
平成 14 年第 42 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 42  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 12 月 25 日（水）14:32～15:09 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)平成 15 年度予算案等について（報告） 

①平成 15 年度予算案 

②国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針 

③国の行政組織等の減量・効率化の推進 

(2)「改革と展望－2002 年度改定」（仮称）について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○平成 15 年度概算について（塩川議員提出資料） 

○国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針（福田議員提出資料） 

○国の行政組織等の減量・効率化の推進（片山議員提出資料） 

○制度・政策改革集中審議の成果の具体化について 

○「改革と展望－2002 年度改定」（仮称）（案） 

○平成 14 年 経済財政諮問会議の議題一覧 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 それでは、ただいまから今年第42回目、本年最後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。 

○平成15年度予算案等について（報告）

（竹中議員） 本日は、まず昨日閣議決定されました平成15年度予算の政府案等につ

いて御報告をいただいた後、「改革と展望 - 2002 年度改定」について審議をい

たします。 

奥田議員は所用のため欠席でございます。 

では、まず平成15年度予算案につきまして、塩川大臣から御報告をお願いしま

す。 

（塩川議員） 平成15年度の概算につきましては、12月20日の閣議に財務省原案を提

出しまして、その後折衝を重ねた結果、お手元の資料のとおりとりまとめられた

わけです。昨日、24日の閣議におきまして決定をいただいた次第でございまして、

大変御協力いただきましたことをお礼申し上げたいと存じます。 

それでは、主計局長からちょっと簡単に説明して。 

（林主計局長） 先般、財務省原案の御説明の際に、500億の調整財源ということで、

その後の復活折衝をやってまいりました。その結果、復活折衝では、例えば遠山

文部科学大臣との間では私学助成あるいは科研費の補助金、農林大臣との関係で

は牛肉のトレーサビリティ、森山法務大臣との間では治安あるいは矯正、こうし

た関係が復活をいたしまして、お手元の大臣の提出資料にございますような形に

なりました。もう既に御案内とおりでございますので、特に付け加えるところは

ございませんが、１枚目にございますフレームのところでその後の精査の結果、

公債金36兆4,450億ございますが、建設国債が６兆4,200億、残りが30兆余り特例

公債ということに整理がされたところでございます。 

お時間の関係もございますので。 

（塩川議員） この問題で決定いただいて、総理がどういう意思表示でこれをはっき

り言うかということが、そこが問題だと私は思うんですよ。この内容につきまし

ては、それは賛否両論いろいろあるし、特に税制なんか、どっちかといったら人

気あるんです。ところが、予算については誰も何とも言わない。私も昨日随分と

あっちこっち電話をかけて、どうですかと。「そやな、ええ加減なこっちゃな」

とかみんなそんな返事なんです。それで、いや、そうじゃないと。いろいろ私も

説明しますけれども、結局、これを政府の意思として来年はどういう具合にしよ

うと思っているのかと、もっと簡単に言うと「来年は絶対よくなりますよ」と。

「プラス成長は確保します」、そういう意思表示、強いメッセージをどうして送

るかという、この言葉が私は大事だと思いますので、そこらを今日の諮問会議で

十分とひとつこういう表現でどうだろうと。 

名目成長率は何％で、それから実質成長率は何％、そんなことを言っても一般
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にはアナウンスとして通じないんですね。どう言うかということをひとつ知恵を

絞ってもらって、言い方をしてもらったら、割と努力したことをみんな認めてく

ださった。昨日も日本経団連に行きまして、改革の路線は出てきているというこ

とを言ってくれていますから、この言い方が一番大事だと思うんです。ひとつ知

恵を絞って教えていただきたいと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） 今の点につきまして、後で御意見をぜひ賜りたいと思います。関連し

まして、「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」につきま

して、福田官房長官からお願い申し上げます。 

（福田議員） 国と地方の関係につきましては、「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2002」において、国庫補助負担事業の廃止・縮減について、年内を目途

に結論を出すこととされております。また、これにあわせて、国庫補助負担金、

地方交付税、税源配分のあり方についての三位一体の改革につき、特に15年度予

算において、その芽出しを行うこととされております。今般、15年度予算案の決

定を受け、国庫補助負担事業の廃止・縮減及び三位一体の改革について、「国と

地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」をとりまとめましたので、

御説明をいたします。 

まず国庫補助負担事業の廃止・縮減については、社会保障、教育・文化、公共

事業、産業振興等の個別事項に関し、「改革と展望」の期間中、すなわち2006年

度までの措置及び15年度予算における芽出しとしての措置を列記し、これらの対

処方針に基づき国庫補助負担事業を廃止・縮減することとしております。また存

続する補助事業についても、国の義務づけの縮減・統合補助金化等の改革を進め

ることとしております。さらに地方交付税の改革及び税源移譲を含む税源配分の

見直しについても、それぞれ「改革と展望」の期間中における基本方針及び15年

度予算における芽出しとしての措置をとりまとめております。 

今後、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」に基づき、国庫補助

負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、そ

れらの望ましい姿とそこに至る具体的な改革工程を含む改革案を、明年６月ごろ

を目途にとりまとめることとされております。これまでも経済財政諮問会議で御

議論がなされてきておりますが、今回のとりまとめを踏まえ、経済財政諮問会議

においても、さらに御議論を深めていただきたいと考えております。 

以上であります。 

（竹中議員） それでは御説明を先にお願いする方がいいと思いますので、片山大臣

から「国の行政組織等の減量・効率化の推進」について御報告をお願いします。 

（片山議員） 横長の資料とそれと一体となった縦長の資料がありますが、横長の方

が概要ですから横長で簡単に説明させていただきます。 

おめくりいただきますと、「国の行政の減量・効率化について」とありまして、

いつから始まったのかということですが、平成12年12月の閣議決定で行政改革大

綱が決まりましたが、その際、そこにあります廃止、民営化、民間委託、独法化
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等の行政の減量・効率化等を引き続き着実に推進することとされている。これが

閣議決定されまして、それから以降進められ、今年の６月に「基本方針2002」の

中でこの「計画的かつ積極的な推進」をさらに閣議決定いたしまして、11月の「予

算編成の基本方針」でも同じことが確認されたわけであります。15年度の取組で

ございますけれども、機構・定員審査過程で一層の減量・効率化を図るとされて

おります。こういう組織・業務の合理化、アウトソーシング、ＩＴ化による合理

化等を行いましたが、右の方の小さい囲みにありますように、治安、ＣＩＱ、食

品安全、原子力安全、競争政策強化、金融検査等の緊要な施策に対してはメリハ

リをきかせる意味で重点的な増員を図っております。そこで下にありますように、

この結果、負担に値する質の高い小さな政府の実現で非現業は1,879人の純減、過

去、非現業の削減としては最大級であります。その結果メリハリのある定員配置

の実現ができたと考えております。 

１枚めくっていただきまして、簡単に申し上げますと、組織・業務の合理化で

は、一番大きいものは食糧庁の廃止でございます。また、それとあわせて地方組

織である食糧事務所と統計情報事務所の統合をします。その結果、食糧事務所の

うちの主要食糧業務の定員5,900人については３分の１まで縮減する。今の5,900

人を10年で2,000人にしてもらう。また全体の約9,000人につきましては3,000人削

減する。4,000人を主要食糧業務の方で削減しまして、1,000人は削減したものを

リスク管理に回すということでございます。それから右の方に社会保険庁の業務

運営の効率化、あるいは地方出先機関の統廃合を書いております。 

１枚めくっていただきまして、民間委託等のアウトソーシングでございますが、

主な例としまして、公共事業の設計施工の一括発注を導入する、また調査等や、

設計業務をはじめとして民間委託、国有財産管理の民間委託というのが２番目で

ございます。その他航空交通管制の施設のメンテナンス、これの民間委託、ある

いは特許審査の民間委託等を挙げております。 

さらに１枚めくっていただきまして、ＩＴ化によります合理化としましては、

電子政府の推進に伴い、大規模システムの導入、申請・届出等手続のオンライン

化等を行いますが、主な取組の事例として、大規模システム導入に伴う合理化、

登記業務、国税総合管理（ＫＳＫ）システム、更に②にありますように申請・届

出の手続のオンライン化、これは15年度中にほぼやりたいと。それから③が統計

調査のオンライン化。それと４番目に書いてありますが、ＩＴ化に対応した業務

改革でございまして、各府省に情報化統括責任者（ＣＩＯ）を決めてもらいまし

て、その会議で具体的に検討することにいたしております。 

それから５ページは、その他の取組でございまして、来年度から始めるもの、

再来年度から始めるもの等がありますが、そこに書いているような民間委託等の

推進業務の効率化、見直し等を行いたいと考えております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。なお、お手元に「制度・政策改革集中審議

の成果の具体化について」という資料を配布しております。これは８月以降、諮
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問会議で行いました集中審議の成果が、具体的に15年度予算においてどのような

形になったかということをとりまとめたものでありますので、外部に対しての説

明にも使いたいと思いますが，ぜひ御参考にしていただきたいと思います。 

先ほどの塩川大臣からの御示唆も含めまして、どうぞ御意見がありましたらお

伺いしたいと思います。 

（塩川議員） これは総務大臣にお願いなんですが、食糧庁の改革とかありますね。

この際に思い切って、総定員の中で、訓練も必要だから上限がありますけれども、

例えば航空管制官であるとか、あるいは私の方でいう税関の関係、そういうとこ

ろの人員がどうしても足りなくなってきている。そっちへ思い切って枠を増やし

てもらうか、あるいは、そういうところで何年間計画で人員の養成も必要でしょ

うし、そういう形で、一時的には総数で増えたとしても、人員を削減して何年か

経ったらきちんとその配分が、いわゆる評価とか監査の方に移っておるという実

績を出すような計画をひとつしていただいたら、私たちも思い切ってそれの仕事

に合わせていけると思うんで、考えておいてくれませんかね。 

（片山議員） 今の総定員法というのもありますし、それから定員削減計画で10ヵ年

25％削減です。このうちの半分以上は独立行政法人化なので、大体年に１％の削

減を行っています。来年度も5,000人計画的に削減して3,000人増員する。その

3,000人の増員の中で、例えば刑務所、ＣＩＱ、原子力安全、金融庁関係 それか

ら公取、そういうものは思い切って増やしている。一方では計画的に削減をしな

がら、増員は認めていくというメリハリのあるものにしています。今、財務大臣

が言われたことは計画に盛り込まれております。 

（塩川議員） その全体像を一回出してもらって。 

（片山議員） 全体像がありますので、またお届けします。それを更に見直すという

ことは必要かもしれません。 

（竹中議員） ほかに特にございますでしょうか。メッセージ性をしっかりと伝達す

るようにというお話で、これは引き続きぜひ皆さんに知恵を出していただかなき

ゃいけないんですが、今回の予算とあわせて来年早々「改革と展望」を示さなけ

ればいけない。その中で日本の経済はどうなっていくんだという強いメッセージ

を出さなければいけないと思っておりますので、ちょっとそれに合わせてぜひと

も少し御意見をいただきたいと思います。今この場でということですと、時間も

足りないと思いますので、それは宿題とさせていただいて、先にちょっと御説明

の方を、項目がありますので、きょうは30分しか時間がありませんので、「改革

と展望」の方の少し御相談をさせていただきます。 

○「改革と展望－2002年度改定」（仮称）について

（竹中議員） 	 今まで御相談、御意見をいただいたことを踏まえて、前回の素案に必

要な修正を加えまして案をまとめております。また、経済財政の展望を御審議い

ただくに当たりまして、現時点で入手可能な情報をもとに、暫定的な試算も併せ

て配布しておりますので、これについて、ちょっと事務的な説明をさせていただ
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きたいと思います。 

（坂政策統括官） 御説明させていただきます。お手元に「改革と展望 - 2002 年度

改定」という紙がございまして、クリップで３つとじてあると思いますが、まず

最初に本文のところだけ御説明させていただきます。 

前回ごらんいただきました素案から主要な変更点だけを御説明させていただき

たいと思います。 

まず、最初のページの３番目のパラグラフに「デフレ克服を目指し、政府・日

本銀行は一体となって取り組む」という記述が加えてございます。これはもとも

と後ろの方に出てきたんですが、大事なことなので前の方にも入れるということ

でございます。 

それから次、２ページ目でございますが、２ページ目真ん中辺に「２．」とい

うふうにございます。それの最初の段落でございますが、そこにデフレが経済や

国民生活に与えている影響についての記述を追加いたしております。また、同じ

２ページ目の下の方でございますが、一番下のパラグラフでございますが、不良

債権処理の加速がなにゆえ必要かということを、例えば、金融仲介機能の回復で

ございますとか、企業再生といったことを書いてございます。 

それから、３ページ目でございますが、「３．」というのがございます。これ

の「(1) 経済財政運営の基本方針」というところがございますが、それの２番目

の段落が「（集中調整期間とデフレの克服に向けた取組み）」というふうになっ

ております。ここにおきまして、最初のパラグラフでございますが、「『集中調

整期間』を１年程度に延長し」云々と書いてございますが、その前に方に、その

理由あるいは取り組みといったことについて記してございます。 

それから４ページでございますが、２つ目の段落、上から２行目から６、７行

目ぐらいまでのところでございますが、前回の素案段階では調整中「（Ｐ）」と

いうことで諮問会議でも御議論があったところでございますが、政府・日本銀行

一体となった取り組みのことにつきまして、「デフレ克服を目指し、できる限り

早期のプラスの物価上昇率実現に向けて取り組む」という文章になってございま

す。 

また、同じく４ページでございますが、今の申し上げた場所のすぐ下、「（経

済の展望）」というところがございます。それの３つ目の段落でございますが、

やや長めのところでございます。それの下３行ぐらいでございますが、「実質１

1/2 ％程度あるいはそれ以上、名目２ 1/2％程度あるいはそれ以上の中期的な成

長経路に達する時期は遅れざるを得ないが、2005年度ないし2006年度頃にはこれ

に近づいてくると見込まれる」というふうに書いてございます。今、読み上げた

前の場所にその理由や状況が書いてあるわけでございます。 

それから、４ページの今申し上げたところの下の方から５ページにかけまして、

約１ページ分ぐらい「（歳出の抑制の目標とプライマリーバランス）」という小

見出しのところでございますが、ここにつきましては、前回調整中「（Ｐ）」と

いうふうにつけておましたが、結局、調整の結果ほぼ原文のまま、そのままにな
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っております。 

本文の方では主要な変わったところは以上のとおりでございますが、先ほどク

リップを離していただきますと申し上げましたが、別紙というのが２枚くっつい

ております。この別紙は本文中にも引用がしてありますが、この表題にあります

ように、「改革と展望」策定後、つまり今年の１月以後の改革の進展状況、実は

非常にたくさんございますので、そのうち主なものを書いてありまして、かつ単

に検討するとなっているものは入れないで、かなりきちんと姿が見えているもの

だけ、そのうちの主なものだけをごく簡単に記してあるということでございます。

次に、１枚のグラフの紙がお手元にあるかと思いますが、今のクリップの一番

下にくっついていると思います。これは経済成長率、あるいはプライマリーバラ

ンスについての暫定試算でございます。御承知のように、2003年度の予算、ある

いは税制をベースにいたしまして、モデルを用いましていろいろと検討したもの

でございます。 

まず、成長率でございますが、成長率は上の点線の方が名目成長率、実線の方

が実質成長率でございますが、2004年度までの、これは集中調整期間ということ

になっておるわけですが、先ほど本文にございましたように、2004年の集中調整

期間は実質成長率は１％程度以下、名目成長率はそれよりやや低いところになら

ざるを得ないと見込まれます。デフレの克服、この図で申しますと、点線と実線

が交差しているところでございますが、この2004年度のちょっと後にきておりま

して、デフレの克服の集中調整期間の後になるものというふうに見込まれている

ところでございます。しかし、政府・日本銀行が一体となって取り組み、あるい

は不良債権処理の加速による金融仲介機能の回復といった改革の効果が徐々にあ

らわれまして、集中調整期間の後にはデフレは克服され、つまり、ここがクロス

しているわけでございますが、成長率は実質ですと１1/ 2％、あるいはそれ以上、

名目ですと２1/2％程度、あるいはそれ以上といった中期的な成長経路に近づいて

いくということかと存じます。 

棒グラフで斜線になっている棒グラフ、これが国と地方を合わせたプライマリ

ーバランスでございます。今年度2002年度でございますが、税収の減少等により

まして、その赤字幅がＧＤＰ比５％強というふうに図示されております。また、

2003年度も先行減税が実施されるといったことがございまして、予算の歳出の方

は2002年度並みなんでございますけれども、減税の方がございますので、若干高

水準が続いていくということかと思います。2004、2005年あたりになってまいり

ますと、負債費削減努力が続く一方、先行減税から増収措置への切りかえという

ものも出てまいりますので、収支がだんだん改善いたしまして、このグラフの一

番最後の年度、2007年度あたりになりますと、現状の５％程度というものの大体

半分近くになっていくものと見込まれております。 

さらにその後も、同程度の財政収支の改善努力を継続する。また、先ほど申し

ましたような成長が実現するということによりまして、2010年度は一つだけ下に

離れて書いてございますが、約１％あるいはそれを若干上回っている程度という
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ふうになるだろうと。 

（塩川議員） 消えるのは何年や。 

（坂政策統括官） ここには書いてございませんが、2010年台初頭ということで、2013

年ぐらいまでには、これが０になっていくという計算になっています。 

試算につきましては、今、実は予算やなんかの情報を加えまして、精査をいた

しているところでございまして、年明けの諮問会議に、今度は数字編で表でお出

しをさせていただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは、先ほどの問題も含めて、どうぞ御自由に議論をいただきた

いと思います。 

時間がございませんので、効率的に発言をお願いします。 

（吉川議員） 政府の予算については、今年もあるいはこれから数年間、大盤振る舞

いするということは不可能な状況なわけで、そうした中で、何よりも中身を見直

すことが一番大切だということを我々は繰り返し申し上げてきたわけです。民間

の需要を喚起するようなところに支出を振り向ける。セーフティネットを整備す

るというのももちろん大事ですが、中身の見直しを強調してきたわけですから、

やはりそういうことができている。仮に100 点満点ではなくても、そういうこと

ができているんだということを世の中に説明していただくということだろうと思

います。これは規制改革とか、税についても同じような考え方だろうと思います。 

政策評価は当然政府のいろんなところ、総務省でされるんだろうと思いますが、

これは少し時間もかかるでしょうし、大がかりでしょうから、少しわかりやすい

具体例を、こういうような国のお金の使い方によって、未来志向といいますか、

世の中がこういうふうに変わりつつあるんだ。それによって人々の暮らしが本当

に変わるんだ。燃料電池車の話もあったかと思いますが、いずれにしても、わか

りやすい事例を少し集めて、こういうお金の使い方があるんだということを世の

中に説明するということがいいんじゃないかと思います。 

（塩川議員） 竹中先生ね、「改革と展望」の３ページで「集中調整期間」とみんな

が言っているけど、専門家はわかるけれども、一体何やわからんでしょう。一言

で言ったらどういうことなんですか。 

（竹中議員） これは１年半前からずっと何回も使っている言葉なわけですけれども、

とりわけ不良債権の処理等々で長期的にはやらなきゃいけないことで、長期的に

はいいことが起こるわけですけれども、短期的な逆の効果というのは出るものが

多いわけですね。財政の再建もそうだし、そういうものが最初に集中的にあらわ

れてくる可能性があると思います。それは最初の２、３年はそういうことを覚悟

して、しかしまさに痛みを恐れずにやっていきましょうと。そういう言葉として

ここは使っている、これはしかし今使ったわけじゃなくて、１年半前からずっと

使っている言葉なんですけれども。 

（塩川議員） 僕はわけがわからんで使っているんですがね。ちょっとこれはわかり

にくいな。デフレ克服、これはわかるんだけれども、集中調整期間は結局不景気
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が続くということでしょう。そういうとり方になってくる。簡単に言ったら。 

（小泉議長） 不良債権処理を進めなきゃいかんと言って進めると、急ぎ過ぎるなと

なることと同じですよ。それを覚悟してやらなきゃいかんと。16年度には不良債

権問題を終結させると。やる前はやれやれと、いざやり出すと、こんな急にやっ

たらもっと危険になると。同じだって。だから、ちゃんと腹を決めて16年度中に

処理すると。 

（平沼議員） 土地が下がるから……。 

（小泉議長） 土地が下がったら物価が下がると。10年前を見て、平成４年の宮沢内

閣の、サラリーマンの５倍ぐらいの年収で首都圏のマンションが購入できるよう

にと、今なったんだよ。なった途端、物価上げろ、土地上げろと。目標を達成す

ると……。 

（平沼議員） この前、質問者にそう言ったら黙っちゃった。 

（竹中議員） 「集中調整期間」というのは腹をくくってしっかりやる期間というこ

とでございます。速水総裁どうぞ。 

（速水議員） ４ページの「政府・日銀一体となって、デフレ克服を目指し、できる

限り早期のプラスの物価上昇率実現に向けて取り組む」というところは、この表

現で私は結構だと思います。この表現は、インフレターゲッティングを意味しな

いと私は理解しております。その上で、こういった気持ちで金融政策面で最大限

の努力を継続してまいりたいと思っております。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 30兆円の国債に補正もつけて国債発行は増えたけれども、総理が国会

でプライマリーバランスを守るということをおっしゃって、このプライマリーバ

ランスというのはこれまた非常にわかりにくい言葉で、まだ国民は十分にわかっ

ていないと思いますが、やはりこの予算のときも、今度は国債も増えているし、

予算も中身は変わったけれども、十分少なくなっていないけれども、やはり2010

年の初頭にプライマリーバランスの均衡を目指すんだということは、「改革なく

して成長なし」と同じぐらいのウエートで、プライマリーバランスというのが来

年は重みを増してくる時期ですから、そこのところの説明を財務大臣からやって

いただきたい。プライマリーバランスが回復することは、政策にとって何でもで

きるフリーハンドを持つ強い財政の基本ということをＰＲする必要があると思う

んですね。会社で言うと無借金経営みたいなもんですから。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 財務大臣の御努力によりまして、来年度予算案が固まったわけであり

ますけれども、この予算案に対して違った角度から批判で出ているわけです。１

つは景気拡大に対しては力不足だという指摘と、もう一方では中長期的な視点で、

これが本当に財政の基盤を崩すことにならないかという持続可能性に対する危惧

の問題ですね。そこがあって御努力いただきながら、必ずしも高い評価として報

道がされていない。今後どういう形でアピールしていくかということが重要な論

点になると思います。 
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この10年間ぐらい、国全体の資金のフロー及びストックの変化を見てみますと、

やはり公的部門の比重が極めて急激に上昇しているということでございます。こ

れは単に財政需要による資金需要の増大だけではなく、政府部門を経由しながら

民間にお金が回っているという部分も増えておりまして、これは民間企業部門の

資金需要の不足かつ民間の金融機関が資金供給において正常な機能を果たしてい

ないという両側面の中で、公的部門が拡大するという変化が起こっているわけで

あります。今の予算編成の有り様というものが、単年度予算で成し得るぎりぎり

のところの御努力で突き詰めてきているんだろうと思いますが、その次の段階に

いきますと、中長期的な視点の中で、経済と財政の両立可能性をどう模索するか

ということを国民に訴えかけながら、やはりオーソドックスな議論を展開してま

いりませんと、来年またどうなるかということも含めて非常に懸念すべき状況に

なろうかと思います。ぜひ、単年度予算的な枠組みから中長期的なフレーム、そ

して制度改革の問題も前面に出して正直に国民に問題点の所在を訴えかけていく

ということが、時間はかかりますけれども、最もオーソドックスなやり方ではな

いか。その上で、今、吉川議員がおっしゃったとおり、その成果をきちんと事例

ごとにアピールをしていく。こういう方向でお願いできればと思います。 

（塩川議員） 先生がおっしゃる中で、私が１つだけ申し上げたいのは、自民党の中

でも考え方が大分変わってきました。その１つはおもしろいことがあって、今度

は選択的補助金というのがありますね。あっちの方を削ることになっていまして、

義務的経費は制度を変えなければ削れないと言ったんですね。ところが、おもし

ろいんです。義務的経費を削ってもいいから、こっちの選択経費を削らないでく

れと。同じような性格のものもあったら融通しあうように部会から持ってくるん

です。これは非常に変わった傾向ですね。それで間違いないかと言ったら、どう

してやったかというと、義務的経費の事業量を落とすんです。その代わりこっち

の方を削らないでくれと。そういう選択をするようになってきたということは、

党の中でもこれ以上無理を言ってもだめだという気持ちがちょっとわかってきた

んですね。特に農林商工なんかでも随分出てきていましたね。そういう傾向があ

るものだから、私はそれをつかまえて、だから、もう一度党と相談して義務的経

費の中でそういう実際の、今度の予算編成は変えてきたと、そこを抽出して思い

切って一挙に変えてしまおう、振りかえていこうということをまずやってみよう

と思っておるんです。 

それからもう１つは、単価の見直しね、これは相当進みました。もう一段単価

を見直していったら、私は相当節約できるじゃないかと思っています。そういう

事例をちょっと会合のときに言うておるんです。 

（竹中議員） 片山大臣、手短にお願いします。 

（片山議員） 今お話がありましたように、今度の予算は補正予算と一緒です。だか

ら、15ヶ月予算ということでとらえて説明をする。それから税制もあわせてやる。

その場合にわかりやすく具体的にというお話がありましたが、そのとおりだと思

います。今、国民の不安は当面はやはり景気がもっと悪くなるのではないかとい
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う不安と雇用不安でしょう。それにはこの15ヶ月予算と税制ではこういう対応を

しましたと分かりやすく説明するべきです。これは当面の不安です。それから、

中長期的には財政破綻不安です。財政が破綻するんじゃないかという不安。それ

からもう１つは老後の生活不安です。簡単に言うと年金と医療でしょう。介護も

含めてね。それには、今回の15か月の予算と税制によってこれらの不安が解消し

ますということを、わかりやすく言うということが必要なのです。それを、テレ

ビが一番いいと私は思いますけれども、総理にも言っていただく。関係の大臣や

いろんな先生方も、上手にそれを国民に説明した方がいい。ほとんどわかってい

ないです。みんな新聞の見出しやテレビのフレーズでそれが頭に入って誤解して

しまう。ひとつその辺は工夫をよろしくお願いします。 

（竹中議員） その点はまた、我々なりに内閣府の方でも考えまして、各大臣に御協

力をお願い申し上げたいと思います。 

（小泉議長） 新聞の見出しを見ているとおもしろいんだ。批判する方は一人じゃな

いんです。まず、こんな歳出を削減したら景気はますます悪くなると、これが一

方でいるでしょう。それと全くそうでない人が、この借金財政をどうするのかと

別の人が言うでしょう。両方整合性がないんだよ。国債をどんどん発行して公共

事業をやれと言った人から見れば不満。これは何か批判すれば意義があると。今

度は別の人が後々の財政を考えろと。借金財政。だから、来年の予算審議はおも

しろいよ。質問する人は一貫性を持ってもらう。楽しみにしているんだ。施政方

針演説があるからね。財務大臣が言われたように、こういうことをやっているん

だ。行財政改革をはじめ金融改革、税制改革、規制改革、歳出改革、これを進め

ていく。バラ色の夢を出しちゃいかん。当分、二、三年厳しいんだとはっきり言

わないといけない。そして将来のことを考えてやるんだと。そういう姿勢をはっ

きりと施政方針演説に出しますから、あと各大臣には協力してもらう。批判する

人は全然違うんだもの、一貫性がないんだから。予算審議を楽しみにしているん

だ。 

浜田先生、本当にありがとうございました。エール大学にまた戻られるという

ことでありますので。 

（浜田経済社会総合研究所長） 来年のよいお年とよい景気をお祈りします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（小泉議長） １月18日から今日で42回ですってね、ほんと精励恪勤だな。ありがと

うございました。これからも、この改革を目指してよろしく御支援、御協力をお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、更なる改革に向けて来年もよろしくお願いいたします。 

（以 上） 
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