
平成 14 年第 37 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 37  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 11 月 22 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・金融担当大臣 

同    片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

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 

臨時議員 石原 伸晃 規制改革担当大臣 

宮内 義彦 総合規制改革会議議長 

（議事次第） 

1． 開会 

2． 議事 

(1) 規制改革について 

(2) 平成 14 年度補正予算の編成方針について 

(3) 平成 15 年度経済及び「予算編成の基本方針」について 

(4) 「改革と展望」の改定について 

(5) その他 

3． 閉会 

（配布資料） 

○ 	 規制改革の重点課題 -「２次答申」に向けて-

（宮内総合規制改革会議議長提出資料） 

○ 規制改革について（有識者議員提出資料） 

○ 内閣総理大臣の談話 

○ 	 「改革加速のための総合対応策」を補完・強化する補正予算について 

（塩川大臣提出資料）
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○ 平成 15 年度経済について 

○ 平成 15 年度予算編成の基本方針(案) 

○ 「改革と展望」の改定について 論点整理 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第37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。 

（報道関係者 退室） 

（竹中議員） それでは、今日の議事でありますけれども、大きく４つのテーマがご

ざいます。第１は「規制改革について」であります。第２は「平成14年度の補正

予算の編成方針について」であります。第３番目は「平成15年度経済及び『予算

編成の基本方針』について」であります。第４番目が「『改革と展望』の改定に

ついて」、中長期の話でございます。３番目と４番目は一緒に議論をさせていた

だこうと思います。 

なお、規制改革に関連しまして石原大臣においでいただいております。また、

宮内総合規制改革会議議長にも御出席をいただいております。吉川議員は所用の

ため欠席でございます。 

○規制改革について

（竹中議員） それでは、まず規制改革の審議に入りたいと思います。総合規制改革

会議では、12月の２次答申に向けまして審議が進められております。その２次答

申を見据えた主な検討ポイント等につきまして、宮内議長から資料が提出されて

おりますので御説明をお願い申し上げます。 

（宮内議長） 宮内でございます。お手元の資料の一番大きなものをご覧いただけれ

ばと思います。ただいま竹中大臣がおっしゃいましたように、最終答申に向けて

本格的な折衝に今入ろうとしているところでございます。したがいまして、現状

を御報告を申し上げまして、諮問会議の皆様方から御意見、御指摘を頂戴し、積

極的に答申策定に反映させていきたい。このように思っております。 

お手元の資料について御説明申し上げさせていただきます。私どもが重点的に

扱っている課題を整理したものでございます。しかし、この中にも比較的進んで

いる分野となかなか進まない、この両方の分野がございます。 

例えば、４にございます「労働市場の規制改革」は大変進んでいるという分野

でございまして、総理の御指導もいただきまして、労働者派遣法、職業安定法な

どの関連法がまとめて改正される。そういうことで製造分野などへの労働者派遣

などが１年以上前倒しして実施されております。この結果残された課題は、例え

ばハローワークの民営化とか、解雇ルールの整備ということになっております。

また、同様に２の（２）でございます。「都市再生」、これにつきましても比較

的進歩の早い分野でございます。 
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   他方、極めて重要性が高いにもかかわらず、最も遅れていると思われますのが、

２の（１）「医療」と３の「教育」、「福祉」、「農業」の４つの分野に象徴さ

れる、いわゆる官製市場でございます。これらは官がすべて行うということで、

言うならば、資本主義社会の中核でございます株式会社による経営が原則禁止さ

れている分野でございます。これは本来の健全な市場経済、これを持ち込むこと

ができますれば、我が国に潜在的に存在する巨大な民間需要を掘り起こすことが

でき、新たなビジネスと多くの雇用が生まれる。このように思っております。 

特に、医療は公的健康保険の枠組みを越えまして、これを健康サービス産業、

こういう捉え方をいたしますと、極めて大きな需要を喚起することが確実であり、

活性化にも最も資する分野だと思います。 

４分野のうち、福祉及び農業につきましては、昨日衆議院を通過いたしました

構造改革特区法案の中で、特区に限った株式会社参入、これが実現することとな

りまして、一歩前進をみました。しかしながら、医療及び教育につきましては、

厚労省及び文部科学省からの対応は、今のところゼロ回答ということでございま

す。 

特区の議論では、特区か全国一律にやるか、少なくともどちらかで実行するよ

う関係省庁に二者択一を迫る必要があるのだと思います。この点は別途また機会

がございましたら、この諮問会議の場でも引き続き議論をさせていただきたいと

思っております。 

株式会社参入問題はずっと言われ続けているテーマであり、これにつきまして

は、そろそろ何らかの目途、決着をつける時期に来ているのではないかと思われ

ます。 

この４分野では、ほかにも農協の改革、あるいは幼稚園、保育所の一元化の問

題など幅広いテーマを取り上げます。この中の一つだけ、例えばイメージ的に御

認識いただきたい点がございます。例えば、資料２－（１）の最初の「・」でご

ざいます。保険者によるレセプト審査・支払いの問題でございます。これにつき

ましては、本年３月の規制改革３か年計画におきまして、13年度中に実施すると

閣議決定されております。しかしながら、14年度も半ばを過ぎた今に至っても、

なお厚労省からは何ら手当をしていただいておりません。これは明らかな、言う

ならば、閣議決定に違反しているということでございますし、内閣全体の信頼を

損ねる問題にもなりかねないと思っております。ぜひ、こういう点につきまして

は、速やかな実施を望みたいと思います。 

今一つ、重要課題は６にございます。「官から民への事業の大胆な移管『“官

製市場”の全面解放』」でございます。民営化、アウトソーシング、ＰＦＩなど

国や地方自治体の業務を民間に移管する。これによりまして、消費者ニーズに合

った民間需要が喚起される大きな問題だと思います。 

私どもの会議では、先ほど申し上げましたハローワークの民営化、学校のＰＦ

Ｉによる整備、公設民営による経営など、多くの国と地方自治体の事業の民間解

放を掲げておりますが、現在のところは言うならば、凄まじい抵抗にあっている、
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立ち往生しているという状況でございます。 

この問題を解決にするには、事業分野ごとに当該事業の所管官庁と個々に折衝

するという私どもの今までのやり方では限界があると言わざるを得ません。した

がいまして、例えば、特殊法人改革とか、公益法人改革なども含め、国や自治体

の業務についても共通の基準、一元的な推進体制や推進計画、これを持ちまして

政府全体で一体となった議論をしていただく。こういう必要があろうかと思いま

す。各省の関係部門で一つのチームを形成し、一体となって本件を強力に進めて

いく必要もあろうかと思います。その点につきまして、特段のイニシアチブを期

待したいと思います。 

最後に３番目に申し上げたい点でございますが、５にございます「競争政策の

整備」でございます。経済を活性化し、国民に豊かな社会を実現するために競争

政策が整備されるということが必要でございます。その中核にいる公正取引委員

会の審査結果、審査プロセスの不透明性に対する外部の負担、不満は相当大きな

ものでございます。審査体制が脆弱、かつ閉鎖的であると言われているわけでご

ざいます。私どもの会議といたしましては、公取を真の意味の市場の番人として

機能させるため、単に内閣府に移行するだけではなく、審査の透明性の向上、審

査体制の強化のための民間、他省庁との人事交流などについても提言をさせてい

ただきたい。このように思っております。 

公正取引委員会を補完する個々の市場ごとの競争管理機関、例えば金融、証券

部門における日本版ＳＥＣとか、通信分野における日本版ＦＣＣなどにつきまし

ても、その実現に向けた検討を早急に行い。公正な市場競争を活発化させていく。

こういう努力が必要だと思います。 

最後の最後でございますが、１点だけ申し上げたいと思います。今、御説明い

たしましたとおり、私どもの会議は規制改革推進のために、それなりに頑張って

いるわけでございますが、残された課題の余りにも大きいということで、各省庁

と合意をとろうとしているわけですございますが、結局合意がとれずに言い合い

になってしまう。そういうことで、その次の一歩がなかなか踏み出せない。こう

いう状況にたびたび直面しております。こうした壁、すなわち、総合規制改革会

議の限界を突き破っていくには、この前の席でも申し上げましたが、当諮問会議

との連携、キャッチボールといったものが不可欠だと思っております。節目節目

にこちらに呼んでいただき、規制改革の進捗状況を報告させていただくというこ

とになりましたことは、誠に大きな前進だというふうに思っておりますが、まだ

まだ、このままの規制改革の動きでは遅々として進んでいるというようなところ

から、なかなか抜け出せない。このように思っております。これまで以上に規制

改革を加速度的に推進させていくために、諮問会議との共同の何らかの新しい仕

掛け、スキームが必要ではなかろうか。この辺につきましても、ぜひお知恵を頂

戴したい。このように思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは規制改革に関しまして、民間議員
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から御説明をお願いします。 

（奥田議員） お手元に民間議員の資料が出ておりますが、御説明いたします。 

規制改革と税制改革でございますが、この２つは民間需要を切り開いて、雇用

機会を創出するエンジンになると思っております。日本経済の成長可能性をさら

に広げるために、この２つの改革を飛躍的に進める新しいイニシアチブをスター

トすべきである。このように考えております。その一環として、規制改革につい

ては、以下の取り組みが必要であると思います。 

以下に列挙してございますが、第１に総合規制改革会議の御尽力にもかかわら

ず、規制改革のスピードは余りにも遅いと言わざるを得ない。これは先ほど宮内

さんがおっしゃられたと同じだと思います。 

需要と雇用の創出のために規制改革の重要性は一段と高まっておりまして、政

府が一体となって規制改革のさらなる加速化を実現しなければならないというふ

うに判断しております。先ほどお話がございましたが、特区の制度ができまして、

少し進展したというのは確かにいいことですが、あくまでも本命は全国的に規制

改革を強力に押し進めるということであって、これは決して忘れてはならないと

思っております。 

それから２番目に、そのために経済財政諮問会議で規制改革の工程表を大幅に

拡充して、定期的にフォローアップを行う必要がある。例えば、総合規制改革会

議が選定した重要テーマについて、半年ごとの目標設定を行う。あるいは、３か

月ごとに中間段階での検討状況を担当大臣が諮問会議で中間報告をして、もし不

十分な場合は加速の指示をする。こういったような手順も望ましいのではないか

と思います。 

それから３番目に、経済活力のために特に必要な規制改革は、今おっしゃられ

ましたが、医療、福祉、教育、農業こういったいわゆる官製市場への民間への全

面解放ということであると思います。活力ある都市再生のための規制改革、ある

いは多様な働き方に対応した労働市場のための規制改革、こういった分野である

と思います。 

現在の経済情勢を見れば、少なくとも、これらについては非常に経済界の要望

が多くて、雇用創出が期待できるこれらの分野で、現行３か年計画の期間中、つ

まり、これは平成15年末に終わるわけでございますが、それまでに規制改革を達

成しなければならないと考えます。そのためのアクションプランを総合規制改革

会議が早急に策定いたしまして、諮問会議の場で発表するということは必要であ

る。そのように思います。 

これに加えまして、これまで実施してまいりました規制改革について、どれだ

けの新規参入、あるいは新規雇用を創出したかどうかを明確にして、その上で十

分な成果が生まれるまで、さらに改革を進めるということが重要であります。ま

た、規制改革の重要性にかんがみまして、現在の規制改革推進体制をさらに強化

して、例えば委員主導の検討体制を充実させる必要がある。こういうふうにも思

います。 
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次の３か年計画では勧告権など、より強い権限を持つ組織にするということが

必要ではないかと思っております。当面は現在の総合規制改革会議の委員の増員

ということでもいいんじゃないか。そのように思っております。 

さらに、個別分野の規制改革にとどまらず、政府部門全体について民にできる

ことは民に任せるという視点で、政府の事業部門は全部民営化の対象として検討

して、企業を含む民間経営主体への事業移管を進めるということが重要であると

思います。そのためには、民営化、それからアウトソーシング、あるいはＰＦＩ

推進、こういうことによる国、地方の事業部門の民間移管と、それから特殊法人

の改革、公益法人の改革、こういうことについて推進体制を一元化して、推進計

画を策定する、強力にこれを進めるということは必要である。このように判断い

たします。 

以上が民間議員の提言でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは自由討議に当たりまして、まず石原

大臣から発言がございます。 

（石原臨時議員） ただいま、宮内議長、奥田議員の方から御指摘がございましたよ

うに、総合規制改革会議は各省庁との折衝に当たりまして、やはり両方とも必要

なんだ、必要ないんだということで平行線になることが最終局面でありますので、

経済財政諮問会議のバックアップということは大変心強く感じておりますし、勧

告権等々の権限がいただけるのであるならば、議長の方からお話もございました

ように、スピードアップというものが図れることになるのではないかと思ってお

ります。また、ただいまの奥田議員の方から指摘がありましたように、一体どれ

だけ新しい分野で新規参入が増えたのか、雇用が増えたのかということも公にし

ていくことは大切だと思います。 

この間は「ＳＵＩＣＡ」の話をしましたが、今日は「ＩＣダグ」というのを持

ってきたんですが、もしあれでしたら見ていただければいいんですが､ これはバ

ーコードの大体50倍の情報が入りまして、例えば洋服にぶら下げておいたり、コ

ンテナに釘でつけておいたりして10万回内容を書きかえることができるんです。

片山大臣にお願いしまして使えるようになったんですけれども、今、新しい分野

の凸版印刷とか、そういうものをつくったり、今度は儲かるぞ、市場が広がるぞ

ということで、シャープなんかが本格的に取り組むようになって、今年の末に、

これだけの市場が230 億円になります。どんなことをするかというと、バーコー

ドというのはものが通過するときに、「ガチャッ」と一々やらなきゃいけないん

ですけれども、これは電波を出していて、それをキャッチしますので、洋服が例

えば300着ぐらい吊ってあっても、ものを通せば、どれだけの洋服がどれだけあっ

たということがわかったり、例えば用途の拡大を図っていくとしたら、例えばＢ

ＳＥなんかが問題になった原産地の情報とか、誰が作ったとかも全部バーコード

の50倍の情報が入りますので入れることができる。 

まだまだ問題もございまして、例えば、一つの敷地内で棟が違うと一々届け出

を出さなきゃいけないということもありまして、これは片山先生の方で12月には
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なんとかしてくださるということでございますので、そうしますと、ここにＪＲ

とシャープが組んで新たなビジネスを始めようという話も聞いております。ある

いは、出力が限られておりますので、もっと出力を出せば屋外でも利用すること

ができて、もちろん、混線とかいろいろ問題があるんですけれども、そういうも

のは技術的にクリアできるというので、こんな一つのことでも、この市場は倍々

ゲームで広がっていく。だから、ＩＴ関連のところには、かなり規制改革を行う

ことによって、市場が広がっていくんじゃないか。こういうことも宣伝していか

なければと考えております。 

（塩川議員） これは電波法の改正でできるんですね。 

（石原臨時議員） はい、無線局ですから。 

（竹中議員） ありがとうございました。片山大臣何かございますか。 

（片山議員） この前民間議員からの御提言もありましたので、私どもで省令等の改

正を行うということで準備しております。 

（小泉議長） 保険者によるレセプト審査はなんで進んでいないの。 

（石原臨時議員） ちょっと待ってくれと言われているんですけれども。 

（小泉議長） 誰だよ。待ってくれと言っているのは。医師会と両方？ 

（石原臨時議員） はい。健康保険等々の大きな改革が今来ていますね。それとセッ

トにさせてもらわないと、ここで要らぬ摩擦は起こしたくないというようなこと

でございます。 

（小泉議長） セットでやればいいじゃないですか。 

（石原臨時議員） はい。やってくれと申しておりますけれども。 

（小泉議長） 怠慢じゃないか。決まっているんだろう、やるって。 

（石原臨時議員） 決まっています。３月31日までということで、二度坂口大臣にも

お願いしたんですが、年内にはというお返事はいただいております。 

（小泉議長） 医療とか、農業というのは賛成が多いようなんだけれども、学校とい

うのは結構抵抗が多いんだってね、いろいろな調査によると。ただ、小中はとも

かく、大学とか、専門学校はできるんじゃないか。英会話とか、ＩＴなんていう

のは株式会社でやっているんでしょう。そうだよな。 

（牛尾議員） 台湾からもどんどん全部やっていますよ。 

（小泉議長） 予備校だって株式会社もやってるよな。 

（牛尾議員） そうです。 

（奥田議員） だけど、本当の学校という話になると、法律に書いてあるからだめと。

こういう答えが返ってくるんですよね。法律に決まっているからだめなんて言わ

れちゃうと、なんていう答えだと言いたくなっちゃう。それじゃ何もやられない

じゃないかと。 

（小泉議長） 株式会社で学校やりたいというところはあるかね。 

（奥田議員） それはありますよ。 

（牛尾議員） いっぱいあるでしょう。 

（竹中議員） 今、有名なのはグロービスという会社が、これは住友商事にいた若い
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人が飛び出て、外国のイギリスの大学と提携して、向こうの学位を日本で出せる

ようにしています。これはまさにベンチャーで株式会社ですけれども、これは大

成功しています。 

（本間議員） 国立大学とかを相手にせず、外国の大学と提携してやる。こういう手

法が広がりますと非常に効果がある。 

（牛尾議員） 株式会社にすると利益に走るという先入観があるんでしょうね。だけ

ど株式会社というのは、消費者の支持を得ないとできませんから、いい教育をし

て、いいものを出して、その結果として評価されたものに利益が出るということ

がわからないで、利益だけ追求するほどマーケットは甘くないですからね。 

（小泉議長） 産学官なんて連携して、随分新しいのが生まれているでしょう。国立

大学と企業と地方のね、10年前から10倍ぐらいになっているわけだから。 

（本間議員） 部分部分においては前進しておるんですけれども、「株式会社性悪説」

がこういう話になりますと出てきます。しかし、ガバナンスという点で言えば、

二重、三重に株式会社の方が機能している。官によるサービスは善だという、こ

ういう思い込みで今全体の議論が進んでいますので。 

（小泉議長） 健康サービス産業というのは、本当にこれは将来性があるんだけれど

も医療となるとだめなんだよな。保険を拡大しようということになると医療費は

増えるし、高度医療は保険を手当してくれとか、ちょっと健康産業とは違った視

点があるんです。社会主義的なね。 

（宮内議長） 私ども提言しておりますのは、混合診療をやらせてほしいと、保険と

いう箱を出たものについては自由にやらせてほしいと。今のところは保険の箱の

中に入れというのが現在のシステムですけれども、箱に入れない人はアメリカに

行くよりしようがないというのが現状です。この需要に対しては非常に高い、こ

こで高度医療なんかが使えて、しかも自己負担でやる。ですから、保険は結構だ

と。プラスアルファを自由診療といいますか、混合医療という形で入れ込めない

か。これに対しても非常な反対があるわけです。 

（塩川議員） これは結局、複合保険制を導入しなければオリジナルな保険で全部賄

おうといったって無理なんじゃないですかね。そこに終末医療がこんだけ発達し

てきて、終末医療にすごいコストを使っているということ。それと高額医療がど

んどん増えてきますからね。 

（牛尾議員） 政府が払う医療の範囲をどんどんミニママイズ、少なくして、後は自

由診療に……。 

（塩川議員） 医療の中にミニマムの限度額をつくらなきゃいかんですね。 

（牛尾議員） そうです。 

（塩川議員） それが低所得者と差別すると言いよるから、それで我々できへんねん。 

（小泉議長） そこで一番反対の強いところなんだ。 

（牛尾議員） 美容内科とか、整形内科とか、そういうのは超満員ですからね。シミ

をレーザーで一発で取れる。それは高いと思うけど、とれるなら皆行くわけです。

そういうのは全部自由診療なんです。それは普通の病院と一緒のところに置くこ
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とは運用上禁止されていて、別の会社が病院をつくらないといけないんです。混

合医療というのは、はっきりと中でさえ区別すれば両方できるようにしよう、そ

ういう提案なんです。 

（宮内議長） そのために高度な医療が日本ではできなくなってしまっている。それ

からお金持ちでなく、本当に命のためだったら、どれだけかかっても海外に行っ

て治療を請け負うという動きが出てきておりますから、そういう意味では公平性

を欠くという議論は、ほとんど意味はないんじゃないかと思うんです。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） ２つばかり申し上げたいと思います。一つは改革の推進体制の問題で

ございます。これは、宮内議長並びに石原大臣の御尽力によっていろいろ御努力

をしていただいているんですけれども、目に見えた効果というのがなかなか世の

中に伝わってこない。こういう点で、今奥田議員から御提案がありましたけれど

も、具体的には総合規制改革会議と諮問会議の間で例えばタスクフォースをつく

って、ここで定期的に検討するような体制を作ってもいいのではないかという気

がいたします。 

それからもう一つは、今のやり方でございますと、どうしても事務方の調整部

分のウエートが非常に高いわけでありますけれども、委員主導型にして民間の発

想がより発揮できるよう勧告権を与えるといった権限の強化も含めて、この会議

の地位の向上というのもぜひ考えるべきではないか。これが第１点であります。 

それから、第２点は、入口のところで、神学論争をして時間を浪費するという

のは、この問題の特徴であります。それを克服するためにはアウトカム主義、つ

まり、それぞれの分野における達成度を数値化して、さらにそれをスケジュール

化する。こういうことと整合的に法律の改定を行い、改革を速く進めていく。こ

れは各行政全般で日本の手法で最も欠けているところでありまして、予算とアウ

トカムの関係が非常に希薄になっている。これも規制改革のアプローチの手法と

して、私ははっきりと成果主義を打ち出し、目標を数値化するということをやっ

ていただきたいということであります。２点です。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 民間議員ペーパーの最後に書いております３つの基本原則、これは平

成８年に飯田行政改革委員長のもとで官民役割分担小委員会がつくった大変によ

くできた３つの基本原則、「民間でできるものは民間に委ねる」、「国民本位の

効率的な行政」、これは行政サービスの需要者たる国民が必要とする行政を最小

の費用で行う。「説明責任（アカウンタビリティ）」。行政の関与が必要な場合

には、行政活動を行っている各機関は国民に対して説明責任を果たさなければい

けない。これは非常に簡潔な提案書でありますので、これを大臣や副大臣のみな

らず、局長、課長に全部読んでもらって、こういう原則のもとに規制は撤廃して

いくんだということを肝に命じてほしいんです。これは歴史的な傑作だと思って、

よく読んで規制撤廃やこれからの構造改革のバイブルのような本でありますので、

ぜひこういう点を行政に徹底してほしいということをお願いしたいと思います。 
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（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは、今日民間議員から提案

がありました。大きく３点あったかと思います。何人かの方がおっしゃったのは、

規制改革については、これまで努力は続けてきたけれども、やはり新しい何かの

イニシアチブといいますか、新しい仕組みが要るのではないかということであっ

たかと思います。 

民間議員からの提案は３点ありまして、１つは例えば、半年ごとの目標を設定

して３か月ごとに、その成果を見るというようなやり方、これを諮問会議が協力

する形でやってはどうかということ。これが第１点であります。 

第２点は、現行３か年計画の中で達成すべきもので、まだ出てきていないもの

がある。これについては、アクションプログラムを急いでつくる必要があるので

はないかということ。これが第２点であります。 

第３点目は、もっと大きな話で、規制改革の推進体制そのものを少し抜本的に

見直さなければいけないのではないだろうか。石原大臣は勧告権というふうにお

っしゃいましたし、民間議員の方は成果主義の導入というふうにおっしゃいまし

た。これについては、例えばですけれども、１の目標設定３か月ごとの中間報告

というのは、これは民間議員の方から、どういうやり方が可能かということを少

し案を出していただけませんでしょうか。これが第１であります。 

第２のアクションプログラム、現行３か年計画の達成のためのアクションプロ

グラム、これはぜひ、宮内議長の方でお願いできればと思います。 

３番目の推進体制の方は、ちょっと大きな問題でありますが、もしできれば一

度石原大臣の方から一つの示唆のようなものを出していただくことは可能かどう

か。 

以上、これから12月にかけて予算等々で諮問会議は大変忙しいとは思うんです

が、年明けてすぐぐらいに、規制改革の今の３点についての抜本的な会議を一度

もってはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） では、そのような方向でぜひご三方にお願いを申し上げたいと思いま

す。規制改革について特に何か……。 

（小泉議長） これから、ますます進めていかなければいけない。具体的にもっと出

してくれるといいですね。この点、役所のどこが反対しているか。どうなんだ、

どういう議論なんだ。賛否両論どうなんだ。具体的に言ってもらった方がいい。 

（竹中議員） それでは、ぜひそのようにお願いいたします。石原大臣、宮内議長ど

うもありがとうございました。 

（規制改革担当大臣、総合規制改革会議議長退室） 

○平成14年度補正予算の編成方針について

（竹中議員） 	 それでは、第２のテーマでありますけれども、本日の閣議におきまし

て、小泉総理から先日取りまとめた総合対応策を思い切って補完・強化する「改

革加速プログラム」とこれに基づく平成14年度補正予算の編成について指示がご
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ざいました。 

その具体的な内容については、配付しております総理の談話のとおりでござい

ますけれども、先ず第一に改革加速プログラムに折り込む施策は、構造改革の加

速に合わせ緊急に措置することが必要な施策、あるいはデフレ抑制に直接的に資

する施策であること。 

第２に、具体的には、雇用。中小企業等のセーフティ・ネットの拡充策、「基

本方針2002」に挙げられた重点４分野に該当する施策を中心として、民需誘発効

果や雇用創出効果が特に高い要件を満たすこと。 

第３に、補正予算については、国費ベースで経済・社会構造の変革に備えたセ

ーフティ・ネットの構築に1.5 兆円、構造改革推進型の公共投資の推進に1.5 兆

円を目途に予算措置を講ずる。 

第４に財政規律を維持する観点から、補正予算の編成に当たっては国債の発行

をできる限り抑制するという点であります。今後、諮問会議での御意見も伺いな

がら早急に取りまとめるということになっております。 

これに関連しまして、塩川大臣から御発言がございます。 

（塩川議員） 先ほど竹中先生からお話があったとおりでございまして、中身につき

まして御質問がある方は、主計局長が来ておりますので答弁すると思っておりま

す。ただ、この扱いについてでありますけれども、政府与党との連絡会でいたし

ましたのは、単なる総合対策だけではなくして、これと税改正と企業再生計画、

これと３つを３点セットにしたものを以って新しいアクションとしてくれという

ことの要望がございましたので、その点についてやっていきたいと思っておりま

す。何か御質問ございましたら主計局長が来ておりますので、どうぞ。 

（竹中議員） 何か補足の説明はございますでしょうか。 

（林主計局長） 特にありません。ただ、ちょっと一言よろしゅうございますか。 

（竹中議員） はい。 

（林主計局長） お手元のような柱立てになっておりますのは、基本的には総合対応

策、これをベースに考えたわけですが、例えばセーフティ・ネットといった場合

に、雇用対策・中小企業対策というということがよく言われるわけですけれども、

例えば、産学官連携による科学技術の推進であるとか、こうしたものも雇用創出

につながるのではないかというようなことで、ここに入れております。と同時、

構造改革の進展に備えた社会的なセーフティ・ネットについても万全を期すべき

ではないかということで、例えば、失業者の増大を念頭に置いた治安対策である

とか、児童の安全であるとか、そうしたものも拾えるようなことで、このセーフ

ティ・ネットについては柱立てがなされているということでございます。 

それから、総合対応策に方には都市再生事業というのがございますが、これに

ついては、都市だけではなくて、地方再生のための即効性のある基盤整備、ある

いは環境問題、こういうものへの対応を不可欠ではないかということで、その２

番目の柱立てには②にございますような形、あるいは③というようなことがなさ

れているということでございます。 
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今日、総理から御指示がございまして、来週各省庁から御要求をいただきまし

て、この趣旨に沿った内容の詰めをこれから行っていきたいと思っております。 

以上でございます。 

（塩川議員） 要望事項は全部この月の27日まで出せということで、ちょっと忙しい

んですが……。 

（竹中議員） 平沼大臣の方から御発言があります。 

（平沼議員） 政府与党でも、本日の朝の閣議でも言わせていただきました。こうい

う方針が決定しましたから、この範囲の中で、私は全力で努力はいたします。た

だ、これから不良債権の処理が加速されますと、特に中小企業のセーフティ・ネ

ットというのは、今はっきり言いまして、金庫が空になっている状況です。です

から、そういう中で最善の努力を尽くしますけれども、しかし、状況によっては

非常に厳しい状況が想定されます。そういう中で柔軟かつ大胆に追加の措置とい

うことも念頭に置きながら、私は与えられた状況の中で全力を尽くしていきたい。

このことは一言申し上げておきたいと思います。 

（片山議員） 昨日の閣僚懇談会でも申し上げたが、地方税も相当減収になります。

1.4～1.5兆円の減収になる。国税が減るから地方交付税も減る。歳入に相当穴が

開く上に、補正予算により公共事業等の地方負担が増えるので、今までも補正の

ときには相当考えていただいておりますが、今まで以上に財源補填を考えていた

だかないと、事業そのものができなくなる恐れがある。地方税の減収はどのよう

に補填する。交付税の減はどう補填する。今までのルールもありますが、裏負担

はどう補填する。ぜひ、地方が実際の事業が施行できるように、十分な財政措置

をぜひお願いいたしたい。そうでなければ、これらの事業が機能しないことにな

ると思いますので、よろしくお願いします。 

（塩川議員） 平沼大臣なり、片山大臣のおっしゃったことは、私たちもよく聞いて

おりますので、現実に即して解決できるように十分な措置をしたい。それは途中

で政策が破綻するようなことじゃ意味がありませんので、十分いたしたいと思っ

ております。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） いわゆる、国債30兆というような非常に厳しい改革政策の中で、マク

ロ経済に対する我々民間議員もそう主張したために、今回こういう英断をされた

ことは、苦渋の中の決断としてはやむを得ぬことだと思います。大変すばらしい

ことだと思っています。ただ、補正予算の中身をどういうふうに改革型の補正予

算であるかということを伝えないと、市場がどう反応するかわからないわけです。

やはり、経済財政諮問会議は、池田元総理のことを言うわけじゃないですが、

今、日本でものすごく指数で大事なのは株価なんです。株価というのは市場にど

うやったら反応するかという伝え方を考えないといけないし、株価を意識しない

といけないし、我々は来年の３月31日の株価、３月平均の株価が１万1,000円ぐら

いにすることを真剣に考えないと、どういうことをすれば、市場の株価環境とい

うものが買いが増え、売りが減るようになるかということを考えて政策をする必
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要があるだろう。その第一弾が今度の補正予算のアカウンタビリティだと思うん

です。補正予算と税制、これも非常に株価に影響する。 

それに今、塩川大臣は経済再生とおっしゃいましたが、いわゆる今言った規制

撤廃というものが非常に大きく影響するだろう。雇用が増えれば市場は反応する

わけですから、そういう点を総合的にやっていくことが非常に大事で、かつ総理

が力説された、我々としてはプライマリーバランス2010年代初頭実現というもの

は崩さないという、改革の基本姿勢は絶対続けないといけない。 

そういう点では、若干身近と遠くの間に違った行動をという誤解を与えやすい

ものもありますけれども、やはり、補正予算と先行減税の両輪で、しかも前から

民間議員が出している４つの問題をどういうふうにアクションプランとしてつく

るか。そして、市場に、国民に伝わっているかどうかいうのは、割と伝わってい

ないところが多いような気がします。１か月前までは、アメリカのＮＹダウが

8,000ドルなら、日本の日経平均は9,000円というふうに1,000の差が開いていたん

ですが、この一、二か月のアメリカの巧みさで、アメリカが8,700ドルで日本が

8,400 円とか、わずか１か月半の間に逆転しているわけです。これは経済の中身

を見ると、そんな変わりはない。僕は、現代の日本の株価というのは１万円でも

十分通るだけの内容を持っていると思うのに、こう下がるのは市場というものの

伝え方が下手なんです。だから、今度の補正というのは第一歩ですから、ここか

らどうやって市場に伝わるかということを、行政セクションも官邸も真剣に考え

て、伝わる方法というものを考えて、やはり来年３月には株価を１万1,000円ぐら

いにする。僕はＰＫＯ（プライス・キーピング・オペレーション）を言うわけじ

ゃないんです。そういう環境をつくっていくということをぜひお願いしたいと思

います。 

（塩川議員） そのことに関しまして、私は一昨日でしたけれども、ある証券業界長

と大和総研宮崎さんに来てもらって、株の売買システムそのものを見直さなきゃ

いかんのじゃないか。これは宮崎さんも言っておられた監視機構をきつくしなき

ゃだめですよ。遊ばれているんですよ。そういうところを考えていかんと、経済

の反映ばっかり言っておったって、これはなかなかインチキなものが出ています

よ。この株価の実勢には。そこらも総合的にやってもらわなければいかんと思い

ますね。 

（牛尾議員） 証券取引等監視委員会はＳＥＣの機能まで発展して、どのように正常

な証券市場のルールをつくるかというところまでコミットしないといけない。現

在の証券取引等監視委員会は、検事のように事件を見て犯人を探すことだけしか

できない組織ですから、ＳＥＣは株式市場を育成するところまでやる権限を持っ

ているわけですから、これは前からよく議論がある。 

（塩川議員） 去年ですけれども、空売り規制をやったんですけど、ああいうような

ことをしても、またこんな新しくできていますからね、インターネットでやって

いますからね。そういうふうなことを規制してもらわないと、本当の株価は出て

いないんですよ。 
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（牛尾議員） 前日の午後にストップ安になって、翌日の午前にストップ高になると

いうのは考えられない相場なんです。内容は全然変わっていないわけですから、

それでこう動くというのは、制度としてどこかに欠陥がある。 

（塩川議員） それを政治の責任だと彼らは言うんですね。それならば、そのように

ちゃんと答えていかなきゃいかん。金融機関に言っておきましたけどね。 

（牛尾議員） 景気の問題は、プロジェクトをつくってきちっとね、早急に結論を出

す必要があると思います。証券税制もそういうことを頭に入れて考えていかなき

ゃだめなんです。証券税制も早急に今決まっていることで、来年に向けてどう使

うという問題がいっぱいあるわけですけれども、かえるべきものというのは率直

にかえて、株価形成というものに真剣に考えれば……。 

（塩川議員） ムード相場になっちゃうんですね。 

（牛尾議員） 恐らくそうです。制度の隙間をつかれているんですね。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今回の補正予算の問題につきましては、「総理の談話」の中に周到に

書き込まれておりますとおり、プライマリーバランスを守るという制約の中で、

構造改革を推進し、規模的にも我々民間議員がこれまで出したペーパーのような

形で推進するということで、我々もこれに賛同をいたしております。 

より広く予算編成の問題をながめてみますと、小泉構造改革２年目になりまし

て、「改革と展望」を１月に出し、そしてそれを受けて「基本方針」を６月につ

くり、そして「予算編成の基本方針」を策定するという形で定型化しつつあるわ

けですが、この定型的な進行というものを、確固としたものにしていくというこ

とは我々の予算編成、あるいは経済財政政策の運営上、極めて重要なことだろう

と思います。 

ただ、これから本格的に議論の中味に入っていくと思いますけれども、「予算

編成の基本方針」あるいは「改革と展望」の改定の中身を前年よりは着実に前進

したということを国民に示していくということが、非常に重要なポイントではな

いかと思います。その意味では、フォローアップ体制というものをきちんとして、

それが「改革と展望」の改定、あるいは「予算編成の基本方針」とどの程度沿っ

た内容になっているのか、あるいはどこがまだ実現できていないのか、それを推

進するためのきちんとした体制づくりというものを今後どうするか、というよう

な全体のプロセスの確立をもう一段きちんとしていくということが必要だろうと

思いますし、今後の予算編成の中においても、できるだけその精神が見えてくる

ような形でお願いをするし、議論をしていくということが肝要ではないかと思い

ますので、よろしくお願いします。 

（竹中議員） 補正予算についてよろしゅうございますでしょうか。速水総裁。 

（速水議員） 株のお話がございましたけれども、「総理の談話」の中にも簡素な証

券税制を構築する等、税制面の改革を推進しますということを書いてくださって

おります。ぜひとも資本市場育成のために、税制をどういうふうに変えていくの

か、ぜひ早く実施していただきたいと思います。 
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それからもう一つ、今問題になっております不良貸出の処理を加速していくに

当たり、やはり銀行の不良貸出の償却、あるいは引当のために税負担を少なくし

ていくことは、ぜひとも必要だと思います。その２つのことは特にお願いしたい

と思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。今日の御議論の中で株価のことが問題になっ

たわけでありますけれども、これは補正予算とあわせて、税制の問題、規制改革

の問題、特に証券市場に関して、制度としての根本的問題があるのではないかと

いう御指摘がございました。これは金融庁の金融担当大臣としての私の責任でも

ございますので、今、その一つの問題としての税制の話がございましたが、税制

を含めて証券市場の問題というのを、比較的近い時期に議論をする場を設けたい

というふうに思います。株価の問題ということではなくて、証券市場の問題とし

て議論をするのがよろしいかと思います。ぜひ、それを検討させていただきます。 

補正に関しては特にございますか。 

（小泉議長） この補正を組んだら政策転換じゃないかと言われて、あきれているん

だよ、本当に。不良債権処理をやめたのか、むしろ加速したんでしょ。痛みを和

らげる措置でしょう。税収欠陥があったから補正する。今まで小泉内閣が成立し

てから、道路公団民営化をやめたと言ったか、今もやっている最中でしょう。郵

政、これは絶対民営化の議論をさせないと。郵政公社になって、生田さんという

民間人を総裁にして、奥田さんも今座長になってもらって、まず立派な郵政公社

にして民営化議論は自由にやってくれと。企業会計原則にするわけでしょう。特

殊法人改革をやっていないか、今までやっているんです。今回の税制改革もそう

でしょう。規制改革、歳出、30兆円の枠があったから、このきつい予算ができた

んですよ。補正だって最終の見直し、節減やるでしょう。どこが構造改革路線の

転換か、本当にあきれる。最近の議論は構造改革路線を強化するために、構造改

革路線の痛みを和らげるために、今補正を組んだんでしょ。当たり前の加速させ

る補正を、こんなのにみんな惑わされないように注意しないと。さっき牛尾さん

言ったように、経済状況が変わっていないのにストップ安、ストップ高、本当に

どうかしているよ。ストップ安が出ると「どうですか」と不安をあおる。ストッ

プ高が出ると黙っちゃう。これは本当におかしいんだよ。惑わされている。 

（塩川議員） こんな相場は当てにならんよと僕は言っているんだよ。 

（小泉議長） 私が総理大臣になったときに、二、三年我慢してくれと言ったんだか

ら、原則なんか全然曲げていないよ。私が辞めるころには景気よくなっているん

だろうと言っているんだから。そのためには「改革なくして、成長なし」、構造

改革を放棄して景気回復なんてあり得ない。その路線が全然変わらないために補

完しているわけだから。これは惑わされているからな、みんな、あきれちゃうよ。 

（牛尾議員） 何回もその話をしないとだめですよ。月に１回、２回でもしないとだ

めですよ。 

（小泉議長） こういうのは報道しないから。「葉っぱの色が変わっただけで幹は変

わらない」と言うと、今日あたりは国会で葉っぱの色が変わるだけじゃない、落
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ちて枯れ葉になっていると言う。枯れ葉になったって幹は生きているんだよ。枯

れ葉にならないと幹に新芽は出ないんだよ。どうかしているよ、最近の議論は。

今後とも「改革なくして、成長なし」は微動だにしませんから。 

○平成15年度経済及び「予算編成の基本方針」、「改革と展望」の改定について

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、続いて残りの２つのテーマがま

だございます。15年度の経済と「予算編成の基本方針」、それと「改革と展望」

の改定の問題であります。ちょっと時間をまとめてとらせていただいて、簡単に

御説明をさせていただきます。 

   まず「平成15年度経済について」という縦の紙をご覧いただきたいと思います。

これは現状をどのように認識して、それで最終的には15年度の経済見通しを間も

なくつくらなければいけませんので、それを確認するための基本的なポイントで

ございます。簡単に申し上げます。現状は御承知のように、持ち直しの動きが続

いてはいるんですが、そのテンポが緩やかになっております。14年度経済全体と

して見れば、ＧＤＰ成長率は前半の比較的高めの成長の寄与もあり、プラスにな

るものというふうに見込まれます。 

それを受けて15年度経済でありますけれども、幾つかの要因をやはり踏まえな

ければいけないと思います。それが紙の下の踏まえるべき種々の要因という問題

です。 

まず、①「米国経済等の世界経済」、これは不透明感が強く、下押し要因にな

る恐れがあるというふうに考えられます。 

めくっていただきまして、②の「金融資本市場の動向」でありますけれども、

マインドの悪化、実体経済の影響等、これも景気の下押し要因となる恐れがある

と考えられます。 

③「不良債権処理の加速」でありますけれども、これは加速させることによっ

て経済が活性化するというのは間違いないんでありますが、その場合、短期的に

は雇用や企業系統へ影響が及ぶということも考えられます。 

④「企業部門の回復力」は弱まるということを見越しておかなければいけない

と思います。 

⑤「社会保障関係の負担増等」については、これは制度をしっかりさせるため

にやむを得ない措置でありますけれども、これも短期的な消費等に影響が及ぶ恐

れがあります。 

以上がややネガティブな要因でありますが、それに対するプラスの面、政策措

置としては、一つに⑥の「税制改革」があります。これによって法人の設備投資

回復力を押し上げる。相続税、贈与税の一体化が行われれば、これが資産の世代

間移転を通して、住宅投資等によい影響を及ぼす。土地税制や金融証券税制の見

直しが行われれば、経済の活性化に資する。 

⑦の今回の「補正予算」でありますけれども、この効果は15年度にまたがって

発現するというふうに期待されますので、これは需要にプラスに働くということ
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ではないかと思います。 

めくっていただきまして、「一つの期待される姿」としましては、14年度後半

から15年度にかけて景気は持ち直しのテンポがさらに緩やかになりますけれども、

さまざまな政策措置もあり、マインドも徐々に改善していくことから、企業部門

の回復により、景気は民需中心の緩やかな回復に向かうというのが期待される一

つの姿であろうと思います。ただし、下押し圧力が幾つかありますので、15年度

全体として見れば、相当程度緩やかな回復に留まるというふうに見るべきではな

いかと思います。こうした点を踏まえて、15年度の経済見通しを作成したいとい

うふうに考えております。それらにつきましては、また後で御意見を賜れればと

思っております。 

それに基づきまして、「予算編成の基本方針」でございます。今原案を作成中

でありまして、各省庁とまだ調整中であります。まだ仕掛り中のものであります

けれども、小平統括官の方から、概要を御説明させていただきます。 

（小平政策統括官） 今月の８日に事項案をお示しを申し上げましたけれども、これ

は今大臣から申し上げましたように原案ということでございます。簡単に申し上

げます。１ページの14年度、15年度経済につきましては、今大臣から御説明申し

上げたとおりでございます。 

１ページの下の「財政事情」でございますけれども、平成14年度予算では財政

構造改革に取り組んでまいりましたけれども、税収の大幅な落ち込みも見込まれ

るということで、財政状況はさらに深刻化をしているということでございます。 

２ページに移っていただきまして、２の「日本経済の再生に向けて」というこ

とでございますけれども、２行目の後ろの方、「経済活性化に向け、『金融シス

テム改革』、『税制改革』、『規制改革』、『歳出改革』という４本柱の構造改

革を一体的かつ整合的に実証する」。それから、構造改革特区の推進ということ

でございます。 

「また」というところの下の方でございますけれども、補正予算のことが書い

てございます。 

次に「15年度予算の基本的な考え方」でございます。「『改革断行予算』の継

続」ということで平成15年度予算編成に当たりましては、「改革断行予算」と位

置づけた平成14年度予算の基本路線を継承する。 

下の方でございますが、「一般歳出及び一般会計歳出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。また、平成14年度の『国債発行30兆円以下』の

基本精神を受け継ぎ、国債発行額を極力抑制する」ということでございます。 

３ページの下の方、「行政改革」について書いてございます。 

次の４ページをお開きいただきたいと思います。「税制改革」でございますけ

れども、３行目のところでございます。「１兆円を超える、出来る限りの規模を

目指した減税を先行させる。」多年度税収中立の枠組みの下で、税制改革全体を

一括の法律案として、次期通常国会に提出するべく検討を進めるということでご

ざいます。 
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法人課税の関係で研究開発、ＩＴ投資に対する減税、中小企業の経営基盤強化

のための見直し等が書いてございます。それから、法人事業税の外形標準課税、

あと相続税、贈与税の見直し、土地税制の見直し、金融・証券税制の見直し等が

書いてございます。また、個人所得課税の控除、消費税の免税点制度等の見直し

でございます。 

大きなⅢが「歳出の見直しと構造改革の推進」でございます。最初の４つは新

重点４分野でございます。 

第１が人間力の向上等でございまして、４ページの下の方にございますが、国

立大学法人化等でございます。 

５ページに移っていただきまして、科学技術創造立国の関係では、施策の優先

順位づけを踏まえたメリハリをつけるということでございます。 

その次のところはＩＴについて書いてございます。 

次の２は都市と地域ということでございまして、最初のパラグラフは都市再生

プロジェクト等の活用、それから、都市再生特別措置法による指定地域における

支援の重点的な実施等でございます。 

次のパラグラフは地域産業の活性化、中心市街地活性化の地域の問題でござい

ます。 

６ページに移っていただきまして、３は高齢化社会・少子化対策ということで

ございまして、保育所待機児童ゼロ作戦の推進、それからＰＦＩ方式の活用によ

る介護、保育サービスの供給体制の効率的な整備等でございます。 

「また」のところは、食品の安全関係について書いてございます。 

４が循環型社会の構築等でございまして、最初のところが環境、廃棄物等でご

ざいます。「さらに」のところが温室効果ガスの削減の関係でございます。 

次に６ページの下の方、「社会資本整備」でございますけれども、７ページに

移っていただきまして、最初から２行目のところ、「公共投資関係費の水準につ

いては、前年度当初予算から３％以上削減する」ということでございます。 

それから、次の「公共事業関係計画の見直し」につきましては、９本につきま

して一本化をする。あるいは、緊急措置法の廃止を含めて抜本的な見直しを行う

ということでございます。特定財源につきましては、道路特定財源について、受

益と負担の観点から納税者の理解、納得を得つつ、環境や都市交通への活用など、

使途の多様化を検討するということでございます。 

次のところは「公共投資の重点化」について書いてございます。 

その次は「公共投資の効率性・透明性の向上」ということでコスト縮減の数値

目標を早急に定めるというようなことが書いてございます。 

次のページに移っていただきまして、６が「社会保障制度」の関係でございま

す。雇用保険制度改革につきまして、その給付関係の見直し、合理化等について

最初のパラグラフで書いてございます。それから、保険料の引き上げにつきまし

ては、一応最小限にとどめる。それから労災保険料率の引き下げというようなこ

とが書いてございます。 
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次の「年金・手当等」でございますけれども、これは物価賃金の状況などを総

合的に勘案して一定程度引き下げるということでございます。 

次に９ページにまいりまして、介護保険につきましては、最後のところでござ

いますが、介護報酬水準全体を適正に見直すということにしております。 

「地方財政」の関係につきましては、地方歳出の見直しについて最初のところ

に書いてございます。 

三位一体の改革につきましては、現在調整中でございますので、ペンディング

という形でお示しをしてございます。 

「ＯＤＡ」につきましては、次の10ページに移っていただきまして、最初から

２行目、ＯＤＡ大綱をはじめとする、我が国ＯＤＡに関する基本政策を見直すと

いうようなこと。最後の行に予算編成に当たっては規模を見直すということにし

てございます。 

９の「農林水産」でございますけれども、「また」のところにございますが、

今、検討が進められております米政策の関係で、米政策大綱を作成するというこ

とでございます。それから、農業委員会・農業改良普及事業にかかわる制度の見

直し、農協改革等が書いてございます。 

最後でございますけれども、「エネルギー政策」につきましては、環境と経済

発展の両立を図る観点から、地球環境対策にも十分配慮したものへの転換を図る

ということでまとめてございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） ちょっと説明が長くなりました。恐縮なんですが、15年度の予算とい

うのは中期的なビジョンと一体化して議論をすべきであるということになってお

りますので、「改革と展望」の改定についても簡単に御説明をさせていただきま

す。 

「『改革の展望』の改定について 論点整理」というのがございます。とりわ

け今回、2010年度初頭までにプライマリーバランスを回復させるという点が強調

されておりますので、この点を含めて「改革と展望」の論点を申し上げます。 

まず、改定についての論点として３点あります。第１は「改革と展望」策定後

の経済財政状況の変化や構造改革の進展を踏まえて改定する。その後の状況の変

化を踏まえるということ。第２に基本的政策目標などの骨格は変更しない。経済

財政の「想定・展望」等については、必要に応じて修正を行う。３として、５年

程度の中期展望を常に持ちつつ、経済財政運営を行うため、対象期間を今回１年

伸ばしまして、2007年度までとすることが適当と考えるがどうかということであ

ります。 

次に「『内容』についての基本的な論点」ですが、まず現状認識として２点あ

ります。第１は「改革と展望」の策定後、その想定に沿って景気は回復してきた。

実体経済は回復をしてきたんですが、デフレ傾向は継続している。また、不確実

性の高まりなどにより、当面日本経済に景気下押し圧力が生じるとみられること。

第２に景気状況等を反映して、税収は低下し、今年度の財政赤字は拡大する可
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能性が高いということ。こうした状況を踏まえ、政府としては総合的な政策対応

を実施するとともに、構造改革を加速し、中期的には「改革と展望」で示した経

済財政の姿を目指すべきではないかということであります。 

２ページ目に「改革と展望」に盛り込まれた「中期的な目標、想定・展望」に

ついて記述をしています。基本的な政策目標については変更せず、達成できるよ

う今後とも取り組むこととして、想定・展望等については経済財政の現状等を踏

まえて、必要に応じて修正を行うべきと考えますが、これらの事項について、ど

のように判断するかというのが重要な論点になると思います。 

最後に「各論」でありますけれども、４本柱の改革を中心に改革の進展状況を

踏まえ、今後の改革をどう押し進めていくかということを記述すべきであろうか

と思います。 

以上、「予算編成の基本方針」、それと「改革と展望」につきまして御議論を

いただきたいと思います。速水総裁。 

（速水議員） 来年度の経済情勢ですが、当面の経済情勢をまず申しますと、全体と

しては下げ止まっている。しかし、回復へ向けての不透明感というのが一層強ま

ってきている。しばらくは景気回復への動きがはっきりしないというのが現状で

ございます。 

来年への展望としましては、海外経済については緩やかな回復を前提とするな

らば、景気は底固さを増して回復に転じていく。輸出、生産が再び増加に向かう

可能性は十分にあると思います。 

しかし、回復テンポは緩やかなものにとどまると思います。海外経済動向や不

良債権の処理の加速の影響など、さまざまなリスク要因が存在することは皆さん

御認識のとおりでございます。私どもの方で、日銀の政策委員の来年度の実質成

長率の大勢見通しはプラス0.4％からプラス１％というのが出ております。 

それからもう一つ、物価につきましてデフレの克服の必要ということが確かに

あるわけですけれども、現在の日本における物価下落の背景には、やはり国内面

での需給のアンバランス、需要側がまだ不足していることと、海外面で特に中国

その他、比較的安いものが入って、輸入の影響がかなりある。それに加えて、世

界的なディスインフレ傾向からもかなり影響を受けている。物価、これはいつも

申し上げることですけれども、経済活動との対応でありますが、景気がよくなっ

た後に物価は上昇するのが普通であります。したがって、やはり「改革なくて成

長なし、成長なくしてデフレは消えない」というふうに私どもは思っております。

そういう意味でも、来年度に向けての展望は、ある程度物価下落圧力はなお継続

するんじゃないかと懸念いたしております。日本銀行としましては、物価がマイ

ナス基調から脱却できる状況を実現するために、中央銀行として最大限の努力を

続けていく方針でございます。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 来年度の「予算編成の基本方針」に、ざっと目を通しますと、研究開

発のところには評価システムをうまく活用すると書いてありました。５ページ、
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「公正で透明性の高い研究開発評価システムの改革等」、真ん中よりちょっと上

の方です。「とともに」云々と書いてある。それから、公共事業のところですね。

７ページの一番下の方、「評価方法の改善・共通化の推進～事業評価の仕組みは

一層改善する。」、それを予算につなげると書いています。そうすると、研究開

発と公共事業だけではいけません、政策評価制度が今年４月からスタートしてい

るのですから。前年の政策評価を予算に連動する。評価の結果を予算に活かすと

か、活用するとか、言葉はどうでもいいのですが、そこに入れていただいた方が

いいと思います。 

例えば、２ページの「『改革断行予算』の継続」の適当なところに、今の研究

開発評価や公共事業評価だけではなくて、前年の政策評価を活かすということを

書いてください。恐らく、各省が言ったものをまとめられたから、そういうこと

になったと思います。本当は総務省が言わなければいけないのですが担当のとこ

ろが忘れている。何のために法律をつくって、局の名前まで変えたか。 

それが一つと、気がついたことだけ言いますが、「改革と展望」の最終年度を

１年延ばすというのですが、ローリングを行うのなら５年ぐらいというのも一つ

の案だと思います。しかし、今まで全部平成18年度と言ってきたのです。「改革

と展望」の最終は平成18年度だと。ここで１年延ばすのは反対ではないけれども、

はずが合うのかどうか。 

それからもう一つは、集中調整期間があるでしょう。大変きついよ、我慢しろ

という期間です。これは今までどおり２年でいいですか、全体を５年にし、１年

延長しておいて、その辺ははずが合うのかどうか。うまい説明ができるのかどう

か。 

それからもう一つ、この「予算編成の基本方針」は税制改正大綱が決まった後

決めるのでしょう。そうではないのですか。もっと前ですか。 

（竹中議員） 予算編成の基本方針ですね。 

（片山議員） 基本方針はその前ですね。 

（竹中議員） はい。 

（片山議員） それなら結構です。減税については「１兆円を超える、できる限りの

規模」と書いていますよね。もし、減税額が決まったらその辺の整合性の問題が

ある。それより時期が早ければやむを得ないですね。決めればこういう書き方は

できない。 

（竹中議員） 今の点について補足がありましたら。 

（小平政策統括官） 政策評価のところは御指摘を踏まえて検討させていただきたい

と思います。 

（竹中議員） ローリングですから５年にする方が後々のことを考えるといいと思い

ます。そこはいろいろ御指摘の点があると思うんですが、難しいのは集中調整期

間の考え方で、これはもう少し実態を精査して、また御相談をしたいと思います。 

（本間議員） 今の大臣のお答えで、そのとおりだと思いますが、集中調整期間につ

いては、今回、不良債権の処理の加速化を２年半後までやるということが加わっ
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ておりますので、それとの整合性をきちんとつけるということだろうと思います。

先ほど総論的に申し上げたんですが、「予算編成の基本方針」、これは昨年と

どういう具合に変化が生じているのか、それが改革とどのように結びついている

のか、これは基礎的な資料を次回にでも比較対照表みたいな形で出していただい

て、メッセージをもう少しはっきりさせるということをぜひお願いしたいと思い

ます。 

（竹中議員） 今の点でありますけれども、昨年は５兆減らして３兆増やすという非

常にわかりやすいメッセージがありました。今回そのメッセージを何に求めるか

という、前回も少し議論したところだと思います。ここでの一応の考え方という

のは、実は例の集中審議、大臣イニシアチブで非常に大きな枠組みの変更が幾つ

か出てきておりまして、それが来年度予算方針の重要なポイントなのだと思いま

す。それをどのように表現すればよいのか。大臣イニシアチブに基づく改革断行

予算というようなイメージをどのように表現したらよいかという点を、またアイ

ディアを出していただきたいと思います。 

（平沼議員） 一言だけなんですけれども、このデフレ状況、これを克服するという

ことは喫緊の課題です。今、下げ止まりということですけれども、なかなか状況

によっては厳しい局面で、デフレから脱却するというのは非常に困難な状況も想

定されます。ですから、そういう中でデフレを克服するため、そしてまた、この

国の経済を活性化する。そういうメッセージが国民に具体的にわかるような予算、

これは言うまでもないことですけれども、ある意味ではメリハリの効いた、そう

いうものをぴしっと出す。こういうことは私は必要だと思っています。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、大臣おっしゃったように、制度・政策改革集中審議がこの「予算

編成の基本方針」にどう反映したかというのは、実は今内閣府でも資料をつくっ

てもらっているんですが、それをぜひ次回にきちっとした形で、それがここに入

ったんだなということがわかるような説明を、ここでした方が、ここでしゃべっ

たことはそのまま皆議事録になりますから、それをぜひ、今度の諮問会議に提出

したいと思います。 

（竹中議員） ぜひ、そのような資料を提出するようにいたしたいと思います。 

（片山議員） 今年度税収がこれだけ下がるから、来年度の発射台は相当低くなりま

す。来年度の当初予算は大変厳しいと思います。ですから、15か月予算と言わな

いと、なかなか来年度の当初だけで考えると相当厳しいことになるのではないか

という気がします。そこで30兆円を守るという精神は残すのですね。精神だけ。

それはどのぐらいの額ということになるのでしょうか。プライマリーバランスの

黒字化は相当先の話ですからね。 

（小泉議長） 13年度は28兆ぐらいだったんですね。だから、30兆に増やせることが

できるんだから、一つの枠じゃないかと。 

（片山議員） それは守りましたよね。 

（小泉議長） それは守ったんだよ。ところが税収が減ってきた。今度は黙っていた
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って30兆を超えるんだろう、最初から。２兆円増やせるんだから、そのぐらいで

きるんだろうというので30兆の枠を設けたんだから。 

（塩川議員） 国会でも30兆の精神をどう生かすかということを言ったんです。それ

を私は、例えば３兆つけます、1.5 兆、1.5 兆つけますね。それから、税が２兆

幾らか、そうすると合計したら5.7～5.8兆円になりますね。これを全部国債で賄

うんじゃないんだと。みんなはそれは国債だと思っているんですよね。そうじゃ

ないと。ここから国債をうんと減らしてやるから、それは何かといったら、振り

かえてみたり、あるいは不要なものを処分したり、要するに貸しはがしじゃない

けど、ツケはがしや、そういうことをやって、そしてとにかく30兆の精神を生か

して、国債の発行をこんなに減らしたと、本当はこんだけ発行すべきなのに、こ

うやったと、この実績をつくるからといって、本当にできるかというから、本当

にやると言ったんですがね。そういうことが30兆の精神を生かして反映させてや

ると。 

（小泉議長） 2010年代初頭がプライマリーバランスの一つの規律にはなるんだけど

も、2010年代初頭というと10年後ぐらいか。 

（竹中議員） 10年代初頭です。 

（小泉議長） だから、あと10年後を目指して、これもきついことはきついんだよな。 

（塩川議員） それはきついですよ。とってもきついですよ。そこで先ほど片山大臣

が言った、2006年のやつを７年に延ばすというようにずるずる延ばしていくと、

来年はまた８年だと。そうすると、このプライマリーバランスの2010年というも

のとの意見が、説明が合わないんじゃないかという感じもするんだけれども。し

かし、一方から言うと2006年のやつを集中的に加速するんだから、この分が新た

な刺激になってきて達成できるんだという説明もできることはできるような、こ

こらはひとつ適当に考えていただいて、説明の問題だと思うんです。 

（奥田議員） 税収がこれだけ減ったんだから、それはしょうがないじゃないですか。

こんな数字が出るとは誰も思っていなかったですからね。 

（牛尾議員） 税収の問題はある一部の業界が前倒しで大量赤字を出して、納税しな

かったというのも大きな原因で、額が割と似ていますからね。全体としては、本

当は税収欠陥になるはずがないんです。もう一つは、僕は竹中大臣と議論して、

中間の５年間を６年にするのは反対で、企業だったらそういうことをすると……。

（竹中議員） そうじゃないです。そうじゃないんです。計画期間を、目標の設定を

変えるというんじゃなくて、我々が見る期間を、それだけの話なんです。 

（片山議員） 目標は平成18年度と言ってきています。そのことなのです。 

（牛尾議員） できれば変えない方がいいですよね。それからもう一つは、平成15年

度の予算は、平成14年度よりもさらに構造改革的に厳しい予算を組んだという事

実を説明したいわけです。しかし、改革を実現するために税収等々があったんで、

５兆円を別途にこういう補正をしたというので、そこははっきり……。15か月予

算というと弛みなく執行するという意味での15か月予算はいいけれども、どんぶ

り勘定にして５兆増やしてルーズな予算をつくったという印象を与えたら困るわ
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けです。15年度は14年度以上に厳しく構造改革的で、しかもかつ別な予算をつく

った上で５兆円はそういうことを……。 

（塩川議員） だから、14年度から税収不足だったもんで、そこへ不足したから、14

年度から15年に橋をかけなよと。 

（牛尾議員） しかし、15年そのものは非常に厳しくつくったということをきちっと

けじめをつけないとね。 

（片山議員） 今回の補正予算の実際の執行は平成15年度ですよ。 

（塩川議員） 実際そうなっている。 

（牛尾議員） 15か月という時は執行面で言っているのであって、どんぶり勘定にし

ているわけじゃないと。そこのところをきちっと区別せんといけませんよ。15か

月というと全部膨らましたような印象になるんで、それは困ります。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） これから財務大臣を先頭に国債発行額及びその他の財源の調達手法、

これは御苦労いただくことになると思うんですが、昨年、特別会計のＮＴＴの株

式売払収入を活用して公共投資に充当したと。私は方向性をきちんと説明しなが

らやっていくのはいいと思うんですが、余り隠れポケットからさっと出してくる

ようなイメージは払拭していただけるようなオーソドックスな手法をぜひ考えて

いただきたいという具合に思います。私はそれをやるべきじゃないということを

申し上げているつもりはないんですが、方向性として何をどのように使うのかと

いう説明をきちんとして、あるいは、全体としての特別会計の状況、さらには国

有財産の処理の問題等も含めて、事後的に少なくともきちんとした説明がつくよ

うにぜひ御努力をいただきたいという具合に思います。 

それから、もう一つはこれは経済運営全般にかかわる問題でございますけれど

も、来年の税収の状況は非常に厳しいということは十分承知いたしておりますが、

総理の談話の中にも入っておりますとおり、小さい政府で効率化をしながら、経

済の活力という観点で言えば、減税の吟味を厳しくしながら、効果ある形で仕上

げていく必要があろうかと思います。この辺のところは、また民間議員で機会が

あればペーパー等も出すようなことも考えられるかなと思っておりますけれども、

ぜひきちんとしたものに仕上げていただきたい。量的にも質的にも仕上げていた

だきたいということ。 

それからもう一つ、金融政策の問題、日銀総裁から先ほど最善を尽くすという

ふうにお言葉をいただいたわけで非常にありがたいわけですが、もう一段踏み込

んだ形での対応というものを、予算編成とあわせて世の中に発信していただくと

いうことになれば、さらに効果というものが上がるのではないかということでご

ざいますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。「予算編成の基本方針」につきまし

ては、次回29日にできれば答申ができるように調整したいと思いますので、皆様

方の御協力、ぜひともよろしくお願いいたします。 

「改革と展望」の改定につきましては、12月に再度より詳しいものを御議論い
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ただけるようにしたいと思います。「来年度の経済見通し」についても、そのよ

うにしたいと思います。いずれにしましても、今回の一連のものできちっとした

説明、メッセージが出せるにようにしろということであろうかと思います。改革

しているというメッセージと財政を健全化、きちっとしているというメッセージ

と、そして経済を活性化してデフレを抑制しているというメッセージを出せとい

うことであろうかと思いますので、さまざまにお知恵を拝借したいと思います。 

総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） いいですよ。「改革なくして成長なし」は変わっていないんだから。

改革は進んでいるんだから。みんな見る目がどうかしているんだよ。 

（平沼議員） 泰然自若で。 

（小泉議長） そうだよ。 

（以 上） 
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