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平成 14 年第 34 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
 
○予算編成の基本方針について 
(竹中議員) 資料を説明する。経済財政諮問会議が予算編成に当たって基本方針をしっか

り決める。基本方針を決め、予算を編成するというこのプロセスを定着させたい。昨
年の項目に則り、以下の３項目で議論してはどうかと考えている。最近の経済情勢の
変化等を織り込み議論を進める必要があろう。 

   「Ⅰ 構造改革の推進」。日本の経済と財政の状況について、内閣としてしっかり
した見方を示す必要がある。来週 12 日に月例経済報告、13 日に７－９月期のＧＤＰ
速報が出る。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。 

   「Ⅱ 平成 15 年度予算の基本的考え方」で重要なことは、改革断行予算を継続す
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ること。また、行政改革、税制改革など重要なテーマも述べたい。昨年は、特定財源
に触れたが、税制改革が入ることが今年の基本方針の非常に重要な特徴になる。 
「Ⅲ 歳出の見直しと構造改革の推進」では、主な項目の基本的な考え方をまとめ

る。１～４は重点分野。５～７は、社会資本、社会保障、地方財政という予算で大き
なウエイトを占める項目。８～11 は、文教、ＯＤＡ、農水。昨年はなかったが、諮
問会議でも議論した重要テーマであり、特に項目を立てたい。 

     昨年は、特殊法人の１兆円削減が非常に重要なメッセージだった。今年は、道路や、
国・地方に関する三位一体改革が大変重要なテーマになるだろう。 
御議論いただきたい。 

（吉川議員） 予算は、マクロ経済に非常に大きな影響を与える。これから諮問会議でマ
クロ経済について議論する機会があると思うが、今日は、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。 

   繰返し述べてきたが、現在、日本の経済政策手段は限られている。そうした中で、
歳出の見直し、中身の見直しは非常に重要かつ有力なマクロの政策手段だ。よく乗数
と言われる。政府がお金を使うと民間投資などが誘発され、政府支出以上の経済効果
が出る。ただ、乗数は中身によって全然違う。政府の予算は、巨額であり、中身を見
直し、乗数が小さいところから大きいところに回せば、当然経済効果がある。民間投
資を誘発する政府支出に歳出の中身を振り向けることが極めて重要かつ有力な政策
手段である。その観点で、財務省も、概算要求段階で、要求２割増という工夫をさ
れたと思う。これから先、本格的に歳出の見直しを行う上で、実際に実を上げるため
の工夫は何かしているのか。 

（塩川議員） 今度、財政制度等審議会に私自身が出席しようと考えている。制度改正を
伴うものが随分あるので、財制審で検討してもらおうと考えている。11 月 20 日に財
制審の合同部会を行い、検討事項をまとめてもらう。本間議員も会長代理であるが、
まとめたものを諮問会議でも検討してもらいたい。 
吉川議員の御指摘については、２つある。第一に、制度的に必要かどうかという点

だ。前回の農業委員会は非常に良い例だ。児童相談所もそうだ。制度的な問題は行政
サイドからは言いにくいが、財政制度としては一般財源に落としたら良いと言える。
一度見直してもらう。 

    第二に、単価の見直し。扇大臣が指摘されているが、様々な公共事業や営繕等の仕
様書はこれで良いのかという問題。全部特注で、非常に負担増になっている。検討し
てもらう。この点は別組織で検討しなければならない。 

    それから、単価の取り方で、原価に沿って見てもらう。こういうことを財制審にお
いても、遅ればせながら検討させたい。 

    また、様々な政府関係審議会の相互連携が全然とれていない。例えば、財制審と地
方財政審議会がぶつかり、社会保障審議会もぶつかっている。政府全体としてまとめ
るのは何処かというと、この諮問会議でまとめてもらいたい。皆持ち込んでもらうよ
うにしたらどうか。  

（奥田議員） 補足だが、「Ⅲ６ 社会保障制度」は非常に重要な問題。特に、連合は、
今回の措置に神経質になっている。先日、連合と経団連と話し合い、一応たたき台や
素案を作って、最終的に厚労省と一緒に政労使会で決定するよう考えている。 

（速水議員） 財政政策のあり方、日本経済について、３点申し上げる。 
   来年度の景気は回復に転じると予想されるが、回復テンポはごく緩やかなものにと

どまる可能性が高い。先般、10 月展望リポートで説明したが、特に、海外経済動向
を始め、様々なリスク要因を従来にも増して念頭に置く必要がある。 
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    第二に、そうした中、持続的かつ安定的な経済成長を実現していくためには、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。財政政策が、景気の自動安
定化機能を発揮する形で運営されるかどうかも、景気の動向を左右する。 

    第三に、中長期的な財政規律の確保も重要な課題だ。 
（片山議員） 基本方針の内容は、いつ決めるかによるだろう。決める時点でⅡの行政改

革や税制改革の中身は、かなり変わってくる。その点をどう考えているか。 
また、Ⅲの１～４は重点分野で、５以下とは違う。例えば「魅力ある都市・個性と

工夫に満ちた地域社会」は、「社会資本整備」や「地方財政」に関係がある。「公平で
安心な高齢化社会・少子化対策」は、「社会保障制度」と不可分だ。つまり、切り口
が４までは横断的で、５から縦割りだ。事務的なことだが、並列にすると、読む人が
混乱するのではないか。 

（竹中議員） 去年もそういう御指摘があった、考えたい。 
     時期は、昨年の例なども踏まえ、できれば今月下旬に基本方針の原案を提出し、11

月末を目途にとりまとめたい。その範囲で書けることが決まってくるだろう。 
（本間議員） 塩川大臣の吉川議員へのお答えは非常に重要だ。少し補足したい。総務大

臣御指摘の項目の立て方にも関連する。昨年は、この問題はマトリックス予算として
議論した。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。「魅力あ
る都市・個性と工夫に満ちた地域社会」という問題は、三位一体の問題とも関連する。
メリハリがどう予算編成上反映されるか、最終的な予算を決定する前に諮問会議でお
示しいただきたい。新たな時代の要素を的確に反映すべきだ。 

    第二に、予算編成の中で、公共投資その他の歳出が何故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てき
た。主な方法は、成果目標を立て、達成度の検証をすることだ。是非、来年度の予算
編成で、コスト・ベネフィット分析を反映し、情報公開を含めて制度の確立に向けて、
第一歩を踏み出し、予算の現場で活用していただきたい。 

    第三に、塩川大臣に、今年、現場のコスト問題をお調べいただいたことに関して、
我々も協力させていただくが、それぞれの単価、執行の問題について、もう少し踏み
込んで論点を整理する必要があると思うので、宜しくお願いしたい。 

   さらに、来年度予算については、不良債権処理の加速化という新たな問題が発生し
ているので、これが予算にどう反映されるか、国民の非常に大きな関心事だ。産業再
生、セーフティネット、雇用の問題など重点的な予算の有り様について、的確な対応
が必要だ。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、制度上の
対応と予算の対応とを整合的に噛み合わせたい。 

（平沼議員） 本間議員御発言とほぼ同じだが、経済の現状認識としては、民需を中心に
緩やかな景気回復基調にあるが、依然として厳しい。アメリカの景気動向も非常に不
安定な要因だ。そういう中で、今、不良債権処理という大きなファクターが加わった。
予算編成は、経済情勢をよく見極めた上で、やるべきことはやっていく判断が必要だ。 

（竹中議員） 多くの意見が出たが、片山大臣の指摘、本間議員が指摘したマトリックス
予算のような考え方を如何に取り入れるか。不良債権と産業再生という新たな問題を
どう取り入れるか。経済情勢を如何に反映するかという点に注意を払いながら取りま
とめていきたい。今月下旬には原案を提出し、月末を目途に諮問会議として取りまと
めたい。 

 
○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） 
（扇臨時議員） 申し上げたことは取り上げていただき、御認識を賜りたい。 
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資料１ページ。公共事業の長期計画で、９本を１本にする。根拠法だった緊急措置
法を見直し、「社会資本整備重点化計画法（仮称）」という新法を制定したい。長期計
画の一本化では、国土交通省として新法を制定することは御認識賜りたい。今まで、
旧建設省、旧運輸省などが各々長期計画を作り、整合性がなかった。コストダウンの
面でも、事業のプロセス、透明性の確保のため、９本を横断的な１本にする。これは
国土交通省だからできることで、今までは考えられなかった。しかも、事業費総額を
入れず、予算獲得の方便と化した長期計画を見直す。コスト縮減、スピードアップ、
公共事業の重点化等を考えると、この集中化は小泉内閣の目玉と言えよう。 

   重点化計画法として一本化することには抵抗感もあろうが、国土交通省が省として
一本となった象徴としたい。６本の緊急措置法は原則廃止する。昭和 30～40 年代に
「緊急」という名前で作られたが、年数も経過しており廃止する。ただし、治山治水
緊急措置法の治山に係る部分は別途検討する。他の法律は、「緊急」というよりもう
老齢であり、原則廃止・一本化する。良い案があれば御示唆いただきたいが、これは
国土交通省としての姿勢でもあり、是非、緊急措置法廃止を前提に新法を制定させて
いただきたい。２ページ目に、今までの緊急措置法で廃止する部分を列記した。 

   道路特定財源は、小泉総理から御注文もあり、知恵を絞って、塩川大臣とも御相談
し、不払運動が起こらない方法を考えた。暫定税率として普通の重油税の 25 倍を取
っている。一般財源化するなら 22,800 円を払わないという運動が既に起きつつある。
総理も「一般財源化」とは言われず、お気遣いいただいている。「道路特定財源」で
なはく、「特定」を外し「道路関係財源」と言えるくらい使徒を拡大する。住宅地の
環境、鉄道、上下水道、河川、情報通信などあらゆるところに拡大する。総理の指示
で、道路関連事業に最大限に使っている。 

   それから、関連するあらゆる都市交通、環境にも気を付けなければならない。特に、
環境問題ではＤＰＦ（ディーゼル微粒子除去装置）にも助成金を付ける。また、今回、
道路の掘返しについて、一度掘ったら緊急時以外は５年間掘らないようにし、その区
間を公表する。共同溝を整備し、電線も地中化する。５年間保証付きの掘返し工事を
一挙に行い、区間を全部公表するが、道路特定財源を活用する。 

   ボトルネック解消は、これまでも御説明した。ＤＰＦはディーゼル車の問題だが、
装置は１台 100 万円前後である。もっと売れれば値段も下がると言われているが、各
社はＤＰＦ研究を熱心に行っている。それは素晴らしいし、世界一だと思うが、各社
が使う研究費を１か所に集め、無駄を無くせないかと思う。民間では競い合っている
が、ＤＰＦは社会的な環境問題になっており、できればそのお金も一本化し、私たち
も全部助成し、普及率を４割まで一挙に拡大させたい。これにも道路特定財源を投入
する。 

   ＥＴＣの普及では、一般道路から高速道路に大型車などを誘導することを含め、Ｅ
ＴＣを拡大した大型の料金割引制度を導入したい。ＥＴＣが普及しない理由にはハイ
ウェイカードの存在がある。トラック業界では、ハイカは領収証が出るが、ＥＴＣで
は出ないとの不満がある。また、ハイカは５万円で約 14％割引するが、ＥＴＣの割
引が少なければ使われない。ハイカは偽造を含め不正使用の懸念が多い。ハイカから
ＥＴＣに切り替えるよう助成したい。ハイカを廃止し、同等の割引をＥＴＣに行う。 

   今回、まだ道路公団の第三者委員会の答申が出ないが、第２東名、第２名神等では、
従来は、トランペット状のインターチェンジ・料金所で膨大な土地等が必要だったが、
ＥＴＣを前提にすればダイヤモンド型にして、建設費も大幅に縮減できる。その分、
木を植えて騒音と公害防止をしたい。国土交通省として、第２東名、第２名神など新
たなものはコストダウンし、環境に優しく、渋滞も解消できるよう、ＥＴＣ方式を推
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進したい。 
   低公害自動車はご存じのとおり進めたい。来月にも、燃料電池自動車の第１号車を

首相官邸に導入する。これも後押しする。 
   コスト縮減では、まだまだコスト縮減できる場合がある。見直しの具体例を資料に

示した。先日、地籍調査については御説明したが、今日の日本で地籍を把握できてい
ない現状の改善を加速したい。人も費用も出し、地方自治体と連携したい。 

   「規格の見直し」では、ローカル・ルールを採用し、コスト縮減を図りたい。ただ
し、ローカル・ルールでは、政令指定都市と中核都市では大きな差がある。受け皿の
問題では、中核都市は未だ整っていない。合併して政令都市と同規模で、同じような
職員を置けば可能性はある。 

   コストの縮減に関して、民間の技術力を結集し、入札契約適正化法を徹底させる。   
全部電子入札にすれば、経費も労力も削減され、国民にも開示できる。この法律に基
づく指針の中に書いた電子入札を是非徹底していきたい。 

   「総合コストの縮減率」の部分では、従来の工事コストの縮減に加え、「規格の見
直しによるさらなるコスト縮減」、「事業便益の早期発現」、「将来の維持管理費の縮減」
も評価する。公団方式の維持管理費に無駄が多いが、例えば、道路公団でも分割を要
請される。分割すればするほど、各地方の業者が入れるが、逆に高くなってしまう。
地域に根ざしたものを育てることと分割するほど高くなることとの背中合わせをど
うするか難しい問題だ。「見直しの具体例」として、鋼橋の桁本数を少本数化する。
トランペット状インターチェンジも見直す。６車線を４車線にするなど需要が減少し
ていれば、相応しいものにする。規格見直しで４車線を２車線に、６車線を４車線に
してコスト縮減を図っている。また、乗用車専用道路を導入する。北京でも都心部に
昼間トラックは入れず、乗用車だけ。日本も乗用車専用に変えればトンネルも小さく
て済む。４車線を２車線にして良いところもある。約４兆円の縮減になるので実行し
ていきたい。 

   公団については総理への答申まで発言を控えたいが、道路を作っても、日本では、
そのとおりに利用されない。高速道路は 120 キロ走行を前提に作るが、安全のためと
して 80 キロに規制されていたりする。ドイツと比べても 100 キロで走れる道路は非
常に少なく本当に情ない。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。専門家もおいでで言いにくいが、200 キロ出る車を買っても日本で
は無駄になる。走れないからだ。高速道路も 100 キロ走行には 120 キロ要るという。
しかし、120 キロ対応で高速道路を作っているのに、80 キロまでしか出せない。これ
が日本の現状であり、外国からは、走れないのに料金を取ると批判されている。これ
は警察庁とリンクしており、私だけが言いにくいが、こうした現実を考えてみると、
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。 
補助金をなくす点では、受け皿が問題となる。私は国庫補助金の負担改革は必要だ

と思っており、補助金の負担事業の廃止・縮減は当然だ。 
   しかし、例えば、山形県の事例で県立中央病院を移転した際に周りに道路が必要と

なった。その分を補助事業にして欲しいとの要望が来る。補助事業なら病院ができる
まで、６年間で整備できるが、県単独では 48 年かかってしまう。病院を建てても行
けなくなる。国庫補助の負担も、場所によっては必要で、全部廃止すれば良いという
ものでもない。 

   下水道普及率が悪いと言われるが、例えば、近畿の人口 13,000 人の町で補助を活
用して６年で供用開始する。補助金がなければ倍の 12 年かかる。国土交通省には全
国に地方整備局、地方運輸局があり、その地方に合った補助制度を新たに考えていく
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べきだ。廃止するものは廃止するが、地方の状況をある程度勘案しないといけない。
是非、御理解いただいて、適切に御指導いただきたい。 

（吉川議員） 平成 15 年度予算編成及び「改革と展望」の改定に向け、社会資本整備の
改革を更に具体化することが重要で、以下６つの論点を挙げた。 

   「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・縮減は、削減額
を明示し、具体的なスケジュールを設定し、実施に移すことが必要だ。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」で想定した前年度比３％減
を超えて削減すべきだ。また、国庫補助負担事業の廃止、縮減の範囲では、例えば、
道路について、効果は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、
下水道で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
続するとの考え方だが、再検討しても良いだろう。議論させていただきたい。 

   「２．公共事業関係計画の見直し」。扇大臣から、国土交通省関係の長期計画を「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が提示され、アウト
カム目標を掲げるとしている。山形の病院の隣接道路の例が出たが、要は、道路延長
ではなく、道路がもたらすサービスという「アウトカム」が重要と理解しており、そ
うしたアウトカム目標による公共投資の重点化は良いことだ。また、事業費総額を計
画内容としないことも必要だ。この会議でずっと主張していることが盛り込まれ評価
したい。更なる重点化は必要だが、一本化後の長期計画については、根拠法を作らず
弾力的に考えた方が良い。 

   「３．特定財源のあり方の見直し」。道路等の「特定財源」は、平成 15 年度には受
益と負担の観点から納税者の理解・納得を得つつ、使途拡大など弾力的な対応を進め、
更に、来年度以降の計画期間中であっても、環境負荷への影響等を考慮し、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。 

   「４．公共事業の効率化」。今でも公共投資のコストは民間に比べて、相当割高だ
との指摘がある。検証可能な具体的数値目標を早急に定め、コスト縮減に取り組むべ
きだ。また、官公需法も見直してはどうか。大臣から約４兆円との話があり、直ちに
削減できないかもしれないが、一部でも 15 年度予算から反映できるのなら実現して
欲しい。また、公共事業の効率化では、評価方法の問題が指摘されている。まず、各
事業の事前評価について、どういう情報に基づき評価をしているか、第三者に情報開
示する必要がある。さらに、事業の事後評価をやり、それが悪ければ、次年度以降の
予算にペナルティとして反映することが自動的に組み込まれる必要がある。それは事
前評価をきちんと行う誘因になる。事前評価をやっても、外れたというだけで、毎年
繰り返しても意味がない。事前評価が外れた場合は、不可抗力による場合は別にして、
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だ。 

   「５．既存プロジェクトの見直し」。時代に変化に伴い必要性の低下した事業は当
然ある。既存プロジェクトの見直しもゼロベースで進める必要がある。 

   「６．公共投資の重点化」。「予算編成の基本方針」でも申し上げたが、歳出の中身
の見直しについて、総論は賛成なはずだ。マクロ政策として、現在、我々が持ってい
る駒は限られている。とにかく、中身を徹底的に見直し、重点化することは大切な政
策手段だ。どこまで本当にやれるかで、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、扇大臣は従前からグランド・デザ
インを持って、日本の将来を考えて重点的に資源配分をすべきだと言われており、私
どもも大賛成だ。それを進めていただきたい。 

（扇臨時議員） ６点御指摘があった。誤解しないで欲しいのは、先程の４兆円削減とは、
道路公団関係事業 22.9 兆円のうち、約４兆円が削減できそうだということ。 
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   有識者議員提出資料に、「根拠法を制定せず、弾力的に」とあるが、混乱の元にな
る。全部一本化した中で、きちんとしたルールがなければスピードダウンする。根拠
法を作ることが必要で、その中で弾力的にできるだろう。国会議員は今まで予算獲得
競争をしてきたので根拠を作ることは重要だ。「弾力的に」といっても根拠がなけれ
ばできない。特に、政治家の場合はそうだ。 

   公共事業の事業評価をもっとオープンにとの指摘では、第三者の知見を活用し事業
評価を行ない、国土交通省分はインターネットでも公表している。市町村までは及ん
でいないので努力していきたい。 

（本間議員） 扇大臣の御尽力で、公共事業に関連する前向きな施策が昨年来行われてい
る。今後も、一層推進していただきたい。 
ただ、公共事業の執行面では適切でない事例もたくさんある。政策立案と執行の利

益相反を、どう排除するかは重要なテーマだ。できるだけ安く、質の良いものを作る
ということと、請負う者の利益や雇用創出といった問題では、制度設計如何で解が随
分違ってくるので、踏み込んだ対応をお願いしたい。 
何故、コスト節減のインセンティブが働かないのか。実は、アウトカム目標が作ら

れておらず、それに対する達成度が予算編成に組み込まれていないのが本質的な日本
の問題だ。欧米では、局長在任期間中にどのようなアウトカムを実現するか契約ベー
スで決め、裁量性に応じて予算と責任が付与されている。これがないと、先送りや利
益誘導的な意思決定の危険性がある。さらには、きちんとやった者に対し、予算面で
重点化するというインセンティブも重要だ。信賞必罰をどう具体化するかだ。 

   次に、単年度予算の問題であり、塩川大臣にもまたご検討いただきたいと思う。道
路を掘り起こしては、また埋めてと、コスト増加要因になっている。長期計画は、数
量ベースの確保ではなく、執行の効率性向上をどうマネジメントするかに性格を変え
ていくことが重要だ。財務省とも検討いただき、向上していただきたい。 

（扇臨時議員） 単年度予算は私もずっと言い続けてきた。今の御指摘で一番大事なのは、
節約もするが、夢や希望が必要だ。経済財政諮問会議からそういう希望を発信して欲
しい。小泉内閣の「国家プロジェクト」を持って欲しい。例えば、空港でも、羽田で
も、外環でも良い。20～30 年遅れているものを国際水準にするため、「国家プロジェ
クト」として一つに集中する。経済財政諮問会議も、ケチケチと暗い顔で切ることば
かり言っていては、元気にならない。削るものは削るが、小泉内閣の国家プロジェク
トとして、例えば、羽田の４本目を早くするなど目標を立てないと元気にならない。
単年度予算のため何でも遅い。また、例えば、ナノ・テクノロジーの予算は、各省庁
に分散し、国会質問でも全省庁の予算から拾い出さねばならない。小泉内閣の国家プ
ロジェクトを決め、事業別予算でドンとやるのが一番効率が良い。経済財政諮問会議
で、小泉内閣の看板を作って欲しい。削ったり、張ったりではなく、削った分はこっ
ちへという明るいことを御示唆いただきたい。 

（塩川議員） 一つのプロジェクトで必要があるなら施越事業も認めている。ゼロ国債と
よく言っていた。ダムなどはその方が効率的だが、そういう考え方はないのか。 

（扇臨時議員） 考えて良ければ、幾らでも出てくる。 
（塩川議員） ダムなどは４～５年もかかるものが２年ぐらいでできる。冬は休み、夏だ

け工事している。必要なプロジェクトは一挙にやってしまえば良い。 
（片山議員） 前倒し施工して、金は延払いにする。 
（塩川議員） そうそう。そうじゃないと成功しない。 
（扇臨時議員） 国際的にも日本は変わったと思われなければ元気にならない。先日、資

料提出したが、港湾、空港、道路は何れも国際的に遅れている。小泉内閣の国家プロ
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ジェクトは、国際的なものが必要だ。どこに集中するか、内閣の看板を作って欲しい。 
（片山議員） 少し暗い話をする。市町村規模の小さな公共事業の補助金は止めたら良い。

特に、道路、公園。下水道は検討が要るが、小規模のものは止めた方が良い。補助金
を欲しがるのは、お金がないからだ。補助金があれば地方団体の負担は半分で済む。
税源、財源を与えればもっと進む。細かい小さいものは地方に任せたら良い。 

（塩川議員） 一般財源化やな。 
（片山議員） いやいや。税源移譲すべきだ。 
   長期計画の一本化は良いが、法律の必要性は分からない。法律事項ではなく、閣議

決定で良い。今度は、事業費総額を入れず、アウトカム目標だけなので、閣議決定の
方がずっと弾力的だ。また、公共事業は国土交通省だけではない。 

（扇臨時議員） （国土交通省だけでないというのは）そのとおり。 
（片山議員） 治山は林野庁、交通安全は警察庁。農林関係も公共事業が多い。全部一本

化するのなら意味がある。仕組みをどう変えるか難しいが、国土交通省分では約７割。
全体の公共事業を調整する仕組みが必要。一本化するのであれば、今回、全部やった
ら良いだろう。 

（塩川議員） 今の問題は大事だ。農道と街路は一緒に並んでいる。 
（片山議員） 道路特定財源は国 3.4 兆円、地方 2.2 兆円で、国から 1.7 兆円が地方に行

っている。補助金が１兆円で、交付金が 7,000 億円だ。 
（扇臨時議員） 前も言ったじゃない。 
（片山議員） 実際の歳出は、国が 1.7 兆円で、地方が 3.9 兆円であり、譲与税を増やし

たら良い。現在、譲与税は 6,000 億円だが、道路財源として譲与税を増やせば地方も
助かる。地方の道路は未だ遅れている。整備率は都道府県道６割、市町村道５割だ。
道路財源としての譲与税を考えて欲しい。重量税は、４分の１が地方。４分の３が国
で、８割が道路だ。重量税の４分の１を３分の１にすれば良い。 

（吉川議員） 扇大臣提案の「国家プロジェクト」に賛成だ。結局は、中身の見直し、重
点化が大切だ。「予算編成の基本方針」では、人間力の向上、魅力ある都市、高齢化
社会、少子化対応、循環型経済社会の構築などが挙げられているが、日本が、どれだ
け他国の範になれるか。一方で無駄を削り、中身の見直し、重点化を図ることは扇大
臣と同意見で、基本的に賛成だ。「気分」としても大いに賛成だ。 

（奥田議員） 平成 15 年から道路特定財源に関する税は本則に戻る。今までの議論は、
当然、今の暫定税率が継続可能との前提のようだが、どう考えているのか。 

（塩川議員） 個人的意見だが、暫定税率が駄目なら、その分だけ相当額の税を貰えば良
い。そうしたら何でも使える。どっちでも良い。扇大臣御提案のように、公共事業全
般に使えるように、広く「公共的」事業も入れ、壮大な国家プロジェクトに使えるよ
うにしたら良いだろう。暫定税率というより、ガソリン税は約 50 円程度だと思って
いる。これで良いではないか。 

（奥田議員） 国民はあくまで「暫定」だと思っている。 
（片山議員） ５年単位で、毎回直している。 
（奥田議員） 今回も簡単に直るか。 
（片山議員） 国会が決めることだが。 
（塩川議員） 寝ている子は起こさないようにしたら良い。 
（片山議員） もうかなり起きている。 
（奥田議員） 来週にもかなり大きな決起大会を開くと聞いている。 
（塩川議員） 国税で３種類と約２兆円だ。違うものを入れて、例えば、国債返済と確認

するなどで良いだろう。 
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（片山議員） 今までは５か年計画とリンクしており、財源不足のためという理由で暫定
税率を延長してきた。今度はそこの説明が難しい。 

（奥田議員） 技術的な問題は、是非、よく考えて欲しい。 
（塩川議員） 発展的構想で公共事業をみんな仲良く使おうということだ。 
（扇臨時議員） 奥田議員の御質問だが、そういう運動が起こらないよう道路特定財源を

広範囲に使う。今度は地下鉄にも使う。池袋からの地下鉄も公害が起きないようにし
ている。塩川大臣御発言の「公共事業に」というは、公共事業なら何でも良いのでは
なく、道路に関係する公共事業だ。 

（塩川議員） 結局、公共事業は道路が関係してくる。下水でも道路が付いてくる。 
（扇臨時議員） それでは不払運動が起こる。「15,000 円で良い。何で 22,800 円取るの

か。」と言われる。これはユーザーのために使うと発表しないと不払運動が起こる。 
（塩川議員） 分かった。 
（奥田議員） 政府広報など国民への周知徹底が必要だ。 
（塩川議員） 下手な広報では、かえって反発される可能性もある。 
（扇臨時議員） 総理御発言のように、私が道路特定財源の使用方法を発表すべきだ。 
（竹中議員） 議論をまとめたい。長期計画一本化と緊急措置法の廃止など扇大臣のリー

ダーシップを評価し、敬意を表する。その上で、幾つか大きな問題が提起された。 
まず、長期計画は国土交通省だけの一本化で良いのか、全体を一本化すべきではな

いか。また、法律か閣議決定か。内閣全体で議論をしなければならない。 
「国家プロジェクト」は、選択と集中として考慮に値するが実現方法は課題だ。 
市町村の小規模補助金の廃止、譲与税増額については扇大臣に御検討いただく。 

   道路財源は、引き続き議論し、予算編成の基本方針にも反映させていく。 
（小泉議長） 扇大臣が意欲的に取り組んでいる。公共事業、長期計画見直しを大いにや

って欲しい。道路特定財源では使途は道路だけというのを見直す。昭和 28 年に道路
特定財源ができて来年はちょうど 50 年であり良い機会だ。見直し案を出して欲しい。 

    入札だが、まだ無駄がある。見直せば、もっと削減できる。積極的にやって欲しい。 
   国と地方のあり方の見直しは、片山大臣発言のとおり三位一体。15 年度予算で反

映できるよう知恵を出して欲しい。 
（扇臨時議員退室） 

（竹中議員） 最近の経済動向等に関し御議論があればいただきたい。 
（塩川議員） 私からは特にありません。 
（吉川議員） 政府が、不良債権処理について大きく舵を切り、動き始めたことは結構な

ことだ。従前から、政策は４本柱で、その１つが動き始めた。気の抜けない状況が続
くが、政策の４本柱を経済の動きと対応しつつ議論することが必要だ。データも次々
に出るし、国内のみならず外国の情勢もある。予算や税なども進んでいく。できれば、
毎回、経済の動向とマクロの状況を議論させていただきたい。 

（平沼議員） 吉川議員に賛成だ。非常に厳しい時であり、大きなことをやるから、それ
に応じて常にウォッチしていくべきだ。 

（速水議員） 不良債権問題は、バブルの負の遺産もあるが、新しい産業構造や企業経営
への転換に伴う新規発生分も非常に多い。金融と産業が一体になり、総合的に解決す
べき問題だ。今度、産業再生機構が新設されるのはタイミングが良い。 
税制改革や規制緩和などと並んで、産業再生機構が果たす役割は大きいと思う。大

事なことは、企業部門全体として活性化させることだ。そのためには、再生可能な企
業は真に再生させるが、市場から退出すべきものは済々と退出させることが重要。産
業再生機構が立派な機能を果たすことを期待している。 
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（本間議員） 来年度予算の編成は、小泉内閣の第２年度だが、昨年度は途中からだった
ので、今度が本番の予算だ。改革断行予算の性格で、メリハリを付けることが重要だ。 

   その際、マクロ経済への影響は、吉川議員、平沼大臣の御発言のとおり重要なテー
マで、時々の情報等も含めて慎重に議論し、予算に反映していくプロセスをとってい
ただきたい。年末にドタバタと決めるのでは改革断行予算の編成のイメージを損なう。
税制改革も含め、ドタバタと例年のように繰り返すことを危惧している。是非、諮問
会議等で国民に対する説明も含め、予算を仕上げていく努力をしていただきたい。 

   昨年は、総理のリーダーシップで、特殊法人向け歳出を１兆円削減という大きなメ
ッセージがあった。今年はそれに代わるメッセージをどう作るのか。速水総裁御指摘
の産業再生、それにセーフティネット、あるいは新しい芽出しをどう実現していくか
に尽きる。是非、重点的な予算配分をお願いしたい。 

（竹中議員） 今の御意見を参考にしながら、次回以降も進めていきたい。 
（小泉議長） 金融システム改革は本格的に動き出す。私が「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。金融システム改革を進めていく
と、企業の倒産や失業が出てくる。セーフティネット対策。産業再生機構。これを
15 年度予算で活かすよう、マクロ全体を見ながら、大胆かつ柔軟にやる。宜しくお
願いしたい。 

（塩川議員） スピードを上げないと駄目だ。スピードが遅い。 
（奥田議員） スピードもそうだが、連合とともに実感があるのは、日本人は欧米人に比

べて自殺が多い。日本人の特性を見定めないと不安も起こる。セーフティネットは、
私どもも一所懸命に連合とも一緒に考えるので、厚労省も一緒に、また、総理や官房
長官にもお願いしたい。 

（速水議員） 産業再生の観点からポイントは２つある。ＲＣＣとの役割分担と、新機構
の最終的リスク負担のあり方であり、今後、どうなるかと思ってみている。 

（竹中議員） 総理御指摘の点が予算の中に見えるよう、是非、一致協力して当たりたい。 
（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いる。 
（竹中議員） ありがとうございました。 

(以 上) 


