
平成 14 年第 34 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 34  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 11 月８日（金）17:30～18:55 

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    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 扇 千景 国土交通大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

(1)予算編成の基本方針について 

(2)制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（国土交通省） 

(3)その他 

３．閉 会 

（配布資料） 

○「平成 15 年度予算編成の基本方針」の事項案 

○扇臨時議員提出資料 

○社会資本整備のあり方について(有識者議員提出資料) 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年34回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はお忙しいところありがとうございます。 

本日の予定ですけれども、平成15年度の「予算編成の基本方針」の議論をさせ

ていただきまして、その後、国土交通省関連の制度・政策改革集中審議のフォロ
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ーアップについて議論をいたします。その後、若干時間があります場合には、

近の経済情勢等々について自由な意見交換を行っていただきたいと思っておりま

す。 

扇大臣が後ほど御出席になります。牛尾議員は所用のため欠席でございます。 

○予算編成の基本方針について

（竹中議員） それではまず、「予算編成の基本方針」でございますけれども、今日

は「予算編成の基本方針」の中に盛り込まれる事項案について、どういう事項を

織り込むかということについて案を示しておりますので、それをご覧いただきた

いと思います。 

１枚紙でございますが、私の方から簡単に説明させていただきます。「『平成

15年度予算編成の基本方針』の事項案」となっております。言うまでもありませ

んが、「予算編成の基本方針」というのは、昨年、経済財政諮問会議が活動を始

めて、予算編成に当たってその基本方針をしっかりと決めておくということで、

昨年決定をいたしました。こうした基本方針を決めて、予算を編成するという、

このプロセスを是非とも定着させたいと思っておりますので、今年度も、概ね昨

年の項目に則って、以下、３つの項目で議論をしてはどうかというふうに思って

おります。その中に、 近の経済情勢の変化等々を織り込んで議論を進める必要

があると思っております。 

まず、「Ⅰ 日本経済の再生に向けた構造改革の推進」ということであります

けれども、これは日本の経済と財政の状況について、内閣としてのしっかりとし

た見方を示す必要があると思います。たまたま来週は12日火曜日に月例経済報告

がございまして、その翌日に７月－９月期のＧＤＰの統計が出るということにな

っております。そうした点も踏まえまして、しっかりと経済を認識して、日本経

済の再生に向けて、構造改革の推進と我が国経済というところで１つの見方を示

す必要があると思います。 

大きな２番目、「Ⅱ 平成15年度予算の基本的考え方」でございますが、これ

も昨年のやり方に概ね則っておりますが、重要な点は、改革断行予算を継続する

ということであろうと思います。また、行政改革、税制改革など重要なテーマに

ついて述べることだと思います。この税制改革は、昨年は特定財源のことを少し

議論をした経緯がありますが、税制改革がここの予算編成の中に入ってくるとい

うのは、今年の非常に重要な特徴になろうかと思っております。 

第３の「Ⅲ 歳出の見直しと構造改革の推進」でありますけれども、主たる歳

出項目について、その基本的な考え方を取りまとめるということではないかと思

います。１から４までは、例の重点分野の話でございます。５、６、７は、社会

資本、社会保障、地方財政ということで非常に大きなウエイトを占める項目につ

きまして議論を進めるということになっております。８から11まで、文教、ＯＤ

Ａ、農水。実は昨年はこういう項目は特に取り上げておりませんが、今回、文教

の話はこの場でも議論いただきましたように、一つの重要なテーマ。ＯＤＡ、農
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林水産然りということで、特に項目を立てては如何かというふうに思っておりま

す。 

昨年は、特殊法人改革で、１兆円の歳出を削るということが非常に重要な予算

編成の基本方針のメッセージとなりました。今年は、恐らく道路の話であります

とか、国、地方に関連する例の三位一体の改革というのをこの中に織り込むのが

大変重要なテーマになろうかと思っております。 

以上、事項案に関する提案でございます。 

どうぞこの点に関しまして御議論をいただきたいと思います。吉川議員。 

（吉川議員） 予算は、言うまでもなくマクロ経済に大きな影響を与えます。これか

ら我々も諮問会議でマクロ経済について色々議論させていただく機会があるかと

思いますが、今日は、基本方針の事項案の中で、特に「Ⅲ 歳出の見直しと構造

改革の推進」について発言したい。 

この点については繰返し、この会議で私も申し上げてきましたが、現在、日本

の経済政策手段というのは限られている訳ですが、そうした中で歳出の見直し、

中身の見直しというのは非常に重要、かつ有力なマクロの政策手段だと考えてお

ります。よく乗数という言葉が使われる訳ですが、政府が何かお金を使うと民間

の投資等が誘発されて、100 なら100 、政府がお金を使っても100 以上の経済効

果が出てくる。これを乗数と言う訳ですが、当然、乗数と言っても、中身によっ

て全然違う訳ですね。政府の予算というのは、巨大な額な訳ですから、中身を見

直して、乗数が小さいところから大きいところに回せば、それは当然経済効果が

あるということになる訳です。ですから、民間の投資を誘発できるような、そう

したところに歳出の中身を振り向けていくということが極めて重要かつ有力な政

策手段だと我々考えております。 

財務省の方でも既に概算要求の段階で、今年は要求を２割増という工夫をされ

たと思いますが、それは中身を本当に見直そうということで、そういうことをさ

れたんだと思います。これから先、要求２割増で認められて、歳出の見直しを本

格的にやろうというときに、実際に実を上げるための何か工夫といったようなも

のをされているのでしょうか。その点を、是非、財務大臣にお伺いしたいと思い

ます。 

（塩川議員） 私はそのことにつきまして、実は財政審議会の方に私自身出席して。

呼んでくれないものだから知らなかったんですけれども、今度呼んでくれと言っ

たんですが、素通りしてしまっている。要望しようと思っているんですが、財政

審で今まさに仰るように制度改正を伴うものが随分ある。その建議を財政審の中

で検討してもらおうと実は思っておるんです。 

その予定を申しますと、11月20日の日に合同部会をやっていただいて、そこで

財政審の方で検討事項をまとめてもらうと。本間先生も会長代行をやっておられ

ます。その部分をこちらへ一回持ってこうと思っています。こちらというのは、

この諮問会議ですね。そこで一回検討をしてもらいたいと思っております。 

先生、２つあると思うんです。１つは、制度的にそれが必要なのかどうかとい
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うのがあるんです。この前もやりましたような農業委員会なんか非常に良い例で

すね。児童相談所のあり方なんかでも、これを変えようというのは変えられる訳

ですね。そういう制度的な問題を財政上から、いわゆる行政サイドから見たらも

のは言いにくいけれども、財政制度として見た場合、それは一般財源に落とした

ら良いじゃないかということが言える訳なので、そういうことを一回見直しても

らおうということが１つ。 

もう一つは、単価を見直してもらおうと。これは扇さんも仰るように、仕様書

なんですね。色んな公共事業だとか営繕とか色々ありますが、この仕様書はこれ

で良いのか。官庁のやつは全部特注なんですね。これが非常に負担増になってお

る。こういうようなものを検討してもらう。これはまた別途の組織でやらなけれ

ばいかんと思うんです。 

それから、もう一つは、単価の取り方なんですね。単価の取り方も原価に沿っ

て見てもらう。そういうようなものをひとつ検討する組織を財政審の中に作って

もらいたい。こういう具合に実は思っておるんです。そういう検討を始めていき

たいと思っているんです。ちょっと遅ればせでございますが、スタートしたいと

思っております。 

それと、私は思うんですが、色んな政府関係の審議会がございますね、あれの

相互の連携が全然とれていない。例えば、財政審で言ったことと、地方財政審議

会で、ガチャンとこうなって。社会保障審議会の方でも、またガチャンとなって

いまして、あっちこっちで違うんです。そうすると、政府としてまとめるのはど

こでまとめるかというので、そういうものこそ、ここでまとめてもらいたいと思

うんです。ですから、そういうようなものを皆持ち込んでくるようにしてやって

もらったらどうだろうと、こういうような構想であります。 

（国土交通大臣入室） 

（竹中議員） ありがとうございます。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） これは補足でございますが、Ⅲの６に「社会保障制度」とありますが、

これは非常に重要な問題で、特に、連合なんかは、今回の措置に伴いまして神経

質になっておりまして、何とかしなきゃならんということが出ております。先回、

連合と経団連と話し合いまして、一応たたき台とか素案を作って厚労省と一緒に

なって、 終的には政労使会で決定する、こういうふうに考えておりますので、

参考のために申し上げておきます。 

（竹中議員） 速水総裁、片山大臣の順番でお願いします。 

（速水議員） 今まで申したことですけれども、財政政策のあり方や、日本経済につ

きまして、３つのことを言わせていただきます。 

来年度の景気につきましては回復に転じることが予想されますけれども、その

場合でも、回復テンポというのはごく緩やかなものにとどまる可能性が高いと思

います。先般、10月展望リポートで説明させていただきましたけれども、特に、

海外経済動向を始めとして、様々なリスク要因を従来にも増して念頭に置いてお

く必要があるということ。 
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第２には、そうした中で持続的かつ安定的な経済成長を実現していくという上

では、税制の見直しを始め、適切な財政運営が重要な役割を果たすと思います。

財政政策が景気の自動安定化機能を発揮することができるように運営されるかど

うかも、景気の動向をこれから左右すると思います。 

３つ目は、中長期的な財政規律の確保も重要な課題だと感じております。 

以上、言わせていただきました。 

（片山議員） この基本方針をいつ決めるかによるのです。決める時期によって、例

えば、大きいⅡの行政改革や税制改革の制度がかなり変わってきます。そこをど

うお考えか、ということと。

Ⅲの１から４は重点分野でしょう。５以下とは違います。例えば、「魅力ある

都市・個性と工夫に満ちた地域社会」というのは、「社会資本整備」と大変関係

ありますし、「地方財政」にも関係ある。「公平で安心な高齢化社会・少子化対

策」、これは「社会保障制度」と不可分です。だから、切り口が４までは横断的

で、５から縦割りなのです。事務的なことを言っているのですけれども、これを

並列に項目で並べると、読む人が混乱するのではないでしょうか。むしろ、１か

ら４までは第１部なら、５から下は国の予算で大きいものについての議論をする

訳でしょう。そうしないと基本方針が混乱します。 

（竹中議員） 去年も実はそういう御指摘がございまして、そこは御指摘を受けて、

是非、考えさせていただきたいと思います。 

それと時期でありますが、予算編成に入っていくことも踏まえまして、昨年の

例等々も踏まえて、できれば、下旬にこの基本方針の原案を提出して、11月末を

目途にというふうに一応考えておりますので、その範囲で書けるというのが決ま

ってくるんだというふうに思っております。本間議員どうぞ。 

（本間議員） まず、先ほど塩川大臣が吉川議員に対してお答え頂きました点は、非

常に重要なポイントだろうと思っております。少し付け加えさせていただきたい

と思います。今、総務大臣が仰った項目の立て方にも関連する訳ですけれども、

歳出の問題は、マトリックス予算ということで昨年議論いたしました。このマト

リックス予算を実際の予算にどのように反映させるのか。今、片山大臣が仰った

とおり、「魅力ある都市・個性と工夫に満ちた地域社会」というような問題は、

三位一体の問題とも関連をいたしますし、そこのメリハリがどういう形で予算編

成上、反映されているかということを、これは 終的に予算を決定する前にでも、

諮問会議でお示しいただいて、新たな時代の要素というものが的確に反映するよ

うにするということをお願いしたいと思います。 

２番目は、予算編成の中で、公共投資あるいはその他の歳出の中で、何故それ

が採択されたかを明らかにすること。新しい行政手法を確立するために、各国で

この10年余り色々議論された訳ですが、その主たるやり方は、成果目標を立てて、

それに対する達成度を検証すること。こういうことが柱になっている訳ですが、

是非、来年度の予算編成にあたって、コスト・ベネフィットの分析をそこに反映

させて、情報公開も含め制度の確立に向けて第一歩を踏み出して、予算の現場で
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活用していただきたいと思います。 

３番目は、これは塩川大臣に、今年に入られて現場のコストの問題を色々お調

べいただいて、我々、非常に有り難かった訳でありますけれども、ここの問題に

ついて、我々も協力させていただきながら、それぞれの単価、執行の問題につい

てもう少し踏み込んで論点を整理していく必要性もあるかと思いますので、是非、

宜しくお願いしたいと思います。 

さらには、来年度の予算については、不良債権処理の加速化という新たな問題

が発生しておりますので、これが予算の中にどう反映されるかということは国民

の関心事として非常に大きゅうございます。産業再生の問題、更にはセーフティ

ネット、雇用の問題、ここら辺の重点的な予算の有り様について、的確に対応す

る必要がある。制度上の対応、例えば、産業再生機構のデザインの問題も含めた

制度上の対応の部分と予算的な部分とを整合的に噛み合わせて対応してほしいと

いうのが、私のお願いな訳です。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 今、本間議員が言われたこととほぼ同じですけれども、民需を中心に

緩やかな景気回復基調にありますが、しかし、依然として経済全般状況は厳しい

ものがございますし、アメリカの景気の動向と非常に不安定な要因があります。

そういう中で今、本間議員も仰いましたけれども、不良債権処理という大きなフ

ァクターが加わりましたから、予算編成に当たっては、経済情勢をよく見極めた

上で、色々やるべきことはやっていく、そういう判断が私は必要だというふうに

思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。たくさんの意見が出ましたけれども、片山

大臣、本間議員が御指摘になったようなマトリックス予算のような考え方を如何

に入れていけるか、更に不良債権と産業再生と新たな問題をどのように取り入れ

ていくか、それと、経済情勢を如何に反映していけるか、そういった点に、是非、

注意を払いながら取りまとめていきたいと思います。 

申し上げましたように、今月下旬にはこの原案を提出させていただきたい。月

末を目途に、この諮問会議として取りまとめていきたいというつもりでおります。

御相談することが随分たくさん出てくると思いますが、ひとつ宜しくお願い申し

上げます。 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（国土交通省）

（竹中議員） それでは続きまして、制度・政策改革集中審議のフォローアップの審

議に移りたいと思います。扇大臣においでをいただいております。扇大臣の方に

は、事前に主として４つのテーマ、公共事業関係長期計画の見直しの話、道路特

定財源の見直しの話、公共事業の入札の手続の改善、コストの縮減の話、４番目

に国と地方のあり方の見直し、こうした点に絞って御説明をいただければという

ふうに存じます。 

扇大臣、宜しくお願いいたします。 
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（扇臨時議員） 今、お話になりましたように、経済財政諮問会議で国土交通省関係、

なかなか言ったとおりの文章が出てこないので私もイライラしておりますけれど

も、申し上げたことを確実に取り上げていただいて、なるべくならば入れていた

だいて、御認識を賜りたいということを前提に申し上げておきます。 

あと、お手元に届けてあります今日の提出の図案を見ていただきたいと思いま

す。 

まず１ページ。仰いました公共事業の長期計画。この間、私が９本のものを１

本にすると言いまして、吉川議員、財務大臣からも御指摘がございましたけれど

も、これまでの根拠法であった緊急措置法というものを私たちは見直しをする。

そういうことで、「法的な根拠の考え方ということで説明をしろ」と。「それは

ないんじゃないか」というような大雑把な言い方をしますと、そういうことです

けれども、私が今日ここにお示ししましたもので見ていただくと分かりますけれ

ども、我々は、社会資本整備の重点化計画法というもので、名称は仮称でござい

ますけれども、新法としてこれを制定していきたいということでございます。 

今回の長期計画の一本化というものは、従来の計画を単に統合するというので

はないと。国土交通省として新たなものを作るんだということだけは、是非、御

認識賜りたいと思います。今まで事業のプロセス等々考えてみましても、旧建設、

旧運輸等々それぞれのところで長期計画を作ってきた。その整合性がない。そし

て、コストダウンを図る。これは後で言いますけれども、コストダウンを図ると

いうことに関しても、私は、この９本を１本にするということで、本来は、私は、

事業のプロセス、透明性の確保、そういうものを図るためには、横断的なものを

作るということで１本にするということで、私はこの根拠というものは、国土交

通省になったからできることで、今まではこんなことは考えられなかったことな

んですけれども、しかも、予算を入れないで、数字を入れないで、予算をとるた

めの方便にしている長期計画というものを見直すということで、これはコストの

縮減とかスピードアップ、それから公共事業の重点化、そういうものを考えてい

きますと、この集中化を図るというのは、小泉内閣の目玉になるぐらいのことだ

と思っております。 

この仮称については、別途御論議いただいても結構ですけれども、我々として

は、社会資本整備重点化計画法ということで一本化するということは抵抗がある

と思いますけれども、私は何としても、国土交通省が省になった、一本になった

象徴にしていきたいと思っていますので、これは、是非お願いしたいと思います

し、また６本の緊急措置法、これは原則的に廃止いたします。緊急と言ってから

何年経つのでしょうね。30年代から40年代に作ったものなんですね。そのときに

「緊急」という名前を付けたので、昭和30年から40年から、これだけ経ってもま

だ緊急措置法という、この措置法は廃止します。その代わり、治山と治水の緊急

措置法、この中で治山に係る部分だけは、廃止しては安全・安心のためには無理

だと思いますけれども、他の法律は、今言ったような長期に「緊急」と言いなが

ら、緊急は遥かに過ぎて、もう老齢ということになっていますので、これを原則
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廃止して一本化するということでございますので、是非この点は、もし良い案が

あるのであれば御示唆いただければ結構です。これは、国土交通省としての姿勢

ですので、緊急措置法を廃止するということの前提で新法にさせていただきたい

ということでございます。２ページ目は、今までの緊急措置法の廃止する部分が

列記してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

それから、道路特定財源にいきます。限られた時間でございますから、これは

見ていただいたら分かると思います。道路特定財源は、小泉総理から特別に色々

と御注文を付けられまして、問答無用でオーケーしろということも言われました

けれども、そこはそれ、知恵を絞りまして、塩川大臣とも色々勘案させていただ

いて、国民から不払運動が起こらない方法をしなければならない。暫定税率を２

倍とっていて、ここにいらっしゃる方にも申し訳ないんですけれども、これは考

えてみたら、普通の重油等々大企業の25倍なんですね。こんなことで暫定税率を

とっているということを、「２万2,800 円払わないよ」という運動が既に起きつ

つあるんですね、一般財源化するという言葉を使えば。 

ですから、総理がこのごろ「一般財源化」という言葉を使わないで気を付けて

下さっているので、私は有り難いなと思っております。道路特定財源というので

はなくて、道路関係財源という、「特定」というのを切っていただいて、「関係」

に伸ばしていただいても良いくらい、ここに書いてありますように、住宅地の環

境、鉄道、上下水、河川、情報、あらゆるところに拡大して使っているというこ

とを是非御認識賜りたいと。これは総理から言われて、私たちは道路関連事業に

大限に使っているということも是非御認識賜りたいと思います。 

それから、ここに書いてありますように、一々細かいことは言っているときり

がありませんから止めますけれども、関連するあらゆる都市交通、あるいは港湾、

そして新たに今度、その次の４ページに行って下さいますか、環境。これが、こ

の間の東京の裁判の審判判決が出まして、環境も道路に関して気を付けなければ

いけないということで。今回は、特にこの環境問題でＤＰＦに関しても助成金を

付けますし、あらゆるところで。私は、今回道路の掘返し、これは国民の皆すべ

て言われるんですけども、５ページを見ていただきたいと思いますけれども、道

路の掘返しというのを、一遍掘ったら５年間掘らないという、その区間を公表し

てしまいます。この区間は工事をしますよと言って、そのときには、その工事を、

掘ったら今度そこは５年間、緊急の水道が破裂したとかなんとかということ以外

は５年間は一切掘返ししないという、これは公表してしまいます。それを今回は

全部、ある一定のエリアの集中、あるいは、道路管理者等々が共同溝にしますか

ら、電線も地中化しますから、自分たちは負担金がないという場合にはそれも負

担して、一挙に電線の地中化と５年間掘返しを二度としない。５年間保証付きの

掘返し工事を一挙にやって、その区間を全部公表いたします。これは国民の皆さ

んの、年末になると工事があるとか色んな実感があると思いますので、５年間の

保証付きということで５年間しないという、２．の道路の特定財源を使用すると

いうことも付けさせていただきたいと思います。 
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それから、ボトルネックの解消ですとか、そういうものは今までも皆さんに申

し上げておりますので。ＤＰＦというのも、この間モーターショーに行ってまい

りましたけれども、特に、ディーゼル車が問題でございます。ディーゼル車を、

この間、見てまいりましたけれども、大体ＤＰＦの装置を付けるのに、私が聞き

ましたら、ディーゼル車に１台100 万円前後ですと。もっと売れたら100 万以下

になりますと言いますけれども、これは自動車関係者がいらっしゃるので言いに

くいのですけれども、全部各社こぞってＤＰＦの研究をしているんです。全部展

示してあるんです。素晴らしい、世界一だと思ったんだけれども、この各社が使

っている研究費を１か所に集めて、もっと世界一になって、これも無駄がなくな

らないかと思って、民間の皆さんは競争していらっしゃるんですけれども、その

競争の使っている裏のお金というのも、これも私たちが一本化するだけではなく

て、このＤＰＦは社会的な環境問題になっていますので、これも一本化できれば

な、という感想を持ったことを一言、申し訳ないけれども、思ったので。私たち

はこれを全部助成いたします。普及率を４割まで一挙に拡大させようと思ってお

りますので、これは道路特定財源を投入いたしますので、改めてこれは皆さん方

に認識を賜りたいと思います。 

それから６ページを飛ばしてください。今の燃料電池のことも全部飛ばしてい

ますので。 

ＥＴＣの普及、これは随分言われているんですけれども、ＥＴＣに関しては、

今回少なくとも一般道路から高速道路、大型車等々誘導するということも含めて、

ＥＴＣを拡大した大型の料金の割引制度を導入したいと思います。何故、ＥＴＣ

が普及しないかというのは、要するに、ハイウェイカード、ハイカがあるからな

んですね。ハイカ５万円で約14％を割引するのに、ＥＴＣにしたら割引がハイカ

より少なかったら、ＥＴＣにする訳はないんです。ハイカは、自分たちのトラッ

ク業界なんかは、領収証は取れるけれども、ＥＴＣは領収証が出ない。こういう

御不満がありますので、元々ハイカは偽造等々で、あんまり言っては悪いからち

ょっと止めますけれども、不良に使われている懸念が多々ございます。これは件

数を言って、金額を言うとびっくりするぐらいみんな偽造しているんです。これ

はハイカを止めてＥＴＣにするということに切り替えていくための助成をしてい

きたいと思っておりますので、ハイウェイカードを廃止して、ハイウェイカード

に等しいだけの割引をＥＴＣにするということであります。 

それから、今回、まだはっきり道路公団の第三者委員会の答申が出ませんから

分かりませんけれども、第２東名、第２名神等も、今までの料金所、同じような

今までのＥＴＣが無い時代の料金所のつもりでのインターチェンジ、いわゆるト

ランペット方式という４つのトランペット方式で凄い用地で行っているんですけ

れども、これをＥＴＣにしたら、トランペット方式じゃなくてダイヤモンド方式

という簡単なことで、建設費も高速道路の費用が大幅に削減できるのですね。で

すから、私は、今回はそのトランペットのインターチェンジをダイヤモンド方式

にする分で、全部木を植えて騒音と公害防止にしようということを言っています
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けれども、これは第三者委員会の答えが出てから、改めて国土交通省としては、

第２東名とか第２名神をはじめ、新たに作る今のコストダウンにして、なおかつ、

一般国民の皆さん方に今回のような裁判が起こらない予防戦として、私はＥＴＣ

の方式を取れば、もっとコストダウンできて、そして環境に優しいということ、

渋滞緩和ができるということも、是非、私はしたいと思っておりますので、これ

もコストの縮減のためにもＥＴＣを導入したい。 

低公害の自動車、今飛ばしましたけれども、これは皆さん御存じのとおりでご

ざいます。まして今回は、低燃費の燃料電池自動車というのは、今日も閣僚懇で、

総理に来月、第１号車を贈呈するということで、これもやっていますので、より

これを後押しするということで考えていきたいと思います。 

それから、コストの縮減ですけれども、コスト縮減は今申しましたようなこと

で、まだまだこれから手をつけてコスト縮減ができる場合がありますけれども、

７ページに「見直しの具体例」と書いてありますね、地籍調査はこの間申し上げ

たからもう分かっていただいていると思いますけれども、今日の日本の中で地籍

ができていないという情けない状況は何としてもスピードアップをしていきたい。

これに人も費用も出すということで、地方自治体と連携していきたいと思います。

それから、規格の見直しは、この間も申し上げましたけれども、私たちが押し

つけるルールではなくて、ローカル・ルールを採用していこうということで、ロ

ーカル・ルールに合ったものにしていくことによって、コスト縮減が起こるとい

うことも大事なことだと思っていますので、是非、それもしていきたいと思って

おります。 

ただ、ローカル・ルールと言っても、問題は政令指定都市。それから、この間、

片山大臣から、中核都市にももっとという話が出ましたけれども、この政令指定

都市と中核都市の差というものは歴然とあるんですね。受け皿の問題なんです。

そういう意味では、この間、片山大臣が仰っていた中の、中核都市を一つの都市

としてきちんと認知しようと。けれども、政令都市と同じように中核都市が整っ

ているかというと、まだ整っていないんです。ですから、それを合併して政令都

市と同じような規模で30万にして、政令都市と同じような職員を置くということ

であれば、それは可能性としてあると思うんです。今、事例を挙げろと仰れば、

事例を持ってきましたからいっぱいあるんですけれども、これは片山大臣はお分

かりですから、また時間があれば公表いたします。今日、資料を持っていますか

ら事例を挙げます。 

それから、コストの縮減に関しては、今の民間の技術力の結集。これは入札の

契約適正化法を徹底させるということで、この間も残念ながら阪神公団で逮捕さ

れました。これは、私の法案が通る前の話で、平成11年のことだとは言いますけ

れども、この徹底方を図りたいということです。 

入札の適正化法、これもここでの話ですけれども、来週の月曜日に鈴木宗男議

員の 初の判決が下りる。旧北海道開発庁の職員も、部長、次長等々も一緒に関

連していることなので、この適正化法の周知徹底を図るということを是非しなけ
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ればならないと思っています。 

それから、コスト縮減の入札適正化法とここへ書いてありますけれども、電子

入札なんですね。そして、電子入札を全部すれば、経費もそして労力も、そして

国民に開示できるということで、この法案の中に書いてある電子入札というもの

の徹底を是非していきたいと思います。 

一番下にオレンジ色で「総合コストの縮減率」と書いてございます。「縮減率」

ということが書いてある赤字のところは、従来のコストの縮減に加えて、以下の

項目も評価するということで、「規格の見直しによるさらなるコスト縮減」、あ

るいは「事業便益の早期発現」とか、あるいは「将来の維持管理費の縮減」と書

いてありますけれども、これは公団方式の維持管理費というものに如何に無駄が

多いかということでお分かりいただけると思うんです。この維持管理費というの

は、例えば、道路公団の例を挙げますと分かるように、みんな分割してくれと仰

るんです。分割すればするほど、その地方の業者を入れるんですけれども、分割

すればするほど高くなっているんですね。その地域に根ざしたものを育てようと

いうことと、切れば切るほど高くなるという、この背中合わせをどうしていった

ら良いのかというのが、私たちに対して大変難しい問題があるんです。 

この７ページを言いますときに、まず８ページを見て下さいますか。「見直し

の具体例」という８ページ。これは、今のコストを削減をしようということで、

今からこの絵を見ていただいても分かりますように、橋の桁を少なくし３本でも

良いじゃないか。そして、さっき私が言いましたトランペット状というインター

チェンジも、これを変えていかなきゃいけない。今まで高速道路は６車線で車を

走らせる。これを４車線にしようと。やっぱり方法を変えて、需要が減っている

のであれば、それに相応しいものにしていこうということで、ここの下に書いて

あります規制の見直しで、４車線を２車線にする、６車線を４車線にする。そし

て、コストの縮減を図って少しでも要望に応えられないかということをしており

ます。 

それから、その右でございます。「規格の見直し」なんですけれども、これは

乗用車の専用道路というのを導入していこう。トラックを、御存じのように中国

でも、北京でも昼間トラックを入れません。全部乗用車だけです。先進国の中で

昼間堂々と凄いのが、でかでかと東京都内を走っているというのも、これも少な

いものですから、これも乗用車専門に変えていったらトンネルも小さくて済むと

ころもある。それから、道路も４車線を２車線にして良いところもあるというこ

とで、この軽減コストというものを、このような状況で図っていきたいというふ

うに考えて、大体これで計算しましたら、計算どおり行くかどうか分かりません

けれども、約４兆円の縮減になるという計算が出ております。現在の道路公団の

残事業も色々ございますけれども、少なくとも、こういうことをしたら４兆円の

縮減ができるのではないかと思っていますので、これも実行していきたいと思い

ます。 

それから、皆さん方がご存じのように、公団がどうなるかということで、私は
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なるべく総理に答申が出るまで私は物を言わないでおこうと思って、言わないで

いるところもたくさんあるんです。 

道路を作っても、如何に日本の道路が作ったとおりに利用されていないかとい

うと、道路を作るときに、高速道路は120キロで走れますよということで道路を作

るんですね。ところが、規制がかかって安全のためにということで80キロ、しか

もドイツと比べたら、100キロで走れるところというのは、とても少なくて、本当

に情ないんです。こんなに道路にお金をかけて作っていながら、走れていない。

走らせない。これも専門家がいらっしゃるから言いにくいけれども、200キロ出る

車でも、私たちは買っても無駄なんですよね。走れないんですから。高速道路を

作っておりましても、大体100キロ飛ばそうと思ったら120キロは要りますよとい

うのです。今120キロで道路を作っていますけれども、少なくとも80キロまでしか

出せないんですよね。そういうことが、今の日本の現状であるということで、外

国の皆さん方に、なおかつ、走れないで料金を取ると言われている所以がその辺

にあるものですから、これは警察庁とリンクしておりますので、私だけが物を言

うと悪いんですけれども、こういうことも現実に考えてみると、日本は高速道路

を作りながら、それだけのスピードを利用していないということの一つの表れで

もございます。 

それから、補助金のことも、今日言いましょうか。未だ時間がありますか。補

助金言って良いですか、もうないですか。 

（竹中議員） できれば手短にお願いします。 

（扇臨時議員） はい、分かりました。補助金のこともございますけれども、補助金

に関しては、少なくとも補助金をなくすということと、さっきも言いましたけれ

ども、それの受け皿があるかということで、私は国庫補助金の負担改革というの

は必要だと思っていますけれども、補助金の負担事業について、これを廃止・縮

減するというのは、私は当然のことだろうと思います。 

例えば、山形にこういう例があるんですけれども、県立の中央病院が移転しま

した。中央病院を少し離れたところに作ったので、病院を作ったら周りに道路が

必要であるということを言われるんです。その分だけはどうしても補助事業とし

てやっていただきたい。これが県独自でやったらどうなるんだということで、私

たちは、今、場所が離れたところに県立病院を山形が作ったら、それに附随して

病院ができ上がるまで、６年間の間に周りの道路も補助事業でやっております。

これを、補助事業を止めて、県独自でやりなさいと言うと、この６年というのは

48年かかるんです。これでは病院を建てても行けないんです。そういう意味で、

国庫補助の負担というものも、やはりその場所、その場所で全部廃止しちゃえば

良いというのではなくて、そういうものもあるということで、私たちは考えてい

きたいと思います。 

下水道の普及率が悪いと言われておりますけれども、近畿のある町の例を挙げ

ますと、その町の人口が13,000 人いるんです。13,000人で補助を活用して６年で

供用を開始する。これも共用ですよ、個別じゃなくて。供用を開始しようという
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ことで６年で事業しているんですけれども、補助金がなかったら倍の12年かかる

というんです。ですから、どこに何をどうするかという、それぞれの地方の特性

を生かして、こういう選択というのは、国土交通省は全国に10のブロックに分け

た地方整備局、地方運輸局を持っていますので、その地方に合った補助制度とい

うものを新たに考えていくべきで、廃止するものは廃止するけれども、私は地方

の状況をある程度緩和してあげないといけないという気は持っていますので。廃

止するところは廃止。そして、今言ったような件に関しては、一番 後のページ

に書いてございますので、白黒ですけれども、これに関しては、そのような気持

ちで対処していきたい。廃止するということに吝かではありませんけれども、抜

本的な改革を必要とするということを、是非御理解をいただいて、適切に御指導

をいただければありがたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。関連しまして、それでは民間議員のペーパ

ーが出ておりますので、吉川議員お願いします。 

（吉川議員） それでは、私の方から「社会資本整備のあり方について」というペー

パー、私ども４名が議論しました意見を簡単に説明させていただきます。 

平成15年度予算編成及び「改革と展望」の改定に向けて、社会資本整備につい

ての改革を更に具体化していくことが重要ということで、以下、６つの論点を挙

げております。 

「１．国と地方の役割分担」。公共事業の国庫補助負担金の廃止、縮減という

ことについては、削減額を明示して、具体的なスケジュールを設定し、実施に移

していくことが必要である。さらに、国庫補助負担金の廃止・縮減により国の公

共事業費は、「改革と展望」の想定、すなわち、前年度比△３％を超えて削減さ

れなければならない。また、国庫補助負担事業の廃止・縮減の範囲ですが、例え

ば、道路について、「その効果が市町村内にとどまるもの」のみを削減対象とす

るということで、下水道についても汚水処理の衛生処理システムが「概成」する

までは国庫補助負担事業を継続するというような考え方が述べられているようで

すが、こうしたことについては、再検討しても良いんではないか。我々議論をさ

せていただいて、そうした意見を持っております。 

「２．公共事業関係計画の見直し」。先ほど大臣からの御説明もありましたが、

国土交通関係の長期計画を「国土交通社会資本整備重点化計画（仮称）」として

統合する改革案を提示されている。この改革案では、アウトカム目標ということ

を掲げられている。これは、先ほど大臣が山形の病院に隣接した道路というのを

例として挙げられたと思いますが、もちろん、この個別例を私は存じませんが、

要するに、道路の長さということではなくて、道路がもたらすサービスという、

「アウトカム」を考えることが重要であるという御趣旨の御発言だと理解いたし

ました。そういうようなアウトカム目標による公共投資の重点化を行うこと、こ

れは良いことだと思います。 

   また、事業費総額を計画内容としないということも必要です。こうしたことは、

私どもずっとこの会議でも主張させていただいていた訳ですが、こうしたことが
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盛り込まれているのは評価させていただく。しかしながら、更に重点化を進める

ということが必要ですが、一つだけ、大臣が言われた根拠法である緊急措置法に

ついては見直しをされるけれども、一本化した後の長期計画については、新法を

作ろうということですが、今の段階で我々は、本当に根拠法が必要なのかなと。

その点については、むしろ、作らないで弾力的に考えた方が良いんではないかと

いうように考えている。 

「３．特定財源のあり方の見直し」。道路等の「特定財源」については、平成

15年度において、受益と負担の観点から納税者の理解・納得を得つつ、使途の拡

大など弾力的な対応を進める。更に、来年度以降、計画期間中であっても、環境

負荷への影響等を考慮して、より多面的な視野から一般財源化も含め抜本的な検

討を引き続き行う必要がある。これが私どもの考え方です。 

「４．公共事業の効率化」。これは大臣も随分詳しく説明して下さった訳です

が、今でも公共投資のコストは民間事業に比べて、相当割高になっているという

指摘があります。検証可能な具体的な数値目標を早急に定めて、コストの縮減に

取り組むべきである。また、官公需法についても見直してはどうか。先ほど、大

臣から４兆円という数字のお話もあったんですが、４兆円が直ちに全部削減でき

るというのではないかもしれませんが、その一部でも実現可能であれば、是非と

も15年度予算から反映していただければ、それだけ財源ができる訳ですから、事

業費は保ったままで、他にも役割のある使途に削減できた分が使える。是非とも

15年度予算からそうしたことも実現していただきたい。また、公共事業の効率化

については、いわゆるＢ／Ｃ、評価方法、これが持っている問題というのが指摘

されているので、まず各事業について事前的な評価をやる訳ですが、どういうよ

うな評価をやった、どういう情報に基づいて、こういう評価をしていますという

のを、密室の中だけではなくて、第三者に情報開示をする必要があるだろう。 

さらに、これが私は大事だと思うんですが、事業の事後評価をやって、事後評

価が悪かったら、やはりそれが次年度以降の予算に、ペナルティとして反映する

ということが自動的に組み込まれる必要がある。それが事前評価をきちっとする

ことの誘因になるだろうと思う。事前評価をやっても、事前的には良いと思った

んだけれども外れましたというのを、毎年毎年繰り返していれば、これじゃ余り

意味がないので、わざわざ事前評価をやるというのは、良いものをやろうと思っ

て事前評価する訳ですが、それが外れた場合は、どうしてもしょうがないような

理由で外れるということはあるのかもしれませんが、そうした不可抗力というの

を別にして、いわゆる杜撰な事前評価がなささたと思われる場合には、次年度以

降の予算に自動的に反映されるようなことを考えるべきではないかということを

言っております。 

「５．既存プロジェクトの見直し」。これは時代の変化に伴って、必要性の低

下した事業というものが当然ある訳ですから、既存プロジェクトの見直しという

のもゼロベースで進める必要がある。 

後のページですが、「６．公共投資の重点化」。これは、先ほど「予算編成
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の基本方針」のところでも、私、申しました。中身の見直しというのは、いわば

総論賛成で全員がそれは必要なことだと直ぐ肯くんですが、繰返しになって大変

恐縮ですが、このことがマクロ政策として、現在、我々、手に持っている駒が限

られている訳ですから、中身を徹底的に見直して、重点化をしていくというのが、

非常に大切な政策手段だと思います。総論はみんな賛成ですが、どこまで本当に

やれるかというので、財政の経済に与える効果は全然違ってくる。抜本的に見直

していただきたい。この点については、扇大臣は、従前からグランド・デザイン

をもって、日本の将来を考えて重点的に資源配分をすべきだということを仰って

いる訳ですが、もとより私ども大賛成ですので、進めていただきたいと考えてお

ります。 

（扇臨時議員） ちょっといいですか。 

（竹中議員） はい。 

（扇臨時議員） 今、吉川議員が６点に及ぶことを仰いましたけれども、私、その中

でさっき４兆円の削減と申しましたのは、これは道路公団関係の事業が少なくと

も22兆9,000 億円、それを約４兆円削減できるのではないかということでござい

ますから、それは誤解しないで受け取っていただきたい。 

それから、１ページの一本化が達成されるようにということで、「根拠法を制

定せず、弾力的に」というのは、これは混乱の元なんです。これは、力の強いも

のがやっていくということになっちゃいまして、そうではなくて、全部一本化し

た中でもきちんとしたルールというものがなければ、余計スピードがダウンする

と思うんです。ですから、そういう意味では、私が今申しましたように、一本に

してきちんとし根拠法を作って、そして中で弾力的にというのはあろうと思いま

すけれども。今まで予算を取ることで、少なくとも国会議員は大競争をしていた

ものですから、そういうことでは、根拠を作って、その中で考えるということが

必要なので、今、折角書いていただいていますけれども、「根拠法を制定せず、

弾力的に」というのは、なかなか人間というのは、弾力的にというのは根拠がな

かったらできないものですから、特に、政治家の場合は、そういう癖がございま

すので、これはさっき私が申しましたように御理解いただきたいと思います。 

それから、その次の２ページの４の公共事業の事業評価の話をもっとオープン

にしなさいというお話をいただきました。これは、私は、評価というのは第三者

の知見を活用して事業評価を行い、その結果については全部公表するということ

で、国土交通省に関してはインターネットにも全部出しています。ですから、公

表しろと仰ることに関しては、今、市町村まで行っていませんので、日本の国は

もちろんやっていますけれども、これは全部第三者も入れた事業評価をして、そ

してインターネットで全部公表する。これは、我々は、市町村にまで行くように

是非努力するということは今申し上げられると思います。 

以上だけちょっと付け加えさせていただきます。 

（竹中議員） それでは、関連で自由に御討議をいただきたいと思います。 

（本間議員） 扇大臣の御尽力によって、公共投資の問題に対して前向きな施策が昨
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年来行われているということは、我々も十分存じ上げております。今後、その線

に沿って一層推進していただきたいというふうに思います。ただ、昨今、公共投

資の問題は執行面において、必ずしも、改革推進のラインにふさわしくない事例

がたくさん出てきているということも事実だと思います。一般的に申し上げれば

政策立案機能と執行の問題の利益相反関係を、どのように排除するかという非常

に重要なテーマであります。例にとりますと、できるだけ安く、質の良いものを

作りたいという問題と、それを請負う者にとっての利益の問題、さらには雇用の

創出等も含めた問題というのは、どのように制度設計をするかによって解が随分

違ってくる訳でありまして、是非、この辺の踏み込んだ対応をお願いをいたした

いと思います。 

特に、何故、コスト節減へのインセンティブが働かないのかが非常に重要だと

思います。ここには、実は、アウトカム目標というものがきちんと作り上げられ

ておらずに、それに対する達成度が予算編成の中に組み込まれていないという本

質的な日本の問題点がございます。欧米では、契約ベースで、局長に在任してい

る期間の間にどのようなアウトカムを実現をするかを決め、そしてその裁量性に

応じて予算と責任を付与する、こういう形でやっておる訳であります。これが無

いとどうしても先送り形態になる。あるいは、自分の将来の問題に踏まえて、利

益誘導的な意思決定というものがなされる危険性もあるということでございます

ので、この辺の部分のところをどう排除するか。そして、さらには、きちんとや

った者に対して、予算面における重点的な配分をどのようにやっていくか。この

インセンティブもやはり重要ではないかという気がいたします。信賞必罰的な問

題をどのように具体化をするかだろうと思います。 

それから、３番目の問題は単年度予算の問題でございまして、これは塩川大臣

にまた御検討をいただけないかと思います。道路を掘り起こして、また埋めて。

これがコストを増加する原因になっております。長期計画が数量ベースの確保だ

けではなく、執行の効率性向上という点をどのようにマネジメントしていくか、

というように性格を変えていくことが非常に重要なポイントではないかと思いま

す。これは財務省当局とも御検討をいただいて、向上をしていただきたいと思い

ます。 

（扇臨時議員） 今の話でちょっと一言いいですか。 

（竹中議員） 扇大臣。 

（扇臨時議員） 折角良いお話をいただいて、私は単年度予算でずっと言い続けてき

たことですけれども、よく言われておりますけれども、それよりも何よりも今の

本間先生の話の中で一番大事なことは、ここは節約するけれども、夢を持ってこ

れをするという希望がなければ、経済財政諮問会議からそういう希望を発信して

いただきたいんです。そのために、私はいつも言っているように、小泉内閣の「国

家プロジェクト」を持って欲しいと。例えば、空港一つでも良いです。あるいは

羽田一つでも良いです。あるいは外環一つでも良いです。小泉内閣として「国家

プロジェクト」として、これは20年、30年遅れているものを、国際的に、日本の
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ための小泉内閣の「国家プロジェクト」は、これ一つに集中するよ、その代わり

暫く後は我慢して下さいよ、というようなことを発信していただかないと。経済

財政諮問会議でも、何だかケチケチばっかりして、何か暗い顔して難しいことば

っかり、切ることばっかり言われるな、ということでは元気にならないんです。

ですから、暗い話ばっかりで顔をしかめて、切ることだとか、逆に規制をかける

ことではなくて、私はこの中から、削るものは削るけれども、小泉内閣の「国家

プロジェクト」、例えば、羽田でも良いです、４本目を早くしろよと、それから、

他のことで色々なことを言っていましたから、ちょっと他に差し障りがあるとい

けないから止めますけれども、そういう目標を立てていただかないと、とても元

気にならないし、余計落ち込んで。やはり、気分ですから。単年度予算だから飛

行機でも空港でも何でも全部遅いんです。国際的には全部ダウンしちゃうんです。

事業別予算で、例えば、アクアラインでも１兆で。これは長くなるから止めます

けれども、一国会議員として、予算で質問するときに大変なんです。科学技術予

算なんて特にそうです。全省庁にばら撒いてあるから、ナノ・テクノロジーの予

算を質問しようと思ったら、全省庁の予算から拾い出さないと質問できないんで

す。それが、単年度予算で事業別に予算になっていないということで、私は総理

が小泉内閣でこれをやるという「国家プロジェクト」をやって下さったら、それ

は事業別予算でドンとやるというのが一番効率が良いことであって、そこまで経

済財政諮問会議で御指示いただいて、小泉内閣の看板を作っていただくというの

であれば、国土交通省の看板なんて無くなっても良いくらいのことを思っていま

す。それぐらい「国家プロジェクト」をこの中からとっていただきたい。そうい

う小泉内閣としての「国家プロジェクト」というものを世界レベルに。もう落ち

ているんですから、何処をどうするか。削ったり、張ったりということじゃなく

て、削った分はこっちへという、明るいことを是非御示唆いただければ有難いこ

とだとちょっと言っておきます。 

（塩川議員） 一つのプロジェクトで必要があるのならば、それを単年度事業を一つ

のプロジェクトとして認めていく。いわゆる、施越業務を認める。我々、よくゼ

ロ国債と言っていましたね。ダムなんかそれでやった方がうんと効率的なんだけ

れども、そういうような考え方は無いんですか。ここに出ていないんですが、効

率という中では。 

（扇臨時議員） それを考えれば良いと仰れば、幾らでも出てまいります。 

（塩川議員） ダムなんか４年も５年もかかっているやつが２年ぐらいでできちゃう

んです。勿体無いですね。いちいち冬は休んで、夏だけちょこちょこと工事をや

ってね。必要のある、さっき仰るようなプロジェクトであるならば、一挙にやっ

ちまうということです。 

（片山議員） 前倒し施工をやって金を延払いにする。 

（塩川議員） そうそう。そうじゃないと成功しないんです。 

（扇臨時議員） それが国際的に、なるほど日本は変わったなと思われるようなもの

でなければ、その地域だけのことでは元気にならないということを言っている訳
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です。だから、小泉内閣としての「国家プロジェクト」というものは、国際的に

合致するというものをしないことには、全部が沈下しているんですから、この間、

私が出した資料のように。港をとっても、空港をとっても、道路とっても全部沈

下しているんです。何処に集中するか、削ることはもちろん削りますけれども、

是非、そういう御示唆をいただいて、内閣の看板を作っていただきたいと思いま

す。 

（竹中議員） それでは、片山大臣、吉川議員。 

（片山議員） ちょっと暗い話をします。１つは補助金なのですが、もう市町村規模

の小さい公共事業の補助金は止めた方がいいと思います。特に、道路、公園です。

それから、下水道は色々議論がありますから、これは考えなければいけませんが、

それでも規模の小さいものは止めた方が良い。なぜみんな補助金を欲しがるか。

お金が無いからなのです。補助金を貰えば半分のお金で工事ができるからです。

税源や財源さえ与えればもっと進むのです。今、そういうお金が無いから、補助

金を申請しようということなのですから。国土交通省ですから、国家プロジェク

トのような大きいものをやったらよい。細かい小さい補助事業は地方に任せたら

良いと思います。 

（塩川議員） 一般財源化やな。 

（片山議員） いやいや。それは税源移譲をしないといけません。 

それから、長期計画の一本化は大変良いと思いますが、私も法律になぜしなけ

ればならないのか分かりません。法律事項ではありませんよ。閣議決定で良いの

です。そこはお考えいただいて。今度は、事業費を入れないのでしょう。事業量

も入れないのでしょう。アウトカム目標だけですよ。私は閣議決定を行った方が

ずっと弾力的で変えられると思います。それから、もう一つは、公共事業は国土

交通省だけではないのです。 

（扇臨時議員） そうですよ。 

（片山議員） そうでしょう。治山は林野庁ですし、交通安全は警察庁でもあります

し、農林関係は公共事業でかなりあります。ですから、全部を一本化するのは意

味があると思います。その仕組みをどう変えるか難しいですけども、国土交通省

分だけであれば、恐らく７割程度でしょう。全体の公共事業をどう進めるか。そ

れをどこかで調整する仕組みが必要ではないでしょうか。今回長期計画を一本化

するのであれば全部まとめると良いと思っております。 

（塩川議員） 今の問題は大事ですよ。農道と街路と一緒に並んでいるんですから。 

（片山議員） それとすみません、道路特定財源も同じことを何度も言わせていただ

いているのですが、国が３兆4,000億円で地方が２兆2,000億円ですね。国から１

兆7,000億円、地方に交付されているのです。補助金が１兆円、交付金が7,000億

円です。 

（扇臨時議員） この間も言ったじゃない。 

（片山議員） ですから、実際の歳出は、国が１兆7,000億円で地方が３兆9,000億円

ですから、譲与税を増やしてもらったら良い、税源移譲をしてもらったら。実際、
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地方が３兆9,000億円使っているのですから。今、譲与税が6,000億円あるのです。

これを増やしていただくと、それだけ道路の財源として使えることになる。地方

も助かるし、無理をして使途を拡大しなくて良いのですから。道路事業を行うの

ですから。地方の道路整備は未だかなり遅れていますから、都道府県道は６割の

整備率、市町村道は５割ですから、道路財源といって譲与税を考えていただけれ

ば。今の揮発油税も石油ガス税も自動車重量税も。重量税は４分の１が地方に譲

渡されているのです。４分の３が国で、８割が道路財源でしょう。重量税の４分

の１を３分の１にしてもらったら良い。御検討を是非いただきたいと思います。 

（竹中議員） それでは、吉川議員、奥田議員に発言していただいて、それで扇大臣

にお願いします。 

（吉川議員） 先ほど扇大臣が言われた「国家プロジェクト」に賛成です。結局詰ま

るところは、先ほどから申し上げている中身の見直し、重点化ということなんで

はないでしょうか。先ほど議論しました「予算編成の基本方針」のところにある

１、２、３、４というのは、人間力の向上から始まって、魅力ある都市、それか

ら高齢化社会、少子化対応、循環型経済社会の構築、こういうのを課題として挙

げている訳ですから、こういうことに関して日本が国際社会の中で、どれほど他

の国の範になるようなことができるかだ。それを扇大臣は「国家プロジェクト」

という言葉で表現されたと思うんですが、そのためには、一方では無駄を削って、

財源が無限にある訳じゃない訳ですから、中身の見直し、重点化する必要がある。

「気分」としても大変賛成です。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 私からはちょっと細かい話なんですが、平成15年から、この道路特定

財源に関する税が、暫定税率を落として本則に戻すということになっている訳で

す。今までずっと見ていますと、「当然、今、取っている暫定税率を取れるんだ。」

という考え方で、色んなものが構成されていると思うんですが、それは立法府の

方で簡単に、従来どおりのものが取れるというふうに考えているんですか。 

（塩川議員） 私はもっと柔軟に考えていまして、これは私個人の意見だと聞いてい

ただいたら良いんですが、暫定税率分はいかんと仰るんだったら、いかんで止め

て、その分だけ相当額の税を貰ったら良い訳ですね。そうしたら何でも使えまっ

せ。どっちでも良いんです。それで、本税と暫定がありますね。扇さんが言うよ

うに道路関係の税、いわゆる公共事業全般に使えるように、広く「公共的事業」

も入れて、壮大な国家プロジェクトに使えるようにしたら良いじゃないですか。

だけれども、暫定税率をみんな、これは暫定だとか考えないで、ガソリン税は54

円だと思っているんだから、これで良いじゃないですか。 

（奥田議員） 思っているんです。思っているんです。 

（片山議員） 奥田さん、毎回直してきているのです。５年単位で直しているのです。 

（奥田議員） 今回も簡単に直りますか。 

（片山議員） それは国会で決めることですが。 

（塩川議員） 余り寝ている子を起こさないようにしたら良いんです。 
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（片山議員） もうかなり起きているけれども……。 

（奥田議員） それはもうかなり大きな計画が、11月11日に決起大会を開くなんて騒

いでいますからね。 

（塩川議員） ここは党の税調関係の人だとか、党の若い道路族の方が言っているん

です。だったら、それと相当なんです。全部集めましたら３種類と約２兆円近く

になります。それじゃ違うものを入れて、それを例えば国債返済と確認するとか、

そういうことになって良いんじゃないかと思うんです。 

（片山議員） 今までは５か年計画とリンクしていたのです。５か年計画の財源が無

いから暫定税率を延長しますと。今回のそれが無くなると理屈が弱くなる。今ま

では５か年計画の改定といつも連動していたのです。それで延長していたのです。

今回はそこの説明はかなり難しくなりますね。 

（奥田議員） 技術的な問題は、是非、よく考えて欲しいと思います。 

（塩川議員） 奥田さんね、ジャンプして発展的構想で、これを従来どおりいって、

公共事業をみんな仲良く使おうやないかという発想だ。 

（竹中議員） それでは、今までの議論を踏まえて、扇大臣どうぞ。 

（扇臨時議員） 今、奥田議員からもそのお話が出ましたけれども、今までどおり取

れますのかという質問ですけれども、私、さっき申しましたように、そういう運

動が起こらないような道路特定財源の適用を広範囲に使うという。ですから、さ

っき言ったように、今度は地下鉄にも使うんです。地下鉄のどこに使うかという

のも、これは池袋から地下鉄を掘るのに、これは上の環境が、この間のような公

害が起きないように地下鉄にシフトして欲しい。渋滞が凄いですから。ですから、

そういう意味で、今まで地下鉄工事に、道路特定財源で作るなんて全然関係ない

じゃないかと言われていたけれども、それも作るという。今、いみじくも財務大

臣が仰った「公共事業に」使うということで、特に、道路関係の公共事業、何で

もいい公共事業に使うのではなくて。 

（塩川議員） 結局、公共事業いうのは道路に関係してしまうわな。下水にしても、

何でも皆道路が付いてしまう。 

（扇臨時議員） ただ、塩川大臣、それは不払運動が起こるんです。「15,000円で良

いじゃないか。何で22,800円取るんだ。」ということを言われるんですから、そ

の22,800円はユーザーの皆さん方の運動が起こらないようなことで使うと発表し

ないと、「だったら止めろ。俺たち払わないよ。」という不払運動が起こったら

えらいことになるんです。 

（塩川議員） 分かりました。 

（奥田議員） それはやはり、政府広報かどうか知りませんけれども、やはり、根回

しを事前に上手くやっておかないと、正直言って元に戻すのは難しいと思います。

（塩川議員） 下手に根回しすると、ちょうどガソリンが燃えるところに付く可能性

がある。 

（扇臨時議員） 私から道路特定財源の使用方法というは発表すべきなんですよ、総

理が仰っているように。 
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（塩川議員） えっ。 

（扇臨時議員） 総理が「道路特定財源を見直すよ」と言われたんですから、「こう

いうふうに見直します」というものをアナウンスメントすることなんです。 

（竹中議員） それでは、ちょっと色々議論が出ましたけれども、扇大臣は時間もあ

ると聞いておりますので、一応話をまとめますと、基本的には一本化ということ

と緊急措置法の廃止等々、扇大臣のリーダーシップを皆さん評価するし、敬意を

表するということであろうかと思います。 

その上で幾つか結構大きな問題が提起されておりまして、まず、長期計画一本

化というのを国土交通省の一本化で良いのか、全体の一本化にすべきではないの

か。それに対しては法律なのか、閣議決定なのか、これは、内閣全体で議論をし

なければいけない問題であろうかと思います。 

「国家プロジェクト」。これは選択と集中という意味では、考える価値は十分

にある。しかし、それをどのような形で実現していくかということは重要な課題

であろうかと思います。 

また、市町村規模の補助金を止めてはどうか。譲与税を増やすという方向が考

えられるべきではないか。これは扇大臣に御検討いただくということではないか

と思います。 

後に、道路財源については、時間が限られておりますけれども、納得のいく

ような形で引き続き議論をして、予算編成の基本方針にも反映させていかなけれ

ばいけないということなのかと思います。 

こういった点に関しまして、総理何かございますでしょうか。 

（小泉議長） 扇大臣が意欲的にやっていただいているから、この公共事業関係、長

期計画の見直し、これを大いにやっていただきたいと思います。また、道路特定

財源は私が言っているように、使途は道路だけというのを見直すと言っているん

ですから。これについて、ちょうど50年ぶりの改正になるそうです。昭和28年、

道路特定財源ができてちょうど50年。良い機会だよ。見直すから、その案を出し

て下さいということです。 

それと入札。これは今議論が出たように、本当に無駄が結構あると思うよ。こ

れを見直せば、物価が下がっているこの時期、もっと削減できる分野はたくさん

あると思います。これにも積極的にやっていただきたい。 

それから、国と地方のあり方の見直しですが、これは総務大臣言われたとおり、

三位一体。15年度予算で反映できるように知恵を出していただきたいと思います。

頑張って下さい。 

（竹中議員） どうも扇大臣、今日はありがとうございました。 

（国土交通大臣退室） 

（竹中議員） それでは、 近の経済動向等々に関して、若干御議論があれば、御議

論をいただきたいと思います。特に、ございますでしょうか。 

（塩川議員） ありません。 

（吉川議員） 一言、宜しいですか。政府として、不良債権処理について大きく舵を
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切って、事が動き始めた。我々は結構なことだと考えている。従前から政策の柱

は４本ということで、この４つの柱をきちっと見ていただきたいと言ってきたが、

その１つが動き始めたということを、我々は結構なことだと思っている。しかし

気を抜けないような状況がこれからも続いていく訳ですから、諮問会議としても、

政策の４本の柱というのは、いつも経済の動きと対応しながら議論させていただ

きたいと考えています。データも次々に出てくると思います。時間を追って出て

きますし、日本だけではなくて、外国の情勢ももちろんございます。予算とか、

税とか、色んな話ももちろん進んでいく訳ですが、是非とも、この諮問会議で、

できれば毎回、経済の動向とマクロの状況というのを議論させていただければと

思います。 

（平沼議員） 私もさっき同種のことを申し上げましたが、私も吉川議員に賛成でご

ざいます。こういう非常に厳しい時だし、大きなことをやりますから、それに応

じて常にウォッチしておかないといけないと思います。 

（竹中議員） それでは速水総裁、本間議員。 

（速水議員） 不良債権問題は、バブルの負の遺産もあるが、新しい産業構造あるい

は企業経営への転換は大変だというようなことで、新規に発生してきている不良

債権というのも非常に多い。こういうものに対して、これは金融と産業が一体に

なって、総合的に解決していかなければいけない問題で、そういう意味で、今度、

産業再生機構というものをお作りいただくのは非常にタイミングとしては良いし、

私は非常に期待しております。 

これは、税制の改革とか、規制緩和とか、そういったものと並んで、やはり産

業再生機構が果たす役割は非常に大きいと思いますし、その場合に大事なことは、

企業部門全体として活性化していくということで、そのためには、再生の可能な

企業は真に再生させていく。市場からも退出しなければならんものは済々と退出

させることが重要な訳でして、こういった観点で、この産業再生機構というもの

が立派な機能を果たしていただくことを期待しております。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 来年度の予算の編成は、小泉内閣にとりましては第２年度に当たる訳

でありますが、昨年度は途中から担当されたので、今度はいわば本番の予算だと

思います。その意味では、改革断行予算の性格で、メリハリを付けて、きちんと

したものに仕上げていくということが非常に私は重要ではないかという感じを持

っております。 

その際に、マクロ経済への影響というのは、これは吉川議員、平沼議員が仰っ

たとおり非常に重要なテーマでありますので、そのことについては、時々の情報

等も含めながら慎重に議論をして、予算の中に反映していくというプロセスを取

っていただきたいと思います。年末でドタバタと決めるというようなことは、改

革断行予算の編成という意味では全くイメージを損なうものであろうと思います。

税制改革も含めて、どうもドタバタということを例年のように繰り返すのではな

いかというような危惧を持っております。是非、この点について諮問会議等で国
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民対する説明も含めて、予算を仕上げていくという御努力をしていただきたいと

いう具合に思います。 

それから、歳出面における問題。昨年は、特殊法人に対する歳出を、総理のリ

ーダーシップで、１兆円削減という形で、極めて大きなメッセージ性を持ったも

のがございました。しかし、今年はそれに代わり得るメッセージ性のあるものを

どういう具合に作っていくんだということになれば、先ほど速水総裁が御指摘さ

れた産業再生、それにセーフティネット、あるいは歳出における極めて新しい芽

出し、これをどういう具合に実現していくかということに尽きるのではないかと

思います。是非、重点的な予算配分をお願いいたしたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、今の御意見を参考にしながら、次

回以降も進めてまいりたいと思います。 

（小泉議長） 今、大事な点で竹中大臣に骨折っていただいて、金融システム改革は

本格的に動き出すと思います。私は「王道で行」くというのは、税制改革、金融

システム改革、規制改革、歳出改革。これに金融システム改革を進めていくと、

色々企業の倒産とか失業が出てくる。セーフティネットの対策。それから産業再

生機構という独立したもの。これを本格的に、この15年度予算で活かすように、

マクロの全体を見ながら、大胆かつ柔軟にやりますから宜しく御指導、御協力を

お願いしたいと思います。 

（塩川議員） ちょっとスピードを上げないと駄目ですね。スピードが遅い。 

（奥田議員） スピードもそうですけれども、私どもも連合と一緒になって、もう凄

く実感があるんですけれども、日本人というのは欧米人に比べて自殺しちゃうん

ですね。失業とか、倒産とかで。だから、そこら辺りの日本人の特性をよく見定

めないと。失業率が6.5 とか、7 とか、そういう数字に近づいてくると世間で不

安が起こるという問題になってくるんで、現在は３万人の自殺者が出ている訳で

すけれども、そういうものはどんどん増えてくるということだと。あとは非常に

危険な状態ですから、是非セーフティネットについては、私どもも一所懸命に連

合とも一緒になって考えますので、厚労省と一緒になって、また総理とか、官房

長官ともお願いをしたいと思います。 

（速水議員） 産業再生の観点からポイントは２つだと思うんです。１つはＲＣＣと

の役割分担をどうしていくかということ。もう１つは、新しい機構の 終的なリ

スク負担のあり方をどうしていくのか。この２つのことを私もちょっとどうなる

のかなと思って見ているんです。 

（竹中議員） 後に総理に御指摘いただいたような点が予算の中に見えるように、

是非、一致協力して当たりたいと思います。 

（平沼議員） 奥田会長、セーフティネットは我が省も関係しておりますので。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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