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平成 14 年第 37 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 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） 
○  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 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
 
○規制改革について 
（竹中議員） 総合規制改革会議では、12 月の２次答申に向け審議が進められている。２
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次答申を見据えた主な検討ポイント等につき、宮内総合規制改革会議議長から資料が
提出されている。 

（宮内議長） 最終答申に向けて本格的な折衝に入ろうとしている。現状を御報告申し上
げ、諮問会議から御意見、御指摘をいただき、積極的に答申策定に反映させていきた
い。資料は、私どもが重点的に扱っている課題を整理したもので、この中にも比較的
進んでいる分野となかなか進まない分野がある。 

   例えば、「４．労働市場の規制改革」は大変進んでいる分野で、総理の御指導もい
ただき、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。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いる。残された課題は、ハロ
ーワークの民営化、解雇ルールの整備等だ。同様に「２（２）都市再生」も比較的進
歩の早い分野だ。 

   他方、極めて重要性が高いが、最も遅れていると思われるのが、「２（１）医療」
と、「教育」、「福祉」、「農業」の３つの分野に象徴される、官製市場。これらは官が
すべて行い、資本主義社会の中核である株式会社による経営が原則禁止されている分
野だ。本来の健全な市場経済を持ち込むことができれば、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。
 特に、医療は公的健康保険の枠組みを越え、健康サービス産業というとらえ方をす
ると、極めて大きな需要を喚起することが確実で、活性化にも最も資する分野だ。 

   ４分野のうち、福祉及び農業については、構造改革特区法案の中で特区に限った株
式会社参入が実現することとなり、一歩前進した。しかし、医療及び教育については、
厚労省及び文部科学省からは、今のところゼロ回答だ。特区の議論では、特区か全国
一律か、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。この点は別
途機会があれば、諮問会議の場でも引き続き議論をしたい。株式会社参入問題はずっ
と言われ続けているテーマで、何らかの決着をつける時期に来ている。 

    この４分野では、ほかにも農協改革、幼稚園・保育所の一元化の問題など幅広い
テーマを取り上げる。例えば、２つめの資料「２．（１）・保険者によるレセプト審査・
支払いの解禁」については、本年３月の規制改革３か年計画で、13 年度中に実施す
ると閣議決定されてた。しかし、今に至っても厚労省からは何ら手当がない。これは
閣議決定に違反し、内閣全体の信頼を損ねる問題だ。速やかな実施を望みたい。 

   「６．官から民への事業の大胆な移管『官製市場の全面解放』」については、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、消費者ニーズに合った民間需要が喚起される。総合規制改革会議では、ハロー
ワークの民営化、学校のＰＦＩ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開放を掲げているが、現在は凄まじい抵抗で立ち往生している。 

   この問題の解決には、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
やり方では限界がある。従って、特殊法人改革、公益法人改革も含め、国や自治体の
業務についても共通基準、一元的な推進体制や推進計画を持ち、政府全体で一体とな
った議論をする必要がある。各省の関係部門で一つのチームを形成し、一体となって
本件を強力に進める必要がある。特段のイニシアチブを期待したい。 

   「５．競争政策の整備」では、経済を活性化し、国民に豊かな社会を実現するため
に競争政策の整備が必要だ。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、不満は相当大きい。審査体制が脆弱、かつ閉鎖的
だ。総合規制改革会議としては、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等についても提言したい。公正取引委員会を補完する個々の
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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などについても、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努力が必要だ。 

   最後に、私どもの会議は規制改革推進のために、頑張っているが、残された課題が
余りにも大きく、各省庁と合意をとろうとしても、結果的に言い合いになる。その次
の一歩が踏み出せない状況にたびたび直面する。総合規制改革会議の限界を突き破る
には、諮問会議との連携が不可欠だ。節目節目に呼んでいただき、規制改革の進捗状
況を報告することになったことは大きな前進だが、まだまだ、遅々と進んでいる状況
から抜け出せない。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
問会議と共同の新しいスキームが必要ではないかと思っている。 

（奥田議員） 規制改革と税制改革の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。日本経済の成長可能性をさらに広げるため、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だ。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だ。 

    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。需要と雇用の創出のため規制改革の重要性は一段と高まっており、政府が一
体となって規制改革の加速化を実現しなければならない。特区の制度ができ、少し進
展したことは良いが、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ことだ。 

   ２番目に諮問会議で規制改革の工程表を大幅に拡充し、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、不十分な場合は加速の指示をするといった手順も望ましい。 

   ３番目に、経済活力のため特に必要な規制改革は、医療、福祉、教育、農業といっ
た官製市場への民間への全面開放、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といった分野だ。 

   現在の経済情勢を見れば、これらについては非常に経済界の要望が多く、雇用創出
が期待できる。現行３か年計画の期間中、平成 15 年末までに規制改革を達成しなけ
ればならない。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し、諮
問会議の場で発表することが必要だ。 

   加えて、これまで実施してきた規制改革について、どれだけの新規参入、新規雇用
を創出したか明確にした上で十分な成果が生まれるまで、さらに改革を進めることが
重要だ。また、規制改革の重要性にかんがみ、現在の規制改革推進体制をさらに強化
し、例えば委員主導の検討体制を充実させる必要がある。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ことが必要だ。当面は現在の総合規制改革会議
委員の増員ということでもよい。 

   さらに、個別分野の規制改革にとどまらず、政府部門全体につき「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ことが重要だ。そのためには、民営
化・アウトソーシング・ＰＦＩ推進による国・地方の事業部門の民間移管、特殊法人
の改革、公益法人の改革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
にこれを進めることが必要だ。 

（石原臨時議員） 宮内議長、奥田議員から御指摘あったように、総合規制改革会議は各
省庁との折衝に当たっては主張が最終的に並行線になることが多い。経済財政諮問会
議のバックアップは大変心強いし、勧告権等の権限がいただければスピードアップが
図れると思う。また、奥田議員から指摘があったように、一体どれだけ新しい分野で
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新規参入が増えたのか、雇用が増えたのかとを公にしていくことは大切だ。 
   この間は「ＳＵＩＣＡ」の話だったが、今日は「ＩＣダグ」というのを持ってきた。

これはバーコードの大体 50 倍の情報が入り、洋服にぶら下げたり、コンテナに釘で
つけたりして 10 万回内容を書きかえることができる。片山大臣にお願いして使える
ようになったが、新しい分野で凸版印刷とか、シャープ等が本格的に取り組むように
なり、今年の末に市場は 230 億円になる。バーコードでは、ものが通過するときに、
いちいち記憶させないといけないが、これは電波をキャッチするので、洋服が例えば
300 着も吊ってあっても、ものを通せば、洋服がどれだけあったか分かるし、用途の
拡大を図るとしたら、例えばＢＳＥ等で問題になった原産地の情報など、誰が作った
かもバーコードの 50 倍で情報が入る。 

   まだ問題もある。例えば、一つの敷地内で棟が違うと一々届け出を出さないといけ
ない。これは片山大臣の方で 12 月には何とかして下さるとのこと。今度はＪＲとシ
ャープが組んで新たなビジネスを始めるという話も聞いている。また、出力が限られ
ており、もっと出力を出せば屋外でも利用することができる。混線等の問題は技術的
にクリアできる。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
くのではないか。こういうことも宣伝しなければならないと思う。 

（塩川議員） これは電波法の改正でできるのか。 
（石原臨時議員） そうです。 
（片山議員） 有識者議員からの提言もあり、総務省で省令等改正の準備をしている。 
（小泉議長） 保険者によるレセプト審査はなぜ進んでいないのか。 
（石原臨時議員） 健康保険等々の大きな改革とセットにさせて欲しい。ここで要らぬ摩

擦は起こしたくないので、待ってくれと言われている。 
（小泉議長） セットでやればいい。やるって決まっているんだろう。 
（石原臨時議員） 決まっている。３月 31 日までと、二度坂口大臣にもお願いした。年

内にはというお返事はいただいている。 
（小泉議長） 医療、農業というのは賛成が多いようだが、いろいろな調査によると、学

校には結構抵抗が多いと聞いている。ただ、小中学校はともかく、大学、専門学校は
できるんじゃないか。英会話、ＩＴ等は株式会社でやっているのだろう。予備校だっ
て株式会社もやっている。 

（奥田議員） しかし、本当の学校という話になると、法律に書いてあるから駄目という
答えが返ってくる。法律に決まっているから駄目と言われると、何もできない。 

（小泉議長） 株式会社で学校をやりたいというところはあるのか。 
（竹中議員） ベンチャーで有名な会社がある。商社にいた若い人が飛び出して、イギリ

スの大学と提携し、向こうの学位を日本で出せるようにしている。これは成功してい
る。 

（本間議員） 外国の大学と提携する手法が広がると効果がある。 
（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のだろう。しかし、株式

会社は消費者の支持を得ないとできない。いい教育をして、いいものを出して、その
結果、評価されたものに利益が出る。利益だけ追求できるほどマーケットは甘くない。 

（小泉議長） 産学官で連携して、随分新しいのが生まれている。国立大学と企業と地方
だ。10 年前の 10 倍ぐらいになっているのだから。 

（本間議員） 部分部分においては前進しているが、「株式会社性悪説」が出てくる。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思い込みで全体の議論が進んでいる。 
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（小泉議長） 健康サービス産業は本当に将来性があるが、医療となると駄目だ。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、高度医療の保険を手当してくれと
か、少し健康産業とは違った視点がある。 

（宮内議長） 私どもの提言は、混合診療をやらせてほしい、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。保険の箱の中に入れというのが現在のシステムで、
入れない人はアメリカに行くしかないというのが現状だ。この需要に対しては、高度
医療が使えて自己負担でやる。だから、保険は結構だと。プラスアルファを自由診療
というか、混合医療という形で入れ込めないだろうか。これに対しても非常に反対が
ある。 

（塩川議員） 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して
も無理だ。終末医療がこれだけ発達して、非常にコストがかかる。そして、高額医療
もどんどん増えている。 

（牛尾議員） 政府が払う医療の範囲を段階的に少なくして、後は自由診療にすればよい。 
（塩川議員） 医療の中にミニマムの限度額をつくらなければいけないが、低所得層を差

別すると言われて、できない。 
（小泉議長） そこが、一番反対の強いところだ。 
（牛尾議員） 美容外科などは満員だ。シミをレーザーで一発でとれる。費用は高いと思

うがとれるならばいいと皆行く。そういうのは全部自由診療だ。普通の病院と一緒に
設置は運用上禁止されており、別の会社が病院をつくらないといけない。混合医療と
は、明確に中で区別できれば両方できるようにしようという提案。 

（宮内議長） そのために、日本では高度医療ができなくなってしまっている。それから、
お金持ちでなくても、本当に命のためなら、費用がどれだけかかっても海外に行って
治療を請け負う動きが出ており、その意味で公平性を欠くという議論は、ほとんど意
味がないのではないか。 

（本間議員） ２点申し上げたい。 
１点目は、改革の推進体制の問題。宮内議長並びに石原大臣の御尽力により、いろ

いろ御努力されているが目に見えた効果がなかなか世の中に伝わってこない。奥田議
員からも提案があったが、総合規制改革会議と諮問会議の間でタスクフォースを作っ
て、そこで定期的に検討する体制を作ってもいいではないか。また、現在の検討体制
では、事務方の調整部分のウエートが非常に高いので、委員主導型にして民間の発想
が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、会議の地位の向上も
考えるべきではないか。 

   ２点目。規制改革のような問題は、入口で神学論争をして時間を浪費するのが特徴
である。それを克服するため、アウトカム主義、つまり、分野毎の達成度の数値化を
図り、それをスケジュール化する。それと整合的に法律改正を行い、改革を速く進め
ていく。これは日本の行政全般の手法で最も欠けているところである。これも規制改
革のアプローチの手法として成果主義を打ち出し、それの目標を数値化するというこ
とをやっていただきたい。 

（牛尾議員） 民間議員提出資料の最後にある「３つの基本原則」は平成８年、飯田庸太
郎行政改革委員長のもと官民役割分担小委員会がつくったもの。「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」「説明責任（アカウンタビリティ）」。
非常に簡潔な提案書だ。こうした原則のもと、規制は撤廃してほしい。歴史的な傑作
であり、規制撤廃や構造改革のバイブルとして、こうした原則を行政において徹底し
てほしい。 

（竹中議員） 民間議員から提案は３点あったと思う。一言で言えば、規制改革について
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は、努力は続けてきたが、やはり新しい何かのイニシアチブ、新しい仕組みが要ると
いうこと。１つ目は、例えば半年ごとの目標を設定し、３か月ごとにその成果を見る
ことに諮問会議が協力する形でやってはとの提案。２つ目は、現行３か年計画の中で
達成できていないものは、アクションプログラムを急ぎ作る必要がある。３つ目は、
規制改革の推進体制そのものを抜本的に見直す必要性。石原大臣は勧告権を、民間議
員は成果主義の導入を言われた。 
これらについては、１つ目の目標設定として、例えば、３か月ごとの中間報告とし

てどのようなやり方が可能か民間議員から提案いただけないか。２つ目の現行３か年
計画達成のためのアクションプログラムは、是非、宮内議長の方でお願いしたい。３
つ目の推進体制は、一度石原大臣の方から一つの示唆をいただけないでしょうか。 

   以上の点につき、年明けすぐにでも一度審議してみたい。特に異議がないようなの
で、その方向でお願いしたい。 

（小泉議長） 規制改革はますます進めなければいけない。具体的にどこが反対している
か、どういう議論なのか、言ってもらえるとよい。 

        （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） 本日の閣議において、総理から総合対応策を補完・強化する「改革加速プ

ログラム」と平成 14 年度補正予算の編成について指示があった。 
   具体的な内容は、「総理の談話」のとおり。先ず第一に改革加速プログラムに織り

込む施策は、構造改革の加速に合わせ、緊急に措置する必要のある施策、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に、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り国債発行をできる
限り抑制する。 
今後、諮問会議での意見も伺いながら早急に取りまとめる。 

（塩川議員） なお、政府与党連絡会で、単に同プログラムだけでなく、税改正や企業再
生計画の３つをセットとしてくれとの要望があったので、この点について取り組みた
い。 

（林主計局長） 一言述べたい。柱立ては、基本的には総合対応策をベースに考えた。セ
ーフティ・ネットには、よく言われる雇用対策、中小企業対策の他、雇用創出につな
がると思われる産学官連携による科学技術の推進、失業者の増大を念頭に置いた治安
対策、児童の安全といった社会的なセーフティ・ネットについても柱立てをした。 

   公共投資については、総合対応策に都市再生事業があったが、都市だけではなく、
地方再生に即効性ある基盤整備、あるいは環境問題への対応も不可欠ではないかとの
ことで、２の②、③に挙げている。 

    本日、総理から御指示があった。来週各省庁から要求をいただき、指示に沿った内
容の詰めをこれから行う。 

（塩川議員） 要望は今月 27 日までに出して欲しい。 
（平沼議員） 政府与党でも、朝の閣議でも言ったことだが、今後不良債権の処理が加速

されると、中小企業にとって非常に厳しい状況が想定される。そういう中で、大胆か
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つ柔軟に追加の措置も念頭に置きつつ、与えられた状況の中で全力を尽くしていきた
い。 

（片山議員） 地方税も 1.4～1.5 兆円程度の減収になる。あわせて国税が減るので地方
交付税も減る。歳入が不足する上に、補正予算により公共事業等の地方負担が増える。
今までも補正のとき考慮いただいているが、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。是非、地方で事業が施行できるよ
う、十分な財政措置をお願いしたい。 

（塩川議員） 平沼大臣、片山大臣が仰ったことについては、現実に即して解決できるよ
う十分措置したい。 

（牛尾議員） 国債 30 兆円という非常に厳しい枠の中、今回の英断は、苦渋の決断とし
てやむを得ないし、民間議員として評価している。ただ、補正予算の中身を改革型の
ものとして伝えないと市場がどう評価するかわからない。 
現在、株価は重要な指標だ。だから、市場への伝え方を考えないといけない。株価

を意識しないといけない。どうすれば買いが増え、売りが減るようになるかを考える
必要がある。その第一弾が今度の補正予算のアカウンタビリティだ。補正予算と税制、
規制改革、そういう点を総合的にやっていくことが大事だ。かつ、総理が力説された、
プライマリーバランス 2010 年代初頭の黒字化は崩さないという、改革の基本姿勢は
絶対続けないといけない。 
その意味で、補正予算と先行減税の両輪で、前から民間議員が示している４本柱の

改革をどのようにアクションプランとしてやっていくかだ。そして、市場や国民にど
う伝えるかだ。１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 円だったが、最近は、アメリカが 8,700 ドル、日本は 8,400 円というように
逆転している。経済の中身にそんな変わりがないのに、株価がこう下がるのは、市場
への伝え方が下手だからだ。だから、今度の補正予算はその第一歩なので、その中身
を改革型のものとして市場にいかに伝えるか行政も官邸も真剣に考えて、その環境を
作っていって欲しい。 

（塩川議員） 一昨日、証券業界の関係者と話をした。その際、株の売買システムを見直
さなければいけないのではないか、監視をしっかりやらなければいけないのではない
かという話になった。そういうことを考えると、経済対策をやっても株価に反映しな
い。それらの点も総合的にやる必要があるのではないか。 

（牛尾議員） 証券取引等監視委員会は正常な証券市場のルールをつくるところまで関わ
るべきだ。米国のＳＥＣは株式市場を育成するところまでやっている。 

（塩川議員） 空売り規制をやったが、新たにインターネットを通じたものが出てきてい
る。そういうものは、規制しないと、実勢に合った株価にならない。 

（牛尾議員） 前日の午後にストップ安になり、翌日の午前にストップ高になる。これは、
考えられない。経済の中身は全然変わっていないのだから。 

（塩川議員） それを政治の責任だと言う。それならば、そのようにちゃんと答えていか
なければならない。金融機関には言っておきましたけどね。 

（牛尾議員） 「改革加速プログラム」は、早急に策定する必要があると思う。証券税制
も今までの議論を踏まえて考える必要がある。証券税制も、変えるべきものは率直に
変えて、市場にきちんと伝えていく必要がある。 

（塩川議員） さもないと、ムード相場になってしまう。 
（牛尾議員） 恐らくそうだ。制度の隙間をつかれている。 
（本間議員） 今回の補正予算は、「総理の談話」にある通り、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出したペーパ
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ーのような形で推進するとのことで、我々としても賛同している。 
    より広く予算編成をながめてみると、小泉構造改革２年目は、「改革と展望」を１

月、「基本方針」を６月に作り、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。この定型的な進行を確固たるものとすることが極めて重要で
ある。 

    特に、「予算編成の基本方針」あるいは「改革と展望」の改訂の中身が昨年よりは
着実に前進したことを国民に示すことが非常に重要だ。その意味で、フォローアップ
体制をきちんとして、実際の施策が「改革と展望」の改訂や「予算編成の基本方針」
とどこまで整合的なものになっているのか、あるいは、まだ実現できていない部分は
どこで、それを推進するための体制づくりを今度どうするかというような、全体のプ
ロセスをしっかりしていくことが必要だと思う。今後の予算編成においても、その精
神が見えるようお願いするし、議論していくことが重要だ。 

（速水議員） 「総理の談話」の中にも、簡素な証券税制を構築する等、税制改革を推進
するとある。是非とも資本市場育成のため、早急に実施していただきたい。また、不
良債権処理を加速するに当たり、銀行の不良債権の償却や引当のために税負担を少な
くすることは必要であり、この２つは特にお願いしたい。 

（竹中議員） 今日の議論で株価のことが問題になった。これは、補正予算と合わせて、
税制の問題、規制改革の問題、特に証券市場に関して制度上の問題があるのではとの
指摘があった。これは金融担当大臣としての私の責任でもあるので、税制の問題も含
めて、証券市場の問題を、比較的近い時期に議論する場を設けたいと思う。 

（小泉議長） 補正を組んだら、政策転換ではないかと言われて、本当にあきれている。
不良債権処理をやめたというのか、むしろ加速したのだ。補正はその痛みを和らげる
措置だ。また税収欠陥があったから補正する。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だ。郵政民営化の議論だって、生田さん
という民間人を総裁にし、奥田さんも座長として、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言っている。企業会計原則にもする。特殊法人改革をやっ
ていないか、いや今までやっている。今回の税制改革もそうだ。規制改革、歳出削減、
国債 30 兆円枠があったから、この厳しい予算ができた。補正の際にも最終の見直し、
節減をやる。どこが構造改革路線の転換だと言うのか。構造改革路線を強化するため
のものであり、構造改革路線の痛みを和らげるため、今回補正を組む。経済状況が変
わっていないのに、株価がストップ安、ストップ高になる。これは本当におかしい。 
私が総理大臣になったときから、二、三年は我慢してくれと言っている。原則など

全然曲げていない。景気回復のためには「改革なくして、成長なし」だ。構造改革を
放棄して景気回復などあり得ない。その路線を変えないために補完・強化している。 

（牛尾議員） 何度でもその話をすべきだ。 
（小泉議長） こういうのは報道しない。「葉の色が変わっただけで幹は変わらない」と

言うと、葉っぱの色が変わるだけではない。落ちて枯れ葉になっていると言う。しか
し、枯れ葉になったって幹は生きている。枯れ葉にならないと幹に新しい新芽は出な
い。今後も「改革なくして、成長なし」は微動だにしない。 

 
○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） 15 年度経済、「予算編成の基本方針」及び「改革と展望」の改定について、

まとめて説明する。 
   まず、平成 15 年度経済について。現状をきちんと認識し、最終的には 15 年度の経

済見通しを作成しなければならないが、そのための基本的なポイントを簡単に説明し
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たい。現状は御承知のように、持ち直しの動きが続いているが、テンポは緩やかにな
っている。14 年度経済全体では、ＧＤＰ成長率は前半の比較的高めの成長の寄与も
あり、プラスになると見込まれる。それを受けて、15 年度経済は幾つかの要因を踏
まえなければならない。 

   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
と考えられる。②金融資本市場の動向では、マインドの悪化、実体経済の影響等も景
気の下押し要因となる恐れがある。③不良債権処理の加速であるが、これは加速させ
ることによって経済が活性化するのは間違いないが、短期的には雇用や企業経営等へ
影響が及ぶことも考えられる。④企業部門の回復力は弱まることを見越しておかなけ
ればいけない。⑤社会保障関係の負担増等は、制度をしっかりさせるためにやむを得
ない措置であるが、これも短期的な消費等に影響が及ぶ恐れがある。以上が、ややネ
ガティブな要因であるが、それに対するプラスの面、政策措置の１つに⑥税制改革が
ある。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補正予算で
あるが、この効果は 15 年度にまたがって発現すると期待され、需要にプラスに働く
のではないか。 

   ３ページの「一つの期待される姿」としては、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更に緩やかになるが、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
回復に向かうのが期待される一つの姿だと思う。ただし、下押し圧力が幾つかあるの
で、15 年度全体では、相当程度緩やかな回復に留まると見るべきではないか。こう
した点を踏まえ、15 年度の経済見通しを作成したい。 

   「予算編成の基本方針」は、各省庁とまだ調整中であるが、（案）を事務局から説
明させる。 

（小平政策統括官） １ページの 14 年度、15 年度経済については、ただいま竹中大臣か
ら御説明申し上げたとおり。 

   １ページ下の財政事情では、14 年度予算で財政構造改革に取り組んできたが、税
収の大幅な落ち込みも見込まれ、財政状況はさらに深刻化しているということ。 

   ２ページの日本経済の再生に向けてでは、２行目にあるように、「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施する」こと。それから、構造改革特区の推進。下段
では、補正予算のことに触れている。 

   次に、平成 15 年度予算の基本的な考え方。「『改革断行予算』の継続」ということ
で、「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。２ページ
の下の行にあるように「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」。 

   ３ページには、行政改革について書いている。 
   ４ページの税制改革では、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。 

    法人課税では、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
の見直し等を書いており、それから、法人事業税の外形標準課税、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を書いている。更に、個人所
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得課税の控除、消費税の免税点制度等の見直しの検討も書いている。 
   次に、「歳出の見直しと構造改革の推進」。最初の４つは新重点４分野。１が人間力

の向上等で、４ページの下にあるのは、国立大学法人化等について。５ページの科学
技術創造立国では、施策の優先順位づけを踏まえ、メリハリをつけるということ。そ
の下には、ＩＴについて書いている。 

   ２の魅力ある都市・個性と工夫に満ちた地域社会。最初のパラグラフは都市再生プ
ロジェクト等の活用や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
実施等について。次のパラグラフは地域産業の活性化、中心市街地活性化等について
書いている。 

   ６ページの３は高齢化社会・少子化対策。保育所待機児童ゼロ作戦の推進や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について書いてお
り、最後のパラグラフは、食品の安全関係について書いている。 

   ４の循環型社会の構築等では、最初に環境、廃棄物等を書いており、後半は温室効
果ガスの削減の関係が書かれている。 

   ５の社会資本整備では、７ページの４行目に「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」としている。次の公共事業関係計画の見直し
では、９本の計画を一本化する、緊急措置法の廃止を含め、抜本的な見直しを行うと
いうこと。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。公共投資の
効率性・透明性の向上では、コスト縮減の数値目標を早急に定めること等を述べてい
る。 

   ６の社会保障制度。雇用保険制度改革では、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に書いている。保険料の引き上げは、必要最小限にとどめる。
また、労災保険料率の引き下げについても述べている。年金・手当等では、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、９ページの介護保険では、介
護報酬水準全体を適正に見直すとしている。 

  ７の地方財政では、最初に地方歳出の見直しについて書いており、三位一体の改革
については、現在調整中としている。 

   ８のＯＤＡでは、10 ページの３行目にあるように、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こととし、予算編成に当たっては規模を見直す
こととしている。 

   ９の農林水産では、現在、検討が進められている米政策大綱（仮称）の策定、農業
委員会・農業改良普及事業に係る制度の見直し、農協改革等を書いている。 

   最後のエネルギー政策では、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転換を図るとしている。 

（竹中議員） 15 年度予算は、中期的ビジョンと一体化して議論をすべきなので、「改革
と展望」の改定について、資料に基づき簡単に説明する。 

   まず、改定についての論点として３点ある。１点目は「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こと。２点目は基本的政策目標
などの「骨格」は変更しないが、経済財政の「想定・展望」等は必要に応じて修正を
行うこと。３点目は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１年伸ばし、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。 

   次に、内容についての基本的な論点だが、現状認識として２点ある。第１に、「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
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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。 

   ２ページの中期的な目標、想定・展望について。基本的な政策目標は変更せず、達
成できるよう今後とも取り組むこととし、想定・展望等は経済財政の現状等を踏まえ、
必要に応じて修正を行うべきだと考えるが、これらの事項をどう判断するかが重要な
論点になると思う。 

   最後の「各論」では、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だろうということ。 

（速水議員） 現在の経済情勢は、全体としては下げ止まっている。しかし、回復へ向け
ての不透明感が一層強まっている。しばらくは景気回復への動きがはっきりしないの
が現状。 

   来年への展望としては、海外経済の緩やかな回復を前提とするなら、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
う。 

   しかし、回復テンポは緩やかなものにとどまる。海外経済動向や不良債権処理の加
速の影響など、さまざまなリスク要因が存在することはご承知のことと思う。日銀の
政策委員の来年度実質成長率の大勢見通しは＋0.4％～＋1.0％というのが出ていま
す。 

   物価についても、デフレ克服の必要が確かにあるが、現在の日本における物価下落
の背景には、やはり国内での需給のアンバランス、需要側が不足していることと、海
外面で中国などから比較的安いものが入ってきている影響がかなりある。それに加え、
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。いつも申し上げている
が、景気が良くなった後に物価は上昇するのが普通。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」と思っている。その意味では、来年度に向けて、あ
る程度物価下落圧力は継続すると懸念している。日本銀行としては、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、中央銀行として最大限の努力を続けていく
方針だ。 

（片山議員） 「予算編成の基本方針」に目を通すと、５ページの科学技術創造立国のパ
ラグラフに、「公正で透明性の高い研究開発評価システムの改革等」とあり、７ペー
ジの公共事業の「公共投資の効率性・透明性の向上」のところに事業評価について記
述されているが、評価をするのは研究開発と公共事業だけではいけない。政策評価制
度は今年４月からスタートしている。その政策評価を予算に連動させ、評価結果を予
算に活かす、活用するというような記述が必要だと思う。例えば、２ページの「『改
革断行予算』の継続」のところなどで、政策評価制度の政策評価を活かすということ
を書いていただきたい。 

   それから、「改革と展望」の最終年度を１年延ばすということだが、ローリングを
行うなら５年毎も一つの案だ。しかし、今まで 18 年度までと言ってきた。１年延ば
すのは反対ではないが、辻褄が合うのかどうか。それから、全体を１年延ばしておい
て、集中調整期間も今までどおりにしてうまく説明できるのか。 

   また、この「予算編成の基本方針」は、税制改正大綱が決まった後に決めるのか。 
（竹中議員） 税制改正大綱の前に決める。 
（片山議員） それなら良い。今は減税については、「１兆円を超える、出来る限りの規
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模」と書いてある。税制改正大綱が決まった後だと、そことの整合性が問題になるが、
前ならやむを得ない。 

（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。 
（竹中議員） ローリングですから、対象期間は常に５年にする方が後々のことを考える

といいと思う。難しいのは集中調整期間の考え方。これはもう少し実態を精査し、相
談したい。 

（本間議員） 竹中大臣の発言のとおりだが、集中調整期間については、今回、不良債権
処理の加速化を２年半後までやることになったので、それとの整合性をきちんとつけ
る必要がある。 

   「予算編成の基本方針」については、昨年とどう変化したか、それが改革とどう結
びついているのか、基礎的な資料を次回に提出していただき、メッセージをもう少し
はっきりさせることをお願いしたい。 

（竹中議員） 昨年は「５兆円減らして２兆円増やす」というわかりやすいメッセージが
あった。今回は、例の集中審議、大臣イニシアチブで大きな枠組みの変更が幾つか出
ており、それが来年度予算方針の重要なポイントになると思う。それをどう表現する
か。大臣イニシアチブに基づく改革断行予算というイメージをどのように表現したら
よいかという点で、またアイディアを出していただきたい。 

（平沼議員） このデフレ状況を克服することは喫緊の課題。そういう中でデフレを克服
する、そして、そのために経済を活性化する。そういうメッセージが具体的にわかる
ような予算、メリハリの効いた予算を出すことが必要だ。 

（牛尾議員） 制度・政策改革集中審議が、「予算編成の基本方針」にどう反映したかは、
現在、事務局で資料を作ってもらっている。それを次回提出して、どう反映したか分
るようにしたい。 

（竹中議員） そのようにする。 
（片山議員） 今年度の税収がこれだけ下がると、来年の発射台は相当低くなる。だから、

15 か月予算と言わないと、来年の当初予算だけだと相当厳しい気がする。ただ、30
兆円を守るという精神は残す。それはどのくらいの額なのかということになる。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 兆円ぐらいだった。それで、２兆円増やせるのだから、その
ぐらいできるのだろうと 30 兆円の枠を設けた。 

（片山議員） それは守りましたよね。 
（小泉議長） それは守った。ところが税収が減ってきた。今度は黙っていても 30 兆円

を超えるだろう。 
（塩川議員） 国会でも 30 兆円の精神をどう生かすかを説明した。例えば３兆円つける。

1.5 兆円、1.5 兆円つけて、税の不足分２兆円余を合計すると 5.7～5.8 兆円になる。
これを全部国債で賄うのではないと。みんなはそれを国債だと思っている。ここから
国債をうんと減らす。それは、既定経費の節減等を行って、とにかく 30 兆円の精神
を生かし、本当はこれだけ発行すべきなのに、国債発行を減らしたと。こういうこと
が、30 兆円の精神を生かすことだと。 

（小泉議長） それで 2010 年代初頭がプライマリーバランスの一つの規律になる。あと
10 年後ぐらいだが、これもきついことはきついが、これは堅持する。 

（塩川議員） とてもきついです。それで、先ほど片山大臣が言ったが、2006 年を 2007
年に延ばすというように延ばしていくと、プライマリーバランスの 2010 年代初頭の
黒字化も説明がつかないのではないかという感じがする。しかし、一方では改革を加
速するのだから、これが新たな刺激になって達成できるという説明もできるかもしれ
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ない。説明の問題だと思うので、よく考えていただきたい。 
（奥田議員） 税収がこれだけ減るとは誰も思っていなかった。 
（牛尾議員） 税収の問題は、ある一部の業界が前倒しで大量の赤字を出し、納税しなか

ったのも大きな原因ではないか。それから、私は「改革と展望」の対象期間を５年間
から６年にするのは反対だ。 

（竹中議員） それは誤解だ。計画期間を延ばし、目標の設定を変えるというのではなく、
我々が見る期間を常に５年間にする、それだけの話です。 

（片山議員） これまで、「改革と展望」は平成 18 年度までを期間としてきており、目標
は 18 年度だと言ってきた。その点を言っている。 

（牛尾議員） できれば目標設定を変えない方がいい。それから、平成 15 年度予算は、
平成 14 年度よりも構造改革的に厳しい予算を組んだという事実はきちんと説明した
い。しかし、改革を実現するために税収の落ち込み等があったので、５兆円で別途補
正を行ったということ。弛みなく執行するという意味での 15 か月予算はいいが、ど
んぶり勘定で５兆円増やしてルーズな予算を作ったという印象を与えないようにし
なければならない。 

（塩川議員） 14 年度は税収不足だったので、14 年度から 15 年度に橋をかけるというこ
とだ。 

（牛尾議員） しかし、15 年度予算そのものは非常に厳しく作ったとはっきりさせない
といけない。 

（片山議員） 補正の実際の執行は 15 年度。 
（塩川議員） 実際そうなる。 
（牛尾議員） 執行面から見て、それを「15 か月」と言っているのであって、平成 15 年

度予算そのものは、どんぶり勘定にしているわけではないということをきちんと区別
しないといけない。「15 か月」と言って全部膨らましたような印象になるのは困る。 

（本間議員） これから塩川大臣を先頭に国債発行額及びその他の財源の調達手法で御苦
労いただくことになると思う。その際、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、全体の特別会計の状況や国有財産の処理の問題等も
含め、事後的に説明がつくように御努力いただきたい。 

    次に、経済運営全般に関わる問題について。来年度の税収が非常に厳しいことは十
分承知しているが、総理の談話にもあるように、小さい政府で効率化しながら、経済
活力の観点で言えば、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
があると思う。機会があれば、民間議員でペーパー等を出すことも考えられるが、是
非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。 

   それから、金融政策の問題では、速水総裁から最善を尽くすという御発言があった。
もう一段踏み込んだ形での対応を、予算編成とあわせて世の中に発信していただけれ
ば、更に効果的だと思うので、よろしくお願いをしたい。 

（竹中議員） 議論をまとめる。「予算編成の基本方針」は、次回 29 日に答申ができるよ
うに調整したい。 

   「改革と展望」の改定、「来年度の経済見通し」は、12 月に詳しいものについて再
度議論いただけるようにしたい。 
いずれにしても、今回の一連のものについて、きちんと説明ができ、メッセージが

出せるようにしろということだと思う。改革しているというメッセージ、財政健全化、
そして経済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だ
と思うので、今後もお知恵を拝借したい。総理、お願いします。 
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（小泉議長） 「改革なくして成長なし」は変わっていない。改革は進んでいる。 
（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上） 


