。この結果、科学技
術振興費については、最終的な予算額が前年同額と保証されるわけではないが、科学
技術振興費を多く持つ所管は、そうでない所管に比べ、より多くの要望が可能になる。
この裁量的経費についても、公共投資関係費と同様の考え方によって重点化を図る。 

   なお、ＯＤＡについては、表の左下の注にあるように、今般の概算要求基準案では、
他の経費と区分して、固有の削減率は設定しない。「基本方針 2002」を踏まえて、同
文を記載する。 

   最後に、表の真ん中の義務的経費について。制度の根元まで踏み込んだ抜本的見直
しを行い、歳出の抑制を図る。なお、人件費、年金・医療等、特殊要因についてのみ
増加要求を認め、それ以外は前年度と同額の範囲内で要求を認める。その総額は、増
加分として義務的経費 9,200 億円。このうち 6,900 億円が社会保障関係である。 

   社会保障関係費の増加については、人口の高齢化等を背景に、年金等の額を同額と
見込んだ場合には約 9,100 億円の増加が見込まれる。これに対し、まず年金財政の現
状あるいは世代間の公平の観点を踏まえ、物価動向等を反映した年金等の給付の見直
しに取り組む。具体的には、物価スライドに関しては、当年における物価下落分、政
府経済見通しでは－0.6％の見込みだが、これについてまず実施する。その上で過去
の据え置き分、－1.7％については物価、賃金、公務員給与の状況、年金制度の現状
及び基本的考え方等を総合的に勘案して、予算編成過程で検討する。 

   次に、給付の見直し等による持続可能な制度の再構築を目指した雇用保険改革を推
進する他、介護、生活保護等の福祉関係の効率化、適正化等を推進する。こうしたこ
とにより、概算要求段階で 2,200 億円程度の削減を図る。9,100 億円から 2,200 億円
を差し引いた 6,900 億円増の概算要求基準を設ける。なお、9,200 億円と 6,900 億円
の差だが、退職者の増に伴う人件費の増、あるいは特殊要因等である。 

   以上３つの経費区分に従って御説明した。次に注２について。これは補助金。地方
向けの補助金についてだが、「基本方針 2002」において、抜本的な改革案を検討する
こととされている。いずれにしても、国・地方を通じた行政のスリム化を実現する観
点から、廃止・縮減を目指し、補助金等の区分に応じた整理合理化を推進することと
されている。このため、注２にあるように、公共投資関係費及び裁量的経費に区分さ
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れる奨励的補助金については５％減という目標を掲げて、その整理、合理化を推進し
たい。 

（塩川議員） 与党との交渉結果を簡単に申すと、第１に、義務的経費は法改正が必要で
あるから、必ず党との緊密な連絡のもとに、予算が先走らないよう、法改正と並行す
るようにして欲しいとの要望があった。特に、義務教育関係については慎重にやって
欲しいとのことであり、また、制度的改正案の中で国と地方との関係にも十分に話し
合いをしたいとのことだった。 

   年金の問題では、私の方では当年分と過年分を含めて削減したいが、これに対して
15 年度の削減について、14 年分をベースにしたものは認めるが、11 年～13 年の分は
慎重にしろとの話であった。これは予算折衝の 12 月までの間に話し合いをして、満
足いくように解決したい。 

   また、雇用のセーフティネットや治安関係にも十分配慮して欲しいと要望があった。
これは十分に考えていきたいと思っている。私学助成も要望が非常に強かった。ＯＤ
Ａについては、主計局長から説明があったように、注３の趣旨を了解してもらい、国
益との関係を見直して実施すべきだということで、予算の見直しは、やむを得ないと
認めてくれた。 

（奥田議員） ＯＤＡについては、愛・地球博との関係で東南アジア各国に展示館の依頼
が必要である。その辺りの御斟酌をお願いしたい。 

（牛尾議員） 今の博覧会の件に関連して、私が国際科学技術博覧会基本構想委員長をや
っていた当時でも、アジア、アフリカ等の開発途上国関係はパビリオンまで造ってあ
げ、中身だけ出してもらうというようになっていた。そのため、来年、再来年ぐらい
はＯＤＡで配慮する必要がある。しかし、中身については大胆に入れ変えることを勇
断を持ってやっていただきたい。ＯＤＡについて反対はしないが、中身は大胆に変え
なければいけない。 

   それから、塩川大臣と主計局長の説明では、48 兆 1,000 億円からまた増えるので
はないかと心配するぐらいに抵抗が強い。最終的には、47 兆 5,000 億円を必ず下回
る、そして民間議員の出した 47 兆円も透かして見える程度になることを期待してい
る。今の御説明では何もできないような印象を与えるが、是非実現したい。 

（塩川議員） 今は要求段階だ。 
（牛尾議員） 非常に期待している。４つの改革のうち「小さな政府」を目指す構造改革

型歳出削減は何と言ったって第一歩です。これがうまくいかないと、活性化型税制改
革、規制撤廃、そして金融の不良債権問題もテイクオフしない。「小さな政府」を目
指す構造改革型歳出削減によって、市場が日本の経済活性化を期待し、株価に大きな
影響を与え大きく連動する。両面の難しさを持っているが、塩川大臣も市場を見て頑
張っていただきたい。 

（塩川議員） それは、義務的経費、法改正に結びついてくる。 
（牛尾議員） 資料を見ると義務的経費の歳出カットに集中せざるを得ない。その点では、

８月末の大臣イニシアティブに、相当な期待をせざるを得ない。しかし、簡単なこと
ではないし、相当大胆にしないと無理がある。また、このポンチ絵は全く国民にはわ
かりにくい。前回も申したように、是非、総理から国民へ、「小さな政府」を目指す
構造改革型の歳出削減をするのだというメッセージを、国民に伝わるようにしていた
だきたい。 

（吉川議員） 牛尾議員の発言と重なる部分もあるが、我々は、昨年来繰り返し、中身を
見直すことが最も大事だと申し上げてきた。今年の概算要求基準は、20％増まで要望
ができ、「自由な要望と厳しい査定」という標語だが、これはやり方によっては大胆



 

 4

に見直しができる。大胆に見直しをするために要望２割増を認めていると理解してい
る。公共投資と言うが投資である限り、将来に資するものでなければ実は投資ではな
い。幾らセメントを使っても将来に資するものでなければ消費だ。公共投資も、極端
に言えば、まだ生まれていない日本人のためにやるつもりでやっていただきたい。そ
こで、２割増まで要望を認めて、内容を徹底的に見直すのだから、それが看板倒れに
ならないよう、例えば 10 月といったような中間時点で、14 年度予算の検証、13 年度
との比較も含め、過去の検証を行い、同時にその反省材料を踏まえ、それをいかに
15 年度予算に生かしていくか。せっかく要望を２割認めて、内容をかなり入れかえ
る余地ができたので、看板倒れにならないよう、諮問会議で財務省に説明いただいて、
中身を見直すということができるように、総理のリーダーシップの下、諮問会議で検
討するべきだ。 

（塩川議員） 吉川議員がおっしゃることで、法改正は、党との間で進めるとして、それ
以外に予算の執行状態のどこを改善すべきか注視したものはある。30 項目だが、具
体的な改善案が出た。できれば９月頃に、こんなものがあるということを出す。そこ
を掴んでいただいたら大分違ってくる。今年もそれ以外のところを調査させており、
それも見ていただきたい。それから、公共事業の削減はもっとしたかったが、党との
景気対策と兼ね合いで３％が妥協点だとした。公共事業の単価の見直しはきつくやら
してもらうから、この分についての査定はひとつ承知して欲しいと言ってある。 

（牛尾議員） ３％とは別にということか。 
（塩川議員） ３％にすることについてだ。でないと工事が減るとやかましく言われる。 
（小泉議長） 単価は下がっている。額が下がっても、事業量はやりようによる。 
（牛尾議員） 単価が下がれば３％というレベルではない。 
（塩川議員） 本当はもっと下げられる。しかし景気対策上、そんなに下げたら具合が悪

いとされて調整して、結局ここへ落ち着いてきた。 
（小泉議長） 昨日、与党の懇談会に出たが、下水道と浄化槽では浄化槽の方が安くて住

民は喜ぶのに、役所が違う。縄張り争いで重複している。どっちがやるのかというの
をやらなきゃだめだ。省別に要求して下水道計画なんかつくってしまう。こういうの
も９月か 10 月でよくやらないといけない。 

（本間議員） 昨年度の予算編成が国民に与えたインパクトに比べて、今年度の予算編成
は国民に対するアピール度、メッセージ性という点では、弱くなっているのではない
か懸念している。数字も 48 兆円を超えることに関して、前回危惧を申し上げたが、
それを超えてしまっており、仕上がりの姿として 47 兆円が透けて見える形で果たし
てできるのか。47 兆 5,000 億円もなかなか切り込むのは大変ではないか。この表を
見ると、透けて見えるのは 47 兆 5,000 億円で、47 兆円ではないという感じがしてい
る。 
その流れの中で、今、牛尾、吉川議員から御指摘があった、20％増を基礎額にして

削り込むことは、昨年、内閣官房で 20％増の要求額を 10％増に下げたことを今度は
主計局で行うことだが、執行だけの問題ではなくて、査定手法のイノベーション、査
定の在り方自身も根本的にきちんと考えるべきだと思う。水面下だけで調整するので
はなく、総理のメッセージ性を持つ形で査定していく、改革をしていくことを、プロ
セスの中に織り込んでいくことが今後重要だ。先ほどの吉川議員の御提案にもあった
が、執行の問題プラス、どういう予算編成の方針をきちんと確立していくかをぜひ御
議論いただきたい。 
それから、47 兆円へいけるかどうかという問題の絡みで、歳出と税制改革の結び

つきをどのように考えていくかが非常に重要だ。財政の効率化、小さな政府を目指す
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構造改革を歳出面で実現していくときには、税の改革をどのようにリンクしていくか
が重要な要素だ。平沼大臣が国有財産の処分を御提案されており、政府のフローとス
トックの管理の問題と税収との関係を、財政規律の中で具体的に総理のリーダーシッ
プが発揮できるような形で明確化していくことが重要だ。 

   その際、財政規律の点で税収中立を強調されたいことは分かるが、１兆円超の形で
減税先行するという方針が出る場合、その際に余りリジッドに将来への布石として増
税をがんじがらめに一体化すると、歳出改革に対してルーズになる危険性もあり、景
気動向との関係の中で機動性を失うということもあり、自然増収等の関係の中でマク
ロバランスをどう捉えるかということも出てくる。この辺は、９月以降、きちんとマ
クロのフレームと税・財政の関係を整合的に議論しながら、経済活性化と財政規律の
維持の両立を追求することを、この場においても議論していただき、総理のリーダー
シップの下で実現していくことをお願いしたい。 

（竹中議員） 今回は「予算の全体像」で先に仕上がりを明示するという形で新しい予算
プロセスをとっており、きちんと国民に理解してもらえるよう、我々も努力したい。 

   民間議員の要望は、仕上がりが 47.5 兆円を下回ることを、さらに追求しようとい
うこと。要望額を増やした分、きちっと査定をするメカニズムを昨年の反省も踏まえ
て確立して欲しいということ。最後に、改革に資する税制の設計について、さらに議
論を深めて欲しいということ。 
15 年度一般歳出の概算要求基準の考え方を、経済財政諮問会議として了承したい

が、よろしいか。 
              （「異議なし」と声あり） 
（竹中議員） では、本議題について、原案どおり了承する。なお、了承された概算要求

基準の考え方については、明日の閣議において了解される予定だ。総理から御発言を
お願いします。 

（小泉議長） いろいろありがとうございました。おかげさまで前回の「15 年度予算の
全体像」に続いて、平成 15 年度概算要求基準について成案をまとめることができた。 

   この 15 年度予算編成は、小泉内閣の取り組む２度目の予算編成であり、「聖域なき
構造改革」を新たな局面に押し進めていくための大変重要な過程になる。「真に負担
に値する質の高い小さな政府」を実現していくには、歳出改革と行政改革を大胆に推
進して、歳出に対する国民の信認を確保することが不可欠である。 

   このため、15 年度予算の編成に当たっては、一般歳出及び一般会計全体について
実質的に平成 14 年度の水準以下に抑制するとの目標の下、制度・施策の抜本的な見
直しを図るなど、無駄を大胆に排除するとともに、我が国経済の活性化を図るため、
各省庁の枠を超えて、「新重点４分野」への思い切った重点配分を進めていきたいと
考えている。いわゆる「新重点４分野」は、１つには、人間力の向上・発揮－教育・
文化、科学技術、ＩＴ等。それから２つには、魅力ある都市・個性と工夫に満ちた地
域社会で、３番目には、公平で安心な高齢化社会・少子化対策。４番目に、循環型社
会の構築・地球環境問題への対応。 

   このような方針のもとに、今般、概算要求基準をとりまとめたところであり、今後
８月下旬に予定されている各大臣の改革に向けたイニシアティブをはじめとして、こ
の方針の実現に向けて努力していくことが必要である。 

   また、税制については、シャウプ以来の税制改革により、経済活性化に資する「あ
るべき税制」を構築することが私の基本的な考え方である。その際、一層の歳出改革
を進めるとともに、減税の実施を先行させることとする。すなわち、単年度ではなく
多年度で税収中立を図ることにより、財政規律を堅持しつつ、１兆円を超える規模の
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先行減税を含む税制改革の具体化を進めたい。そして、この改革全体をいわば税制改
革法とも呼び得る一括の法律案にまとめることとしたい。 
 私は就任以来、去年も今年も変わっていない。一方では独裁の批判があるし、一方
では妥協という相矛盾した批判がある。民間議員の皆さんとも意見を交わし、与党と
の調整もある。独断専行を排するために、大きな方針を出していろんな意見を聞きな
がら調整している。ある面においては言うことを聞かないと独裁と言われるし、うま
く調整すると妥協と言われるが、去年から変わっていない。大方針を出すが、細かい
ことはこだわらない。大方針を出した原則は曲げないが、あとは大胆かつ柔軟に考え
るというのは去年から一貫している。今年度も、公共事業のマイナスは許さんとなっ
たが、結局、財務大臣や竹中大臣が党と調整してくれて、最終的にはマイナス削減を
了承してくれた。前年度からいかに一般歳出を抑えるか、これもＯＫしてくれた。 

   税制改革も今までは単年度。今回は先行減税あり得べしだ。今年度もこの国会が始
まったときから、今国会中で税制改革をやるという声が出ていた。だめなら臨時国会
で税をかけ、14 年度で減税をやれと言われた。それは駄目だ。今国会でも臨時国会
でもやらない。15 年度の税制改革の中で、15 年１月から遡ることあり得べしという
方向に落ち着いた。しかも多年度だ。 
改革姿勢は一貫しており、何ら変更することはない。ただ、経済情勢を見ながら、

大胆かつ柔軟に経済活性化のため、危機を起こさないために考える。 
今後、道路公団の民営化にしても、金融改革、政府系金融機関、民間金融機関、か

つ郵貯、簡保、全部一体でやる。ようやく改革が軌道に乗ってきた。だから、皆さん
にはぜひ御理解願いたい。就任以来の基本姿勢は全く変わっていない。いかに、この
改革を軌道に乗せるか、ようやく１年間で土台ができてきた。真に抵抗勢力が協力勢
力に変わろうとしている。自民党も現に変わってきている。半分以上は変わっている。
この調子で原則を堅持しつつも大胆かつ柔軟な対策を打って、経済活性化の道筋をつ
けたい。よろしくお願いしたい。 

（竹中議員）ありがとうございました。 
 (以 上) 

 


