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経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 15 年第 12 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年６月９日(月) 17：45～19:30 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

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  平沼 赳夫  経済産業大臣 

同  塩川  正十郎 財務大臣 

同  福井  俊彦  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 

同  吉川  洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

 

臨時議員 坂口 力  厚生労働大臣 

貝塚 啓明 社会保障審議会会長・財政制度等審議会会長 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 社会保障制度改革について 

(2) 資金の流れについて 

(3) 歳入・歳出の構造改革について 

(4) 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」の取りまとめに向けて 

(5) その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

資料 1-1 社会保障制度改革のあり方 （有識者議員提出資料） 

資料 1-2 社会保障制度改革の在り方をめぐる問題点について 

（坂口臨時議員提出資料） 

資料 1-3 社会保障制度改革について （貝塚社会保障審議会会長提出資料） 

資料 1-4 社会保障制度改革について （塩川議員提出資料） 
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資料２ 資金の流れの改革（有識者議員提出資料） 

 

資料 3-1 平成 16 年度予算編成の基本的考え方について 

（貝塚財政制度等審議会会長提出資料） 

資料 3-2 16 年度予算編成の基本的考え方について（有識者議員提出資料） 

資料 3-3 構造改革の推進に向けた総合的な政策展開 （片山議員提出資料） 

資料 3-4 経済活性化対策について（平沼議員提出資料） 

資料 3-5 新予算編成プロセス「モデル事業」の推進について 

 

資料 4-1 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」骨子案 

資料 4-2 「基本方針 2003」に向けて（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12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。 

本日の議題ですが、まず「社会保障制度改革」、そして「歳出・歳入の構造改

革」、さらに「資金の流れ」を御議論いただきまして、 後に、「基本方針2003

年」の骨子案についても御議論いただきたいと思います。 

 

○社会保障制度改革について 

（竹中議員） 「社会保障制度改革」の議題に関しましては、坂口大臣においでいた

だいております。また、貝塚社会保障審議会会長に御出席いただいています。貝

塚会長には、歳出・歳入の問題に関しましても、今度は、財政制度等審議会の会

長として御参加をいただいています。 

    それでは審議に入りたいと思います。社会保障制度改革ですけれども、前回、

審議の時間の関係で有識者議員提出の資料のうちの「試算」の部分について、御

説明できませんでしたので、事務方から事後的に御説明をさせていただいており

ます。それを踏まえて、本日は、まず有識者議員から説明をお願いします。社会

保障制度改革については、その基本的な方針を月末の骨太方針に盛り込むべく、

本日は主要な論点について集中的に議論をいただければというふうに思います。

それでは、これは奥田議員お願いします。 

（奥田議員） 社会保障制度につきまして御説明いたします。 

    初に、国民負担率の抑制でございます。その前に、資料はお手元の1-1 とい

う資料でございます。経済社会の「活力」を維持して、持続的な成長を目指すた

めには、少子高齢化が進行する中でも、潜在的な国民負担率を50％程度に抑制す

ることが重要であると思います。このような目標を設定することは、際限なく負

担が拡大する不安を取り除くということも必要でありまして、また、50％という

水準は社会保障制度に限らず、抜本的な改革を行います旗印として適当だと思い
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ます。その達成のためには、社会保障給付を抑制することはもちろん、歳出につ

いても国・地方の無駄を徹底的に排除することで大幅に抑制する必要があります。

こうした構造改革によりまして、経済活力を高めていけば、将来自然増収が見込

まれるとともに、中期的な意味での歳入増に向けた環境も整うと、このように思

っております。 

    次に、年金でございますが、ここでまず重要なポイントは、世代間の公平をで

きる限り確保して、制度への信頼感を取り戻すということでございます。そのた

めには、既に年金を受けている人も含めた早期の給付抑制が不可欠であります。

さらに、保険料についても、負担水準をできる限り抑制することを前提としたい。

なるべく早期に引き上げることが有効であります。 

    また、税制に関する見直しとして、公的年金等控除の段階的な廃止あるいは

Death Dutyについても検討すべきであると、そのように考えております。 

    また、重要なポイントでございますが、将来にわたる負担の抑制と負担に見合

った給付ということが必要であります。厚生年金の保険料率は現在13.58 ％であ

りますが、将来においても、これを極力上回らないようにして、給付をそれに見

合った水準に抑制するということが必要であります。このためには、高齢者の経

済格差に応じた給付水準の見直し、あるいは積立金、こういうものについても可

能な限り抑制して、保険料の引上げを抑えるということが重要であると思います。 

    年金の 後は基礎年金でございますが、ポイントは、税と保険料部分の役割に

ついて、税は所得再分配機能、保険料は負担に応じた給付と、こういう保険原理

を明確にすることであります。また、国庫負担の２分の１への引上げという課題

もありますが、国庫負担の財源としては、消費税など、国民のすべてが全員で広

く薄く負担する税が望ましいと、このように考えております。 

     保険料については、基礎年金と厚生年金を分離すること、また、未納・未加入

者の徴収を徹底強化するということが必要でありまして、これは世代間内の不公

平を是正して、制度に対する不信感を払拭するためにも重要であると思います。 

    次に、医療制度改革でございますが、ここで公的医療費の伸びを抑制すること

がポイントであります。前回議論にもなりましたが、混合診療の導入を始めとす

る公的保険の守備範囲の見直しなど早期に着手して、できるものから順次実施す

ることが重要であります。また、医療サービス効率化プログラムについても、オ

ープンな場で工程表を改めて作成して、早期の完全実施が必要であると思います。 

    後に、社会保障サービスの一体化ということについて一言申し上げますが、

年金・医療・介護・雇用・生活保護など様々な制度を一体としてとらえ、生涯の

安心の観点から給付と負担を効率よく設計するということが社会保障にとっては

重要であると考えております。私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。坂口大臣にお願いいたします。 

（坂口臨時議員） それでは、私の方から今日は社会保障ということでございますの

で、大枠のお話、民間議員の先生方からもお出しいただきました、そうした点に

も併せて発言をさせていただきたいというふうに思います。 
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    １つは、国民負担率の問題でございます。これと年金のお話と２つ申し上げた

いというふうに思っておりますが、先般、５月28日でございましたか、そのとき

にも、時間がございませんので、 後に一言だけ申し上げた訳でございますが、

この社会保障の問題を論じていきますときに、保険料、それから税制全体の国民

負担率が一つの議論になりますことには私も理解をしているつもりでございます

けれども、この国民負担率、とりわけ潜在的な国民負担率から将来の社会保障制

度のあり方を見るのであれば、少なくとも、今後の財政再建をどう進めるか、あ

るいはまた何年先にどこまで進めるか、プライマリーバランスを何時までに回復

させるか、そうしたことを一つのセットにして論じなければならないのであって、

現在の赤字国債を前提にした上で社会保障の将来を論じることは私は許されない

というふうに思っている次第でございます。 

    財政再建、税制再建のスケジュールを示すことなしに将来の社会保障、とりわ

け年金の姿を決定するということは、社会保障の抑制をもって財政再建を行おう

としているかのような印象を国民に与える可能性があると私は思っております。

前回も若干申し上げたところでございます。それでは国民の理解が得られないの

ではないかというふうに思っております。 

    また、国民負担率を巡りましては、様々な意見もございます。私もかつて国民

負担率の問題が問題になりましたときに、随分このことを研究したことがござい

ましたけれども、この国民負担率につきましては色々御意見があって、国民負担

率が高くなれば、経済の機能が低下するような関係は見られないというのが、私

は大方の経済学者の皆さん方の全体の方向性ではないかというふうに思っている

次第でございます。 

    ちなみに、吉川先生の御著書『転換期の日本経済』を読ませていただいたとこ

ろでございます。あくまでも財政の規律としての一つの目安として用いられてき

たというふうに私は認識をいたしております。 

    国民負担率50％というのを家計負担率に直したらどれだけかというようなこと

につきましても、当時大蔵省でございましたが、大蔵省の皆さん方にも色々お手

伝いをいただきまして、色々計算をしていただいたことがございますが、国民負

担率50％というのは、平均サラリーマンにいたしますと、大体29％ぐらいの負担

になるというのがそのときの結論ではなかったかというふうに思っております。

ただ、大分前でございますから、この成長率の問題、その他もございますので、

なかなか一概には言えないと思いますし、また若干変わってきているというふう

に思いますが、そういう認識を持っております。 

    国民の側から見ますと、やはり国民負担率ということになりますと、何か自分

の給料の半分を税と保険料で出すような錯覚にとらわれるということがございま

して、もう少し分かり易い指標の方が私はよろしいのではないかというふうに思

っている次第でございます。 

    いずれにいたしましても、この年金の問題を論じていただきますときには、年

金は負担と給付の両面からどうするかということを決めていかなければならない
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ことは、当然でございまして、そうした立場から、両方からお取り上げをいただ

きたいというふうに思っている次第でございます。 

    民間議員の先生方にお出しをいただきました 高負担率18％以下という数字で

いきますと、いわゆる所得代替率、すなわち現役時代にもらっておりました額の

40％を切る可能性もございまして、これは計算の仕方によりますし、若干そこは

複雑でございますけれども、40％を切る可能性もある。それは少し国民の皆さん

方からいたしますと、不満ではないかというふうに思っています。 

    有識者に対します調査を行っております。有識者調査というのは、各界の有識

の皆さん方、これは厚生労働省が選んでるのではなくて、ある企業にお願いをし

まして、アトランダムに選んでいただいて、その人にお聞きをして、そこで集計

を出してもらったものでございます。多くの皆さん方は、年金につきましては、

将来、年金を中心にしながら自助努力でやっていくという考え方が大多数でござ

います。年金を中心にということになりますと、やはり私は所得代替率50％は維

持する必要があるのではないかというふうに思っております。保険料の方は、上

限は20％までというのが、お答えになっております率としては高い訳でございま

して、その辺までは覚悟するという皆さん方のお気持ちがあるのではないかとい

うふうに思っております。 

    また、基礎年金の３分の１から２分の１につきましても、強い要望がございま

すが、これは一方で言いますと、それに対して負担することについては、やはり

理解をしなければならないという思いがそこにこもっているというふうに私は思

っている次第でございます。その辺のところが一つの国民の将来像と申しますか、

そういう年金に対する思いではないかというふうに思っておりますので、我々は

そうしたことを中心にしながら、ひとつこれから年金の問題をやっていきたいと

いうふうに思っております。色々具体的な数字等は今日提出をさせていただきま

した中にございますので、後で御一読をいただければというふうに思っておりま

す。 

    もう１つ動きといたしまして、国会におきましても、かなり年金の問題に対す

る関心が高まってまいりまして、それで、新しい動きとしましては、年金の問題

だけは党派を越えて議論をして、そして決めていこうという動きが出てまいりま

した。かなり熱心な議論がされていることも事実でございます。そうした動きも

あることも御理解をいただいて、そして私は、この年金に対しましては御討議を

いただきたいというふうに思っております。 

    ですから、もう一度繰り返して申し上げますと、国民負担率の問題、とりわけ

潜在的国民負担率の問題を御議論いただくのであれば、それは今後の税財政の問

題をどうするかということとセットで御議論をいただかないと、私は大きな誤解

を生む可能性があるというふうに思いますことと、年金に対する国民の思いとい

うのはかなり強い。社会保障の中でもほかのものに対しますよりも、年金に対す

る思いというのはかなり強いというふうに理解をいたしております。その辺のと

ころをどのようにしていただくかということだろうというふうに思います。国民
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の側も、応分の負担はしなければならないという合意もかなり私は形成されつつ

あるように思っている次第でございます。 

    以上、概略的に申し上げたところでございます。 

（竹中議員） それでは、引き続き、塩川大臣から資料に基づき説明をお願いします。 

（塩川議員） 私はそこへ書類を出しておきましたので、読んでおいていただいたら、

この前からも何遍も言ったし、同じ口調でございまして、先ほど坂口大臣のおっ

しゃったように、社会保障制度というものは社会保障制度だけで考えられません。

経済の動向、特に財政、それから時代の動きというものと合わせたものの中で考

えていかなければならぬということであって、社会制度の数字だけ触ってみたっ

て意味ないと私は思っております。 

    ですから、まず第一に、この経済財政諮問会議等で、いつも言っておりますこ

とは、これからの経済の動向と財政のあり方、そして社会保障のあり方というも

のを一体に考えてもらうという基本方針を出してもらいたいと思っております。

その中においての社会保障制度を考えていくということであります。 

    私は、１つは、定年制の問題というのも考えないで社会保障は議論できないと

思います。これからの労働力の移動というものを見ましても、55歳なんだから老

年、60歳になったら老年や、定年やといった、こんな気楽な社会はないですよ。

そういうことを思いますと、やっぱり定年制をどうするかということと、年金の

支給というものをこの際真剣に考える。今すぐの問題でありません。今すぐでは

ありませんけれども、方向性は考えておかないと、こんなのんきなことで、世の

中、低成長経済時代に私は賄っていけないと思っておりますので、そういう問題

等を併せて考えていただきたい。 

    それからもう１つは低成長時代、そして少子化時代ということでございますけ

れども、私は高齢者というものを弱者として見るというのも考え方がおかしいと。

弱者もありますけれども、そうではなくして、社会の一構成員だということを前

提にしての高齢者ということを考えて、その中に対してそのうちの高齢者で、弱

者は弱者としての対策を講じていくということに考えるべきだろうと思うんです。 

    そうしますと、本当の高齢者というのは、例えば、75歳以上というのは文句な

しの高齢者、私がそうですけれども（笑）、それまで高齢者というよりも、私は

一般社会人としての、そのうちで弱っている者は60歳であっても、社会的弱者と

しての扱いをする。そういうことを考えてもらわなきゃいけないのではないかな

と思っております。 

    それから、低成長時代になってくるということ、これは非常に税の問題等にお

いても、財政でも難しいことがございますので、この中にあっての給付と負担と

いうものの関係をしっかりとひとつ見てもらいたいと思っております。 

    坂口大臣は50％ではとてもできないということでございますが、私は現在の国

債が将来とも安定とは思っておりません。国債に対する国民の認識がころっと変

わってきたときには、大変な事態が起こり得ること等も想定しながら、発行した

国債の処理に対して絶えず関心を持った政策を給付と負担の中に考えおいてもら
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わなければ、これは国の税制はもたない。いつかはとんでもないことが起こって

くるような感じがいたします。そういたしますと、国民負担というものをある程

度余裕を持たせておかなきゃいけないのではないかと思いますので、私は50％前

後ということでお願いしたいと思っておるところであります。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、どうぞ御自由に御発言をいただ

きたいと思います。吉川議員どうぞ。 

（吉川議員）  先ほど坂口大臣から、私の書いたものにも言及していただきましたの

で、２つほどコメントさせていただきます。１つは、国民負担率についてであり

ます。国民負担率と経済の活性状態というのは日本だけの問題でない。いろんな

国で関心をもたれていて、実証研究、理論的な研究は山ほどあります。これに関

する結論は、私が理解している限りでは、坂口大臣が仰ったようにはっきりしな

いんです。これが正直な結論だろうと思います。その点は貝塚先生が今日資料の

1-3 というのを出されて、その２枚目にも書いてありますが、そういうことだろ

うと思います。 

    では、国民負担率という尺度が意味がないのか。もちろん、そういうことでは

ありません。これはやはり非常に分かり易い尺度であって、結局は高度な判断の

問題だろうと思います。それぞれの国、それぞれの時代にまさに人々、国民がど

ういうふうに考えて、その結果としてどれくらいの水準がいいと思うのか。それ

が高過ぎれば、確かに常識的に考えても経済はマイナスの影響を与えるだろう。

しかし、ある範囲内では、国民負担率の数字と、経済の活力と呼ぶならば、その

間に単純な１対１の関係がない。これはそのとおりだと思います。その点がまず

１つでありますが、その議論を出されるときの坂口大臣のお立場は、国民負担率

というのはどちらかと言えば、とりわけ潜在的な国民負担率は財政の問題である、

財政赤字の問題である。そのことと社会保障の問題は切り離して考えるべきだと、

こういうお立場であるかのように私は理解したんですが、しかしながらもう一方

では、基礎年金のところの国庫負担３分の１から２分の１に引き上げるというよ

うなことは、恐らく厚生労働省としてお考えだろうと思うんですが、やはり財政

の問題と、この社会保障の問題、年金の問題は切り離せない問題になっている事

実があると思います。 

    また、年金というのは常々大臣が言われるように、安心ということが非常に重

要だと思いますが、大臣、あるいは厚生労働省は安心ということをしばしば給付

水準を維持することとして議論される。つまり、安心ということは給付水準を守

ることだというふうに、ややもすれば、とれるようなお立場であるかのように考

えるんですが、私は現在において、社会保障制度をめぐる安心といったときに一

番重要なポイントは持続可能性、つまり、今のシステムが余り小手先の変更を数

年ごとにやるのではなくて、今度の制度は盤石なものであって持続可能なんだと、

そういう制度を設計するのが安心ということだと考えます。 

    そういうことからすると、やはり財政の問題と切り離せないということになる

と思います。大臣が後半で仰ったように社会保障の問題を考えるときには、税財
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政とセットでやるべきだ。これが正しい姿であって、そのときには、一つの尺度

として国民負担率といったものが分かり易い尺度として登場するということだろ

うと思います。そのような形で、少なくとも私は民間議員のペーパーをサインさ

せていただいていますので、大臣にもそのような形で受け取っていただけたらと、

このように考えます。 

（竹中議員） 後でまたまとめてお答えいただくことにしまして、平沼大臣、そして

貝塚会長の順番でお願いします。それで片山大臣にお願いします。 

（平沼議員）  私どもとしては、やはり効率的な政府を目標とするのであれば、潜在

的な国民負担率、これは50％に抑えるという目標というのは安易に下ろすべきで

はないと、私はそう思います。その上で、給付の抑制、あるいは保険料、税のバ

ランスについては様々な考え方があると思っております。私は企業を所管してい

るという立場から考えますと、保険料の引上げというのには慎重であるべきだと。

例えば、今ヨーロッパで企業というのは、大変保険料の負担率が大きくなってし

まって、大変大きな問題になっている訳です。ですから、ここは慎重にあるべき

だと、こういうふうに私は思います。 

    それから、民間議員の皆様方のペーパーでは幾つかの試算を行っておられます

けれども、ほかのケースも含めまして、やはり国民が納得する、そういう改革案

を幅広く議論をしていって、そして納得するような到達点をお互いに見いだす、

こういうことが私は必要だと思います。 

    それから、議論の前提として必要なことは、基礎年金、厚生年金、それぞれの

性格づけを明確にする必要があると思っております。私は基礎年金というのは、

低限の生活保障として位置づけるべきだと思っておりまして、所得配分の機能

を強化する、そういうものだと思います。それから厚生年金というのは、保険原

理を貫徹させるという考え方が も適切だと、こういうふうに思っております。

したがいまして、そういう観点から、ひとつ議論をし、まとめていくと、こうい

うことが私は必要だと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。貝塚会長どうぞ。 

（貝塚会長）  私のペーパーで、要するに現在、社会保障制度審議会で議論している

ことのトーンですが、必ずしも給付と負担の関係が一番中心にあるというよりは、

21世紀の日本社会が非常に多様化した中で、社会保障は従来とは違ったセーフテ

ィネットの組み方でやらないと対応できないというのが基本的な認識であります。

要するに女性あるいは単身者、それから今までですと、簡単に言えば、男性が家

族を養って、そこで社会保障の家計を中心に考えるというんですが、今や社会は

非常に多様化して、いろんな人、いろんな生き方の人がいる訳で、そこでやっぱ

り生活保障というのをちゃんとやらなくてはいけないというのが21世紀型の社会

保障で、そういうやや理念的なところを中心に、社会保障の設計は、そういう方

向に変えていくべきだというのが基本的なメッセージであります。それだけちょ

っと申し上げたいと思います。 

（竹中議員） それでは片山大臣。 
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（片山議員） 塩川大臣も言われたのですが、今の60歳定年制というのは私は見直さ

ざるを得ないと思う。少子化で労働力が将来不足すると言われておりますし、な

だらかに定年を60歳から65歳にする。それから65歳から70歳までは勤務延長や再

雇用という仕組みを定着させていく。70歳から75歳ぐらいはコミュニティ活動な

どをやってもらって、本当のリタイヤは75歳以上にする。そういうことになる将

来の高齢化社会の中で、年金や医療もそうだと思いますけれども、これをどう位

置づけていくかという議論がどうしても要るのではないか。今のままで固定的な

前提で物事を考えていると、にっちもさっちもいかないということになるのでは

ないかと思う。そこで働ける人はいいが、段々年をとる訳ですから、働けない人

が増えてきます。それをどういうふうにするのかという観点が要るのではなかろ

うかというのが１つ。 

    それからもう１つ、やはり負担だけの議論は、なるほど負担が一番大変ですけ

れども、負担だけの議論でいいのか、給付というか、サービスというのか、これ

との見合いが要る、昔よく高福祉高負担だとか、低福祉低負担だとか言いました

が、いずれにせよ、この辺は国民にいろんな選択肢を示して、国民に選んでもら

うよりしょうがないのではないかと私は思います。そのとき、どういうスケジュ

ールで、どういうふうに国民に示して、どういう仕組みでコンセンサスを形成し

ていくのか、こういうことですね。 

    それから負担は、税と保険料と自己負担がある。税は公の公助です。保険料は

互助、自己負担は自助なので、この公助と互助と自助の組み合わせです。これも

国民の合意が要ると思います。どこまで税でやるのか、そこで仮に税は一切出さ

ないということなると、互助と自助で制度が持つのか持たないのか、国民が納得

するのかしないのか、そういう議論がどうしても要ると思います。互助の場合に

は、企業、団体がどうしても絡みます。団体が。その割り振りというのもひとつ

考えないといけないので、そういう意味では、これは１次方程式、２次方程式で

はないですね。3 次方程式か４次方程式の話なので大変難しい問題だと思います

が、これを越えないと、これからの高齢化社会はやっていけないと思います。是

非その辺を問題提起をさせていただきます。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 塩川・片山両大臣とほぼ同じ線上の考えでありますが、やはり過去20

年の日本の高度成長からやや不況に入った経済構造と、これから10年間というの

は画期的に変化してくるだろうと思います。これは行政全般に言えることですが、

過去がこうだったからということを引きずってこれから先のことを考えたら悲観

的な結果しか出ない。それをポジティブにどう変えていくか。福田長官から、こ

の前男女共同参画で男女の共同という話が出た訳ですが、やはり70歳までの男女

は原則としてはみんな働くんだという前提で制度を考えないと成り立たないし、

そういうことをきちんとしていかないと、グローバリゼーションで少子化が続け

ば、やはり若い人でないとできない仕事というものは、国内サービスに関しては

労働の自由化ということが当然大きな議論になってくるだろう。ものづくりはこ

 9



 
平成 15 年第 12 回 議事録 

 
ちらが出かけていったらいいんですが、高齢者に関しては力仕事の要るサービス

というのは非常に出てきますから、足りなくなることも当然考えなきゃいけない。

グローバリゼーションを前提にした行政制度というものを考えることも避けがた

い事実になってまいります。 

   50％の国民負担率に関しては、土光臨調のときにも大いに議論をしました。当

時第一部会長は厚生次官、内閣副官房長官を経験したＯＢの方が会長で、僕は会

長代理をしておりました。経済企画庁の次官になった方と一緒にこの問題を議論

して、そのときは45％ということで大体おさめようとした訳でありますが、元官

僚の方が財政赤字を予言されまして、50ぐらいまでにしないと大変なことになる

ということを仰って、40、50というのは結論が出ないままぼやかした表現で終わ

った訳であります。 

    坂口大臣が仰るように、一番の問題は財政赤字でありまして、こういうことを

議論することによって、財政赤字というのは大変なことなんだということを国民

にわかってもらうことも非常に大事でありまして、財政赤字があるから、本来、

既に49％ぐらいを負担しなきゃならないものを、財政赤字によってその負担を先

送りしている事実というものも国民にわかってもらわないといけない。そういう

点から言うと、財政赤字を解決することは、それ以上に大事なテーマであって、

国民負担率50％というのは、別に年金だけを考えて言っている訳ではないので、

政府のすべての財政も福祉も基本的に財政基盤がないと国が成り立たない訳です

から、そういう点では、総理の仰る「改革なくして成長なし」というのは、その

辺の基盤で赤字をなくさないといけない。 

   しかし残念ながら、後の議論で当然出てまいりますけれども、政府は、昨年よ

りも歳出を増やさないだけでは毎年財政赤字は増えていくばかりでありまして、

現在700兆あるのが、もう５年経ったら1,000兆を超えるということに対する危機

は感じながら誰も口にして議論しようとしないというのが、経済財政諮問会議で

もその傾向がある。一体どうするんだと。要するに債務管理の中で国債が暴落し

たら国民はどうなるんだということまで考えていきますと、財政基盤の上に立っ

た年金であり、社会福祉であるという事実は隠しおおせない現実であります。や

はり収入に見合ったことしかできないのがすべての経済原則でありますから、土

光臨調のときも45から50％ぐらいという、そういうものの中でやろうということ

を決意して、事実やってきたんですね。それが 近の７、８年で一気に崩れた訳

です。これを一気に戻さないといけないということが言えない。戻すために経済

財政諮問会議が僕はできたんだと思うんですが、もう昨年によりも増やさないと

いうだけで行政というものは動かなくなってしまっている行政の硬直性というの

は、時代の変化というものをもっと認識する必要があるのではないか。 

   そういう点では、たまたま年金のところでこういう議論が出たことは、本当に

坂口大臣には申し訳ないけれども、これは一番関心のあるところで、国民負担率

50％ということが議論されることは国民に一番伝わりやすい議論でありますので、

その辺は御寛容を願いたいと私は思います。 
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（竹中議員） 一言どうぞ、本間先生。 

（本間議員） 国民負担率の問題は、先ほど吉川議員の学問的貢献をコメントする形

で坂口大臣が仰った訳ですけれども、それは大体80年代ぐらいまでを対象とした

分析が主流でございまして、90年代以降、非常に経済はグローバル化していく中

で、この国民負担率の問題は新たに検討をせざるを得ないというのが私は今の研

究状況の真実だろうと思っています。スウェーデンにおいては、80年代の後半も

ぎりぎりのところでございましたけれども、スウェーデンで 大手の生命保険会

社の国債購入の停止から端を発して、クローネが非常に大きく安い方向に振れ、

金利が一時急騰するなど国内経済が混乱した。こういうことをきっかけにして国

民負担率の問題、保険料の問題が徹底的に議論をされた訳であります。つまり、

資金移動が非常に早くなっている状況の中における金融面からの影響を考えない

といけない。 

   それから２番目は、設備投資の場所を国際的に選ぶという時代状況の中で、国

民負担率が急激に上がり、企業負担が増大していくことが、設備投資及びそれに

付随する雇用を海外流出させるという大きな問題が各国で深刻化しております。

さらには雇用の問題でも、できるだけ外形課税をやめようというような議論もＥ

Ｕ諸国で起こっております。静態的、孤立的な経済を前提にするのではなく、今

のような開放的でモビリティが高い経済の中で、我々は国民負担率というものを

きちんと見据えながら、危機を起こさないようにマネージをしていくということ

が非常に重要なポイントだろうと思っておりますので、是非その辺のところは御

理解をいただきたいと思います。 

（竹中議員） それでは坂口大臣お願いします。 

（坂口臨時議員） 吉川先生からもお話をちょうだいいたしましたが、私もこの財政

再建の問題を切り離して年金だけのことを考えていこうとはさらさら思っており

ませんで、これは財政再建の問題、あるいは税制改革の問題等もセットにしてお

考えをいただかないといけない。それを抜きにして、この年金の将来像だけを考

えていくということになると国民から誤解を受ける可能性がある、こういうこと

を私は申し上げている訳でございます。財政再建の問題と併せてこれはおやりい

ただくことに何ら私は抵抗するものでもございませんし、それはそうしなきゃい

けないというふうにも思っている訳でございます。 

   国民の色々な方にお会いをし、年金の問題をお話しし、あるいは色々な調査を

し、内閣府に調査をしていただいたのもございますし、様々な調査もございます

が、そこで浮かび上がってまいりますのは、お若い皆さん方は、将来どうなるか

分からないけれども、何とかなるだろうというのが半分、それから将来のことは

自分でやるというふうに自信を持ってお答えになる人が半分、掛け金をしない人

のですね、大体そういう傾向にございます。しかし、大体40歳ぐらいから後にな

ってまいりますと、やはり年金の必要性というものをかなり強くお感じになって

いる。 

    それで、現在のところは、いわゆる年金じゃなくて、自分のあるいは貯蓄をし
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たものではなくて、若い人たちから仕送りをしてもらっているのは今４％しかい

ないんですよ。だから96％の人はもう年金なり、自分でつくった財産なりで今生

活をしている。だから、私は現在のような経済状況になりましても、何ら崩れる

ことなく進んでいるのは、年金というものが非常に大きな力を発揮しているとい

うふうに思っております。 

    これをもし仮に将来、そうではなくて、やはり仕送り社会にもう一遍戻す。年

金はうんと下げて、高齢者が若い人たちから仕送りをしてもらわなければならな

い社会をつくるということになれば、若い人たちは自分も生活をし、両親にも仕

送りをし、ひょっとしたら、おじいさん、おばあさんにも仕送りをしなきゃなら

ないという事態になれば、私は経済はかなり停滞をすることは間違いがないとい

うふうに思っております。この年金の問題は、ただ単に負担の問題だけではなく

て、将来の経済に対してもかなり大きな影響を与えるというふうに考えておりま

す。 

   また、40歳以上の皆さん方は、負担はすると、かなり覚悟は決まってきている

というふうに感じております。出すべきものは出す。そして年金はちゃんとして

もらおうという思いがかなり私は強いような気がいたします。ですから、総務大

臣から御指摘いただきましたように、幾つかの案をお示しして、そして選択をし

てもらうというのも一つの方法ではないかというふうに思っている次第でござい

ますが、将来、財政が厳しいことは私もわかりますけれども、厳しいからといっ

て、それだけでもう年金は減らしますよというふうに言ってしまうと、かなりな

抵抗を受けることは間違いないという気がしてなりません。そうしたことで、先

ほど申し上げたところでございます。 

（竹中議員） どうも広範な議論ありがとうございました。今日の議論でありますけ

れども、財政に関する健全な危機感はしっかりと持った上で、まず国民負担率、

これについては、やはりマクロ経済とか財政の観点からはこれをしっかり議論す

る必要があるという観点と、しかし社会保障と直接結び付けるのはいかがかとい

う観点がありましたので、その辺は骨太の書き方の中で是非注意をしていくとい

うことかと思います。 

    保険料率と所得代替率については幾つかの考え方があるということだと思いま

す。それと、今まで必ずしも十分に議論されておりませんでしたのは、定年の問

題というか、定年制の見直し、働き方の問題がやはりあるだろうということと、

それと、国民に多様な選択肢を示して、合意形成をどのように行っていくのかと、

このような観点が特に指摘されていたと思います。骨太の中で消化して御議論を

まとめていく部分と、引き続き坂口大臣を中心に御検討をいただく部分があろう

かと思いますが、できるだけ骨太の中で反映をさせていくということではないか

と思います。 

   社会保障に関して総理ございますでしょうか。 

（小泉議長） ありません。 

（奥田議員） ちょっと一言いいですか。 
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（竹中議員） はい、どうぞ。 

（奥田議員） 坂口大臣のお話の中に、パーセンテージで表示するのはおかしいとい

うような表現があったと思うんですけど、それはパーセンテージは使ってはまず

いということなんですか。 

（坂口臨時議員） そういうことは申し上げておりません。国民負担率というものを

出す以上、それはパーセントで言う以外にございませんから、それはやむを得な

いというふうに思っています。私は、国民負担率という形だと、国民の一人一人

がどれだけ負担をしなきゃならんかということがわかりにくいものですから、そ

れはそれよりも一人一人の家計に戻したときに、家計でどれだけ負担をする形の

ものなのかということを言うことの方が分かり易いということを申し上げた訳で

あります。50％というのは、平均的なサラリーマンにすれば29％なり30％ぐらい

の負担、税と保険料とで負担ということになるということを前に計算したことが

あるということを申し上げた訳でございます。 

（竹中議員） それでは坂口大臣どうもありがとうございます。 

（坂口臨時議員退室) 

 

○資金の流れについて 

（竹中議員） それでは、次の資金の流れの議題に移りたいと思います。この資金の

流れにつきましては、以前、有識者議員から家計の貯蓄が安全資産へ向かってい

る。公的部門へと流れて、将来の成長につながっていないという問題提起がなさ

れております。この資金の流れを変えるためにどのような改革が必要なのか。こ

うした点から有識者議員に論点の整理をお願いしております。吉川議員から手短

に御報告をお願いします。 

（吉川議員）  それでは、資料「資金の流れの改革」、私ども４人の名前が書いてあ

るペーパーを御説明いたします。資金の流れという１つの言葉で、実は２つの問

題を議論しております。 

   時間の制約もありますので、まとめてお話しいたしますが、２つの問題の１つ

は、マクロ経済全体での資産の保有構造にかかわるものです。これはストック、

あるいは日本語では残高という言葉をよく使いますが、国全体のバランスシート

にかかわる問題です。もう１つは、年々歳々の資金の流れ、文字通りの流れ、フ

ローとしての資金の流れにかかわる問題であります。これはひっくり返しますと、

年々歳々の資金の流れの裏側には、その国の経済のあり方、実体面でのあり方が

ある訳でありますから、年々歳々のフローの流れというのは、実体経済のあり方

と切り離せない訳であります。この２つの問題を「資金の流れ」という一つの言

葉でここでは表現して、それぞれについて、現在、日本経済が抱えている問題を

指摘しております。この２つの側面それぞれについて３つの問題点を指摘してお

ります。 

   まず第１に、経済全体での資産構造、資産の保有構造に関わる問題であります

が、これは10年間の経済の結果、現在では国債の残高というのが非常に大きくな

 13



 
平成 15 年第 12 回 議事録 

 
っている訳であります。この国債を日本では郵貯、あるいは民間の金融機関が７

割ぐらい抱えている訳であります。国債は御存じのとおり、今は非常な低金利で

すが、金利が上がると国債の値段は下がるという関係になっている訳であります。

将来、日本経済が元気になれば、今のような長期金利の超低金利がいつまでも続

くとは誰も思っていないので、必ず金利が少し上がるような時代が来るだろうと

考えている訳ですが、この場合には、国債価格は下がるということであります。

これを郵貯をはじめ、金融機関が７割保有しているということは、郵貯も含めて

広い意味での金融機関がこの金利に関するリスクを抱えているということであり

ます。したがって、そのリスクの管理が郵貯、これは資金の運用高が大きい訳で

ありますが、郵貯あるいは民間の金融機関もリスク管理ができているのかどうか、

また、適正なリスク管理を担保するような機関があるかどうか、こういう問題で

あります。それが１番目。 

   ２番目の問題は１番目と関係しますが、現在は、その国債の７割を金融機関が

保有している訳ですが、もう少しリスクを広く薄く均した方が経済全体としては

安全ではないか。具体的には、個人が国債を直接に保有するということでありま

す。国債を個人が直接保有するような、そうしたことが考えられないか。これは

実は株式についても同じことを言っている訳でありますが、株式については証券

税制等の改正ということで、既にこの会議でも散々議論されました。国債につい

ては、公社債の商品性について、工夫の余地がないか、あるいは販売網を拡大す

るというようなことも考えられるのではないか。要は、そういうことを通して、

現在７割を金融機関が保有していることからくるリスクを、金融機関から個人へ

シフトする方が健全なのではないか、こういうことであります。 

   ３点目は国債の管理に関わる問題で、お手元の紙では３枚目に書いてある訳で

ありますが、公的債務管理というところで、国債の発行残高520兆ということで、

債務保証も含めて、公的債務全体をより総合的かつ専門的に管理する機能を充実

させる必要があるのではないか。国債の残高が非常に大きくなった訳ですから、

この国債管理に関して、専門性を高めるということが必要なのではないかという

ことを言っております。 

   以上、３点挙げましたが、これはいずれも資金の流れについて言えば第１番目

の問題、つまりは国全体でのバランスシートに関わる問題であります。資金の流

れの第２番目の問題は、フローとしての資金の流れ、これは先ほどもその裏では

実体経済に問題があると言いましたが、１つは公的な資金の流れがどうしても大

きくなっている訳であります。例えば、特殊法人の問題というのが２枚目に書い

てあります。それから、そもそも国債が沢山増発されるということの背後には、

それだけではありませんが１つの理由として公共投資というものがある訳ですが、

日本の公共投資は今なおＧＤＰ比で６％の水準ということで、国際的に見るとか

なり高い水準にある訳であります。こういうところが入口になって国債に出てい

っている訳ですから、こうしたところを考える必要があるのではないか。 

   また国債が出て、もう一方では民間の貸出等が細っているということの裏には、
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銀行ということをとってみると、やはり不良債権の問題があるのではないか。こ

れも３枚目に書いてあります。現在まで政府は金融再生プログラムということを

実施している訳でありますが、政府と日銀、一体となって、不良債権問題を解決

して、民間の金融機関がリスクテイクできるようにする必要があるのではないか。

これが年々歳々の経済の流れ、フローの問題の３番目ということであります。 

   以上バランスシートの方、年々歳々の資金の流れ、それぞれについて３点ずつ

問題を指摘しております。以上です。 

（竹中議員） どうぞ自由に御発言をいただければと思います。塩川大臣。 

（塩川議員） 今、先生が仰った資金の流れというのは非常に重要だと。しかし、現

在まで割と皆関心が薄かった。本間先生に、何時だったかこれをいただきまして、

私たちも内部で勉強してみようと思って、この流れがどういう具合に変化してお

るか作っております。そして行き当たると、結局、情報収集の管理が色々な資金

のポケットに出てきますが、情報の集め方が一番問題だということで、今、こう

いうことを研究しておりまして、また、私の方からも出させてもらいたいと思っ

ております。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。片山大臣。 

（片山議員） 郵貯、簡保が出るのでちょっと気になるのですけれども、 初の１．

の「民から官への資金の流れ」で言われているのは、どうも聞いていると平成２

年を捉えた話ですね。バブルの 盛期です。一番株式保有数が多くて、これは郵

貯、簡保だけではないでしょう、民間金融機関も一番少なかった時期です。それ

と平成13年度を比較しているという話ですが、この辺の数字はいいのでしょうか。

「貯蓄の増分350兆円、証券市場から引き上げた分180兆円」、こういうことを仮

に言われるとすれば、やはり検証していただく必要があると思います。それから、

１．の後段の民間金融機関には、日銀や証券会社も全部入っているという話なの

で、70％と言われる中には、日銀も入っていると、私は事務方から聞いた話なの

で、よく分かりませんけれども、やはり数字を議論するなら、きちんとデータを

出して話をしていただかないといけないと思います。 

   それから２．の「公的部分が抱える問題」の中で「資金の流入」のところで、

「市場を通じた資金規模の適正化を図る」というのはどうやるのか、意味が分か

らない。また、一番 後の公的債務管理も、４．の（2)ですね、「そのためには、

債務保証も含めた公的債務全体をより総合的かつ専門的に管理する機能を充実さ

せる必要がある」、抽象論としては分かりますけれども、具体的にどういうこと

なのか、問題の提起ならいいと思いますけれども、よく分かりません。 

（竹中議員） 本間先生どうぞ。 

（本間議員） 後の片山大臣のお話から申し上げます。今現在、我々が公的資金を

調達しても金利が非常に非感応的になっておりまして、御用金調達のような発想

の中で調達できるという異常時にある訳です。普通であれば、公的資金を調達す

れば、金利が上昇し、そのことが市場の資源配分機能を通じてウォーニングとい

うものを与えていく訳です。それが公と民との間の資金の一つの大きなガバナン
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スを形成する。これが今、ヨーロッパから我々が今後それを学んでいかなければ

いけない非常に大きな教訓だろうと思います。潜在的プレッシャーが非常に高ま

っているが、これが破裂しないようにどういう具合に我々がソフトランディング

させていくかという問題意識が、我々の大きな関心事であります。 

   したがって、これは金利機能というものをどういう形で復元をさせていくのか

に関連するので、これは日銀の側にも色々お願いしなければならないテーマだろ

うと思っておりますけれども、是非、そこを御理解いただきたいということであ

ります。 

   それからもう１つの問題点。これは資金の使われ方の問題ですが、非常に我が

国のロットが大きくて硬直しているというのが、我が国のパブリックセクターの

特徴でございます。資金の具体的な使われ方というものが付加価値を生み出して

いない状況にあります。これをどういう具合に国民経済を活性化する用途、価値

を生み出す部分に誘導していくかということが非常に大きなテーマになってこざ

るを得ないのではないか。こういうことで今、吉川議員の方から問題意識が出て

いるということであります。 

   それからもう１つは金融機関。これは公的部門を含めてでありますけれども、

金利が変動していく状況の中で、今の国債を中心にしているアセットの構成が経

営上のリスクとなっている。今の株価の低迷と国債価格のバブルと言えるような

様相の中で、あたかも安全資産を持っているかの如き錯覚を持つのは極めて危険。

官と民との間のアセットの保有構造をどのようにバランスをとっていくかという

ことが、経営体としての、これは郵貯も含めてでありますけれども、重要な要素

ではないか。今後の方向性というものを考えたときに、近視眼的に今の状況を外

挿して延長するということではなく、その方向性がかなりバイアスを持っていて、

逆方向に動くということも念頭に置いて資産構成を考えていくことが、公的部門

においても重要だという具合に考えております。 

（片山議員） 国債を政策的に上げたり下げたりできればいいです。今、そういう状

況じゃないですよね、国債も地方債も。これは財政政策とも絡みますけれども、

そういうことの中で、実際これだけ国債が出て、地方債が出ているものを誰が引

き受けるかという、また別の議論もあります。国債にはリスクがある。それはあ

りますよ。あるけれども、それではどうぞ御自由にということで、今度は財政が

成り立つかどうか別の議論が出てくる。 

（本間議員） ただ、際限なく財政赤字を膨らませていくということが危険を増幅さ

せていくということを、どのようにマネージしていくかということだろうと思い

ます。 

（塩川議員） 国債が市場で偏在しているところに問題があるんですよ。ですから、

この情報の問題ということ。どうやって流れを変えていくか。特に、これから地

方債が自主調達となってくると、これは非常に地方自治体に情報を流してやらん

と困るだろうと思ったりするんです。そういうところがあって、私の方も一緒に

そういうふうなものもあわせた勉強をやってみようということでとりかかってい
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るんです。 

（竹中議員） 福井総裁。 

（福井議員） 一言だけ発言をさせていただきたいと思います。この「資金の流れの

改革」という民間議員に今御説明いただいた中身について、私どもは、数字は十

分検証しておりませんが、中身についての問題意識は十分持っております。それ

も意識しながら、今、更に緩和を進めているという状況で、将来、我々は経済を

良くしていく、ある意味では長期金利が上がっていくような経済情勢の実現を目

指して我々は今努力をしているので、将来、我々が目指している良い姿が出てき

たときに、市場に混乱を起こさせないで、如何に上手く出口から出ていくかとい

うことが非常に重要なテーマでございます。問題は非常に重要ですが、単に警鐘

を発するだけだと却って市場に混乱を呼ぶ、こういうリスクもありますので、日

本銀行としては、将来の道筋というのは十分早い段階から勉強したい。 

   同時に仰いましたとおり、国債の残高がこんなに非常に大きく蓄積されている

という状況を出発点にしなけりゃいけませんので、今後の国債管理政策が非常に

重要だと。金融政策と国債管理政策とは表裏一体となった一つの問題として、良

い道筋をこれから築いていかなきゃいけませんので、私どもは財務省とよく協力

してこの問題をしっかり勉強したい。勉強が中途半端な段階で、余りリスクを強

調することも、また適当ではないなというふうな感じがしております。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 非常に困難なテーマであるけれども、やはり公的債務の管理は全力を

尽くして管理する努力はしないといけないと思うんです。今は放置されている訳

です。今、仰るように地方債が出てくる、片方では私的債務というものも、ジャ

ンクボンドにしろ、社債がどんどん出てくる訳ですから、やはり、どこかがチャ

レンジしないといけない。特に、これまでは全体を見ようという機関がないもの

ですから非常に危険な状態があって、そこへもってきて、我々も経済活性化を一

所懸命やりますと、今、福井総裁が仰るように、金利は徐々に上がってくる訳で

すよ。景気が良くなれば金利というのは上がってくるんですよ。活性化するため

に、段々そうなってきたときに、この国債をどうするか。だから、 近は国債は

短いものを皆買っている訳です。長いのは買いたくない訳ですよ。それは当然の

ことでね。アメリカでもある時期は非常に短期国債ばかりになってきた時期があ

る。それも債券管理の見地から見るとそういうことが見えてくるんですね。そう

いう点は、今、きちっとしたものがないから、是非これをきっかけに、そういう

ことにチャレンジされることを期待します。 

（塩川議員） 10年債をはめるのにも苦労するんですよ。 

（牛尾議員） 皆、短期債を買うんですから。 

（竹中議員） ありがとうございました。この資金の流れの問題は、今までの議論で

は極めて重要な問題であると。したがって、問題提起としては非常に重要であり

理解できる。しかし、同時に具体的な対応策が難しく出口が難しい。そのことを

出すことのリスクもある。しかし、同時に問題意識を持っているということも示
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さなければいけない。その辺を上手く勘案して「骨太」の中に書き込めるように

努力をしたいと思っております。また、御意見をいただきたいと思います。 

（塩川議員） 変な言い方をしては困るんです。 

（小泉議長） 私が見て、政策転換しろとか、景気対策をしろということは、もっと

国債を増発しろということだろう。どうなるの。今、36兆円発行して、100兆円発

行しろという人もいるだろうけれども、これをやって税収以上の国債を発行しろ

ということだよ。政策転換をやる？そんなことをやったら「救国宣言」どころか、

「亡国宣言」だ。だから、政策転換はしないと私は言っている。そうでしょう、

常識的に考えたって。景気対策というのは、国債を増発して減税しろということ

でしょう。税収よりもっと借金に頼れということになる、はっきり言えば。こん

なの良い訳ないじゃない。「改革なくして成長なし」だよ。 

（竹中議員） 是非、今の方針でしっかりとやりたいと思います。 

 

○歳入・歳出の構造改革について 

（竹中議員） それでは、次の議題ですが、歳出の構造改革、これにつきましては関

係大臣をお呼びするなど審議を重ねてまいりましたが、また、例年基本方針の中

で翌年度予算について大きな方向性を、昨年、一昨年示してまいりました。今年

も「基本方針2003」の取りまとめに向けて、その方針について審議を行いたいと

思います。貝塚会長の方から御説明をお願いいたします。 

（貝塚会長） 私は財政制度審議会の会長も兼ねておりまして、社会保障と２つ兼ね

て利益相反が発生しないかという気もしないではないです。これは止むを得ず引

き受けたという経緯がありますが。今日お配りしたのは、財政制度審議会の資料

であります。昨年と、ある意味では基本的にはスタンスは変わっておりません。

ですから、プライマリーバランスの黒字化を目指すというのは、これは昨年と同

じであります。それから、財政赤字の問題は色々今まで御議論されましたが、こ

れもやはり当然のことですが、極力公債発行額の抑制に努めていくということで

あります。予算編成においても、基本的には昨年度と同じような方針を貫いてい

きたいという点がポイントでございます。 

   ２枚目は、これも毎年予算編成のときに、歳出内容を見直すことが不可欠であ

って、段々 近は義務的な経費を含めて、歳出をある程度見直していくというの

は、予算編成でも行われつつありますが、それが今後とも益々必要になっている

ということでございます。 

   それから先程来、社会保障、あるいは国と地方の関係の話も多少出ておるよう

でございますが、ここに書いてありますことは、やはり今までの考え方は「保護

救済型」という感じが強いんですが、「自立支援型」の発想でやっていくという

ことではないかというふうに思います。それからあとは、予算配分重点化・効率

化というのは、これは毎年のように、ある意味ではそういうやり方で予算の配分

を考えておる訳ですが、 近のことで申し上げると、そこにございますが、単価

の見直し、これも当然そうでございますが、私が多少関係しているところで申し
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上げれば、特別会計について、そもそも特別会計というのは沢山ございますが、

一体どうなっているのかというのをまず把握する必要があって、そのためには、

公会計の基準をちゃんとしなくてはいかんと。要するに相互比較をするためには、

もともとどういうふうに計算するかという、そこのところをまずやって、そして

特別会計が今一体どういう現状にあるのか、沢山ございますので、それをただい

ま相当のスピードで色々議論させていただいているということでございます。 

   それから３番目のところは、事後評価というのは今まで色々やるべきだという

ことで各省庁もやっておられる訳ですが、結局、いつも予算の問題は、事後評価

というのは私が言うのもあれですが、官僚機構は余り関心がないということです。

ですから、予算編成の 初のときに予算を沢山とればいいということで、その後

どうなったかというところが本当は重要なんですね。それをやる必要があるとい

うことで、ここに英語が書いてございますが、ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥというん

ですか。「ＳＥＥ」というのは、 近はこれは古いという御指摘が東芝会長から

ございまして、しかし、ともかくも検証するということが重要じゃないか。検証

して、それを次の段階の予算の編成につなげていくということが重要ではないか

ということであります。 

   財務省は 近、予算執行調査というのをやっておりまして、これは個別にかな

り絞って、そもそも予算を作ったんだけど、一体それがどういうふうに執行され

ているかというのを調査している訳です。これは結構、私どもから見ても非常に

興味があるというか、ある分野の予算が今どういう形で進行しているかというこ

とを調査するということが予算執行調査でありまして、割と早い段階に執行調査

をして、そして一体どういう状況にあるかということで、的確にこれを次の年度

の予算編成に活かしていくということだろうと思います。 

   それから、先ほどの話と少し関係しますが、行政の説明責任というのが益々問

われている訳で、民間の会社、あるいは金融機関でも当然ディスクロージャーの

制度はでき上がっておる訳ですが、公的部門はディスクロージャーというのは一

体どうなっているかということをやろうとしても、先ほどちょっとお話ししまし

たが、そもそも基準がどうなっているかというのがよく分からないと思うんです。

ですから、公的機関である以上、色々公社、公団、非常に現在複雑ではあります

が、 小限会計基準を満たすものとしてそういう基準をつくって、そうしないと

判定ができない、横並びの判定ができないということでありまして、公会計制度

の充実に取り組んでいくことが必要ではないかと思います。 

   私、この４月に海外出張に行きまして、私が直接行ったのはイギリスとフラン

スですが、フランスなんかでも、ある意味では議員さんも一緒になって、政治家

も一緒になって、フランスの大蔵官僚というのは結構動かしがたい存在なんです

が、政治家もやはり必要だと、予算の項目を目的別に分けて、従来の省庁別では

ない予算の編成をやろうじゃないかということで今やりつつあります。イギリス

は前から非常にこういうことに熱心でありますが、日本の財政当局も、こういう

点は必ずしも従来は熱心じゃなかった訳ですが、これをやらないと公的部門の効
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率的な管理はできないんじゃないかという基礎的なところから今出発してやって

おるということで、これは各省庁と関係することが多いんでして、本来ならば、

各省庁の方々の御理解も十分得て、効率的な予算配分を考える、基礎的なインフ

ラを作ろうということに、今暫く努力を傾注しているということでございます。 

   全体として、昨年とある意味では変わりませんが、新しい点は先ほど来年金な

んかの話にもございましたけれども、もう少し踏み込んで、年金なんかについて

も財政制度審議会として提言して、多分、今、厚生労働大臣はおられませんけれ

ども、厚生労働大臣も 終的には、ある部分既裁定の年金を少し下げるというこ

とについて何らかの合意を得ないと、多分、年金改革は上手く進まないんじゃな

いかという印象を持っているということで、それなりに今色々考えている 中で

すということを申し上げて、中間段階でございますが、一応私の御報告といたし

ます。 

（塩川議員） 今日、貝塚先生から、今、仰ったことを含めた建議をいただきました

ので、是非、「２００３」にこの趣旨を活かしていただきたいと思っております。 

（竹中議員） 関連して本間議員から発言を。 

（本間議員） それでは、民間議員が用意いたしました「16年度予算編成の基本的考

え方について」を説明をさせていただきます。 

   今、貝塚先生が仰ったとおり、各国とも予算編成のイノベーションをこの10年

余りやりつつある訳ですが、恐らく、その試みの中でドイツと我が国が幾分遅れ

ていて、それが経済パフォーマンスでも現れている象徴的な状況ではないかとい

う具合に、私自身、各国の経済財政状況を見ておりまして感ずるところでありま

す。これから申し上げますのは、来年度の予算編成について、少し原点に立ち返

ってメリハリを付けて行うべきではないかということを申し上げたいと思います。 

   総理がこれまで仰っておられますとおり、「民にできることは民に」任せ、「地

方でできることは地方で」ということを、この16年度予算でははっきりともう一

段打ち出していく必要がありはしないか。これは、「官需依存」から「民需誘発

型」の予算に抜本的に組み替えていくという、そういう決意を新たにしていく必

要性があるのではないかという気がいたします。 

   このため、第２に、16年度予算編成に当たっては、一般会計のみならず、約180

兆円に上る一般会計、特別会計、地方も含めた政府全体の予算を厳しく査定をし

て、前年度以下に抑制すべきであると考えております。 

   それから、第２は、従来、予算編成に当たりまして、我が国の場合には、増分

主義あるいはその裏返しとしての減分主義で、悪しき平等主義というものがずっ

と続いておる訳でありますけれども、ここに至っては、やはりプラスの部分のと

ころとマイナスの部分のところを明確にメリハリを付けてやっていくというスタ

ンスが求められているのではないかと思います。プラスの部分のところについて

は、規制改革を進め、民需を拡大する政策を支援する予算でありますとか、予算

を梃子として数倍の民間投資が期待できる分野に予算をつけるとか、そのような

形でのはっきりとしたメッセージが必要です。手法上これは公設民営であります
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とか、アウトソーシングでありますとか、ＰＰＰと呼ばれるような民間との協力

関係といった色々な手法が今各国で議論されておりますので、そういうようなと

ころについても、きちんと目配りしながらイノベーションを織り込むでいく必要

性があるのではないかと考えています。 

   それから、削減・抑制予算事項につきましては、これは塩川大臣が執行調査を

昨年から実践していただいておりますけれども、未だ単価が民間並に低下してい

るとは思いません。公共投資につきましても日経新聞が 近報道しておりますよ

うに、まだまだ割高でありますし、雇用について保障されている人件費につきま

しても、民間がリスクを抱えながら賃金を下げている状況から考えますと、政府

部門内の給与動向は如何にも遅いのではないかという感じを持っています。 

   さらに、補助金につきましては、これは「三位一体の改革」を積極的に推進す

る中で、きちんと地方向けの補助金等を削減し、そしてそれを梃子にしながら受

益に見合った負担というものを地方で実現をする枠組みを考えていく必要性があ

るのだろうと思います。 

   さらには、特殊法人向け。これはこれまで成果を見た分野でございますけれど

も、さらに、この分野においても業務の総合化・効率化等を更に推進し、厳しく

抑制していく必要性があろうかと思います。主要予算別の重点と抑制･削減を明確

に打ち出し、新たな財政構造改革の出発点であるということを「基本方針2003」

に反映させていく必要があろうかと考えております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。政策評価に関連しまして、片山大臣から御

発言をお願いします。 

（片山議員） 政策評価だけではないですが。取り敢えず説明しましょう。 

   資料の３－３でございます。お開き下さい。 初は序論みたいなことを書いて

ありますけれども、小泉内閣誕生から２年以上経過しまして、依然として厳しい

内容の経済環境であるが、多くの分野で構造改革の成果が実りつつあり、また、

改革に向けた取組みが加速している。そこで、その下にありますように、現在進

めている構造改革の強化に向けて、更なる挑戦が必要。そのためには、国・地方

を通じて財政状況が厳しい中で、一層の行政の効率化や経済活性化に向けての集

中的な、また効果的な政策資源の配分が必要である。 

    そこで、そのことを少し細かく書いてあるのですが、これを「骨太方針」の中

にはっきり書いていただきたい。Ⅰは、「国・地方の挑戦」ということで「効率

的で簡素な政府の実現」と、そこに色々と書いております。１つは政策評価結果

の予算等への反映・活用の強化。合併、電子政府、電子自治体、地方行革、三位

一体、公務員制度、これはサポートする制度でございますが、これらを「骨太方

針」で丁寧にはっきり書いたらどうか。Ⅱは、「企業・個人の挑戦」、「経済の

活性化」でございまして、構造改革に向けた取組みの着実な推進ということで、

産業再生と雇用創出、以下ずっと日本発新ＩＴ社会の構築等と書いてあります。

それから地域経済の活性化の方で、雇用対策についての問題、特区の問題、産学

官連携の問題、統計情報、これは私どもの方がこういうことをやりたいと、ある
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いはネットワークのこと、それから災害のこと、これらを「骨太方針2003」へと

いうことであります。 

   その次に書いてございますのは、骨太方針をまとめる上での「基本的な考え方」

でございます。今までの2002の骨太方針、その前などと一貫性・継続性が要るの

ではないだろうか。その方が国民に分かり易い。そういうことを（１）②で書い

ております。去年が３つの戦略で、今年は７つの宣言で、七五三というのはあり

ますけれども、2002と2003がどう連携しているかということがないと、毎年度、

毎年度単発でやる訳ではないのですから、小泉構造改革の一環としてやるんです

から、それが一つ要る。その方が分かり易いということを書いておりますし、も

う一つ当方から言えば、地域の視点だとか、現場重視の発想が雇用や産学官や経

済活性化でも要る、それらを入れることが分かり易くなるということです。 

   次のページは、「国と地方の挑戦」、「企業・個人の挑戦」の項目を書いてご

ざいますが、もう１枚めくっていただきまして、６ページが政策評価です。政策

評価は御承知のように、一昨年法律ができまして、去年の４月から施行されてお

ります。これは大きな政策評価だけではありません。施策評価も事業評価もやり

ますし、終わった後には行政評価・監視もさらに行う訳でありまして、これを強

化して今後の予算や機構・定員を含みます政策等に反映することが、全体として

はスリム化、効率化につながると考えております。各府省では政策評価を実施し

ておりますが、これをできるだけ早くやってもらう。左の方にちょっとあります

けれども、政策評価の実施・公表を６月ぐらいまでにやってもらう。遅くても８

月にやって、予算要求に反映していただく。それを予算要求していただいて、そ

の結果をまた査定当局で査定をして、それをまとめるということを右と左に分け

て書いてございます。 

   そこで、財務省のおやりになっておる施行状況調査なんですが、私は政策評価

の中に位置付けて是非関連性を持たせていただきたいということが１つございま

すし、それからモデル事業というのもおやりになるという話を前回の諮問会議で

聞きましたが、これも大きな政策評価の仕組みの中での一環にしていただいた方

が、各省の方がいいと思いますし、国民の目から見ても分かり易いし、今、国会

が盛んに評価ということを言いだしまして、衆参の行政監視委員会や決算委員会

などがかなりはりきりまして、正直言うと我々はくたびれるのですけれども、法

案そのものではないけれども、しかし、なかなか良い審議をしてもらっておりま

すので、これをまとめれば、私は各省庁も相当良い材料を得ることになると思い

ます。そういう総合的な連携を財務省だけでなくて、大きな政策評価の中で国会

の審議にもつながることで実際効果があります。役所はある意味ではそれが一番

怖い。予算も怖いです。国会も怖いのですから。私はそういうことを考えており

まして、わざわざ作った政策評価制度を是非活用していただきたい。 

   ７ページ、８ページはそのことをずっと書いております。評価結果の予算等へ

の反映・促進など、見ていただければそのとおりです。 

    それから、政策評価の質の向上の促進、そこで先ほどお話が貝塚先生からもあ
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りましたが、事後評価をちゃんとやっていない。これを全部やっていただくとい

うこと。それから特定のものについては、事前評価をルール化していく、こうい

うことが是非必要です。事前と途中もやりますし事後をちゃんとやる。こういう

ことが必要ではないかと思いますが、評価の定性的・定量的な手法など色んな議

論がありますけれども、評価手法をこれから確立していく必要があるので、外国

の制度の十分な調査研究が必要ではないか。また人材の確保、資質の向上等も、

そこに書いてございますが、必要ではないか。こういうふうに思っております。 

   説明は説明で、また意見は後で言います。 

（竹中議員） 関連しまして平沼大臣にお願いします。 

（平沼議員） お手元に１枚紙の資料３－４というのがあるんですけれども、前の経

済財政諮問会議で皆さん方読んでいただいたと思いますが、こういうものを出さ

せていただきました。その中で、それを簡単にまとめたのがこの１枚紙なんです

けれども、基本方針の骨子案の１－３にある経済活性化は、デフレなど直面する

課題でございますほか、財政再建、中長期的課題を解決するためには不可欠であ

り、当たり前ですけれども、政府としては強力に取り組んでいかなければならな

いことをここに一連で書かせていただきました。 

   そして経済活性化を実現するためには、我が国が目指すべき明るい将来の姿を

明確な形で国民に示すことが必要であって、その政策目標を明確にして、そして

民間の潜在力を 大限引き出すことが必要だと、こういうふうに思っています。

それには、やはり「未来創造型投資」へ大胆に政策資源を重点化することだと、

こういうふうに思っています。 

   それはこの前の提出資料で出させていただいていますけれども、皆さん方ご覧

いただいたというふうに思っています。 

   その経済活性化対策を具体化するには、当たり前ですけれども、予算の裏付け

も必要でございまして、財政再建の取組みとも両立させながら、「未来創造型投

資」の分野については、ここが大事なんですけれども、前年度予算額にかかわら

ず、政策実現に必要な額を要求できるようにして、メリハリの付いた16年度予算

を実現すべきである。こういうことです。 

   それから、骨子案の２－３の雇用と人間力の強化について一言申し上げますと、

若年雇用対策については、皆様方御承知のように、私を含めた４閣僚で取りまと

めて次の経済財政諮問会議に出させていただく予定ですけれども、私どもとして

は、「未来創造型投資」の中では も重要だと思っておりまして、具体的な内容

を国民に分かり易いメッセージで織り込んでいく、こういうふうに思っておると

ころでございまして、非常に簡単な説明でございましたけれども、そういうこと

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、御議論いただきたいと思います。

片山大臣。 

（片山議員） 貝塚先生から出た資料の中で、２ページに構造改革には「『保護・救

済型』から『自立支援型』の制度への転換」、国と地方の改革も入れていただい
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ておりますが、私もまさにそうだと思います。今まで「自立支援型」にしなかっ

た。国主導依存型にしてきたので、そういう制度及び環境を変えていくというこ

とは大変に必要だと思っております。 

   それから、特別会計は必要なものは沢山ありますが、必要性の低いものもあり

ます。財務大臣がおられますけれども、正直言いまして財務省の都合で作ったも

のが大分あります。経済が急速に伸びるとき財政が膨らみましたから、そういう

ものを分けるとか、色んなことがあってできたので、私は一遍きちんと見直すべ

き時期に来ているのではないかという点では同感でございます。 

   それから、３ページのＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥの方でございますが、先ほど言

いましたように、大きな政策評価、総合的な評価システムの中での位置付けを是

非お願いいたしたい。こういうふうに思います。 

   それから、本間先生のお話の方の資料３－２でございます。気になることをま

た細かいことを言って恐縮でございますが、１の「16年度予算についての基本的

な考え方」で、「一般会計及び一般歳出を前年度以下に抑制する」は、いいです。

「地方を含めて」と、特別会計と地方が、同じレベルで捉えられるのかどうか。 

（小泉議長） 今度は三位一体だから。 

（片山議員） 「一般政府ベースでも、前年度以下に厳しく」と。上の行には「厳し

く」がない。下には「厳しい」。こういうときに普通の書き方は、地方財政につ

いても同じような考え方でやってくれと、こういうのが普通です。特別会計と並

べていただいて恐縮ですけれども、お考えいただきたい。大変細かいことを言っ

てすみません。 

   それから２枚目ですけど、また同じようなことを言いますけど、「横断的な削

減・抑制予算」の２つ目のポツで「国の関与を縮減し、地方の権限と責任を大幅

に拡大する」は、賛成でございます。「三位一体の改革を推進する中で、地方向

け補助金等を削減すべきである」と、これはいいのですけれども、ここで言うと

切られっ放しだという感じを与えます。必要なものは税源移譲して措置をすると

いうようなことがないと、言われたことはそういうことではないと思いますけれ

ども、誤解を招くおそれがあります。そこで、この前、補助金をカットして、７

割か８割でいいと本間先生が言われました。私はそれは検証しなければいけない

と言いました。それははっきりしていないと言ったら、どこかの知事が言われた

と聞きました。その知事が来まして「私は言っておりません。」と、私にそうい

うふうに釈明に来ましたので、是非これは検証してください。さらに、財務大臣

には悪いのですけど、どこかで「７割だけども、可哀想だから８割にしてやる。」

とおっしゃったことが大変な反発を呼んでます。 

（塩川議員） そうじゃないんだ。 

（片山議員） 私はお人柄をよく知っていますし、言動もよく分かっていますから、

例によってやったなと思いましたけれども。今、ナーバスになっていますから、

一つそこは……。 

（塩川議員） 僕が「７割」と言ったら、「８割にしてくれ」という質問があった。
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「それは可哀想だけれども、それはできん。」と言ったんです。 

（片山議員） 「可哀想だからしてあげる」と言ったのじゃないの（笑）。それで、

「可哀想とは何だ。」と、こうなった。本間先生、検証すれば、７割でも８割で

も９割でも結構ですけど、検証しないといけませんよ。 

（本間議員） 片山知事と直接的にお話をする機会がありました。それぞれのケース

で事情が違っておりますから、精査をする必要があることは理解しておりますが、

これは平均的に申し上げたつもりであります。 

（片山議員） 片山、片山ですみません（笑）。それから、その一番下の「国と地方」

も同じです。地方財政計画の規模を抑制することに地方交付税総額を抑制する。

これはいいですけれど、交付税だけでは一位ですから、これについても補助金も、

税源移譲もやると書いていただきたい。 

（本間議員） お言葉は本当にそのとおりだと思いますが、これは16年度予算という

ことに限定しておりまして、どちらかというと歳出削減にフォーカスを当ててお

りますので。 

（片山議員） そこは色々な意見や考え方がありますので、細かい神経を是非使って

いただく方がまとまりやすいと思います。 

（本間議員） 分かりました。「基本方針2003」のところでは十分考慮したい。 

（片山議員） この前、妙に近い意見が出まして、大変みんな怒っておりますので、

ひとつ。以上です。 

（竹中議員） 特に宜しいでしょうか。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） ちょっと突飛な話なんですが、財政制度等審議会の平成16年度予算編

成の基本的考え方、パンフレットがございますが、これの19ページと20ページに

防衛の件とＯＤＡの件が書いてあるんですが、これを読ませていただくと、なる

ほどというふうに思うんですが、この防衛とＯＤＡについては、特に、対外的な

近所付合いといいますか、世界的な意味で日本が付き合っていくために、みんな

力を尽くしてやっているところですから、余り細かいところというと変ですが、

変なところに手を突っ込んで、士気を落とすというようなことがないように。こ

れは私どもも手が入らないところなんですが、これは誰が決めるんですか。 

（竹中議員） 昨年はそれもここで少し議論をいただいたというふうに記憶をしてお

ります。 

（塩川議員） 奥田さん、僕は防衛庁の兵器に関することは一銭も削らんと言ってお

るんですよ、兵器は。しかし、内務班に関することは、これは厳しく査定しなき

ゃいかんと。無駄があるんじゃないかと。例えば、自動車整備の問題だとか、物

品の食糧の購入だとか、耐用年数なんかもあるし、内務班のことについては、僕

は言うぞと。しかし、兵器のこととか、弾薬のことは絶対言わぬと言っておるん

です。どうも自民党に伝わってきているのは、防衛費を切るばかり言うんです。

防衛費は切るんじゃないです。僕は戦闘能力とかそういうようなことは全然言っ

ていません。「言うとおり出す。」と言っているんです。 

（奥田議員） そういうお話が、私はこの中へむしろ入れておいたらどうかと思うん
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ですけどね。 

（塩川議員） それは入れてもいいですよ。 

（奥田議員） 余り露骨にそういうことを言われると、また拙いと思いますけれども。 

（塩川議員） その代わり内務班のことはきちっとやってくれないといかんですよ。 

（奥田議員） それはもちろんそうだと思うんです。ただ、ＯＤＡも防衛も対外的な

問題もあって、士気が落ちると日本の国としても非常に困るということがあるも

のですから。 

（塩川議員） ＯＤＡも様々ですよ。だから検証が必要なんです。評価、検証。 

（貝塚会長） 防衛費については、防衛費全体というよりは、中身を変えていく必要

があるということが一番重要で。 

（竹中議員） 色々御意見があろうかと思いますが、次にもう一つやっておかなけれ

ばいけないのがありまして、平沼大臣に御発言をいただいて、吉川議員に御発言

いただいて、次に移りたいと思います。 

（平沼議員） 16年度の予算編成の基本的な考え方で、民間議員の方から出された資

料の１．にあるように、政策の重点、削減・抑制すべき事項、それぞれメリハリ

を明確化することは、それはそのとおりだと思います。ただ、この資料において

は、政策の重点についての書き振りがいささかちょっと具体性を欠いて分かり難

いというような気がいたします。私は前回の会議、また今も１枚紙で触れました

けれども、未来につながる投資についてこそ重点的に予算配分をすべきだと。具

体的に、例えば、今申し上げたように若年対策を始めとする雇用関係ですとか、

創業支援ですとか、技術開発など民間による持続的な需要の創造につながる未来

への投資については、必要な額の予算要求を可能として重点的に予算配分をする

べきだと思っています。 

   それから、予算要求スキームにつきましても、こういう観点から昨年のやり方

を単純に踏襲するのではなくて、大胆な予算配分の変更を可能にするスキームに

する、この必要が私はあると思います。 

   それからもう１点、モデル事業の推進について、改革に向けて全項目について

一斉に改革を行うよりも、特定のプロジェクトについて試行的に実施すべきだと

私は何度かこの会でも申し上げさせていただきました。今回の平成16年度の予算

において、新しい予算編成システムをモデル事業として導入するということを提

言されたことは、私の主張もありまして評価をさせていただきたいと思います。 

   これも繰り返しになりますけれども、非常に重要なのは、各大臣のリーダーシ

ップで削減した予算を優先度が高い分野に回す柔軟な仕組みを導入する。このこ

とが私は本ペーパーにあるように事業の性格に応じて、予算執行の弾力化を行う、

これでどこまで担保できるか、これは必ずしも明らかになっておりません。です

から、各省がモデル事業によって、自らのイニシアチブで予算を効率的に使って、

競って改革に邁進する意欲を刺激するような仕組みが必要じゃないか。敢えて付

言をさせていただきます。 

（竹中議員） どうぞ。 
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（吉川議員）  先ほど総理が今のような状況では財政の赤字を垂れ流すということは

不可能だ、財政規律が大切だと仰ったと思うんですが、全くそのとおりだと思い

ます。もう一方で、平沼大臣が、今、例えば未来を創造するような投資は行うべ

きだと、これも私はそのとおりだと思います。総理が仰ったことに賛成ですし、

平沼大臣が仰ったことも賛成です。この２つを両立させるというのは中身を変え

る、これしかない訳です。これは当たり前のことを繰り返し申し上げていて大変

恐縮なんですが、誰がどう考えても、これしかない訳ですから、これが日本の財

政の活路といいますか、ポイントだと思いますので、是非とも内閣全体で、この

点、総理にも是非リーダーシップを発揮していただきたいとお願いします。 

（小泉議長） 財務省だって、公共事業費とか、文教費とか、社会保障費とか省庁横

断でやっているでしょう。建設省だって、運輸省だって、農水省だってある。財

務省の方ではちゃんと公共事業費をやっているんでしょう。省庁横断の考え方を

もっと強く出せばいいんだよ。 

（塩川議員） 結局、今までだって省壁だって言っていたでしょう。このごろは局壁

じゃなくて課壁ですわ。課単位です。「もちません」と言ってくるんです。「何

がもたんのや」と言っている。「私のところはもちません」と言う。「もちませ

んとは何だ」と。 

（小泉議長） 総務省も補助金なんかなくなっちゃうと自分の仕事がなくなっちゃう

からということで怯えているのもあるんだよな。困っちゃうよな、ああいうのも。 

（塩川議員） 総理ね、私が言っているんですよ。中央の役人が地方へどんどん流れ

るような交流の道を人事制度として作ってやらんと。溜まってきておるんです。

中央で遊んでいる奴、窓際ばっかりできてくる。補助金を譲っていくとね。それ

はいかんので。 

（片山議員） そんなもの、全部地方にもらっても困る。できの悪いやつを（笑）。 

（塩川議員） 地方に回らないと。技術屋はいないですよ。例えば、道路にしても下

水にしても住宅にしてもね。それでどんどん回してやる。一番上手いこといって

いるのは下水ですよ。下水の技術屋というは、全部、下水道事業団に派遣してい

る。 

（片山議員） これがまた問題です。 

（塩川議員） しかし、皆派遣している。 

（片山議員） あまり言うとまた問題になりますので。 

（竹中議員） 今の御発言は、要するに、改革の一貫性をきちっと示しながら、しか

し中身を変えてしっかりとメリハリを付ける。そのメリハリの中身としては、「民

需誘導型」という言葉とか、「未来創造型投資」という言葉とかが出た。政策評

価を他の制度ときっちりと関連付けるというようなこと。モデル事業は評価する。

そういった方向で是非取りまとめをしたいと思います。モデル事業に関しまして

は、一つの事務局の案をそこにお示しをしておりまして、今、調整を始めており

ますが、今日はここで議論する時間がありませんので、これについての御意見は、

事務方を通してやっていただきたいと思います。 
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   それでは、 後に「基本方針２００３」の骨子案でありますけれども、これを

極く簡単に、後の時間が今日はあるようでありますので、簡単にお願いします。 

 

○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」の取りまとめに向けて 

（小平政策統括官） それでは簡単に。 

   お手元に骨子案３枚紙がお配りしてございますけれども、第一部、日本経済の

課題でございます。今、我が国は先進国の中で も悪い危機的な財政状況の中で

政策運営をするということが迫られている訳でございまして、そういう状況のも

とで、構造改革の推進が元気な日本経済を実現する唯一の道であるということを

示すことにしております。 

   具体的には、ここにございますように、デフレの克服、それから今まで進めて

きました改革の成果を点検・評価した上で、構造改革の新たな段階への基本方針

ということで３つの宣言と７つの改革を示すことにしたいというふうに考えてお

ります。 

   目指すべき課題ということで、ここにございますように、経済活性化、国民の

「安心」の確保、将来世代に責任が持てる財政の確立ということで、その内容は、

それぞれのところに書いてございます。 

   ２枚目を開けていただきたいと思います。２ページ目の一番上に３つの宣言と

いうことで、「経済の活性化」、「国民の『安心』の確保」、「将来世代に責任

が持てる財政の確立」ということで書いてございます。 

   構造改革への具体的な取組みにつきましては、今、申し上げました７つの分野

につきまして、それぞれここに書いてございますような内容を中心に取りまとめ

ていきたいということでございます。 

   ３ページ目をご覧いただきますと、 後に16年度経済財政運営と予算のあり方

ということで、具体的な予算等の考え方についてまとめたいというふうに考えて

おります。 

   以上でございます。 

（竹中議員） この骨子案をベースに、これまでの審議内容を各大臣の御意見も踏ま

えて取りまとめを急ぎたいと思いますが、今のうちに特にお伺いしておくことは

ございますでしょうか。 

（塩川議員） 統括官ね。余り無駄なかやくばかり書くなよ。まるで天ぷらうどんの

衣みたいに一杯付いている。無駄なことが実に多いでしょう。本当にエッセンス

だけを書いてくれたらいい。時代の要請に基づきとか色々なことを書いてあるけ

ど、国と地方のあり方どうのこうのとか、同じことが何べん出てくるか分からな

い。違いますか。これをもう少し簡素にしてくれたら、半分ぐらいで済むものを。

長ったらしいね。衣ばっかり付いている。衣なんか要らないから中身だけで書い

てくれよな。 

（片山議員） 表現について注文がありますけど、それはまた言います。そこで「安

心」の確保が社会保障制度だけなのです。これは災害だとか、防災だとか、治安
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だとか、そういうことが大切です。法務省関係だとか、それを入れてください。

即物的な安心を。 

（竹中議員） 昨年も確かにそういう話が出ましたですね。 

（片山議員） 表現を見たら幾つかありますが、後にします。 

（竹中議員） 牛尾議員何かありますか。 

（牛尾議員） この資料の４－２でまたダブって書いてありますけど、やはり「官か

ら民へ」ということが、民間の経済活動の範囲を飛躍的に広げ、活性化につなが

る訳ですから。これを取り除くのには、やはり規制撤廃と特区なんですね。どち

らかは全部できるはずなんで、これを是非やって欲しいということと、それから、

色んな人の表現でかなり改革が進んだがということになっていますけれども、や

はり、歩みの遅い分野や小幅な改革に留まっている分野も山ほどある。そういう

認識を我々は忘れちゃ駄目だということを、今度の骨太には書きたいと思います。 

   それから国から地方へは、この前申しましたように縮めないように。段々小さ

くなってくるんです。だから、片山大臣が仰ったんですが、あの構想で 低５兆

5,000億円ぐらいは動かないと国から地方はやらないことになると思うんです。 

（片山議員） それを目指さないといけない。 

（牛尾議員） 三位一体というものは、逆にブレーキになったら困るんです。大きく

流して三位一体を手段としてやるということをお忘れなく。 

    それから、総理が仰ったプラスマイナスを各省が考えるんじゃなくて、政策群

で考えるべきなんです。財政審の「的確に」という表現がありましたが、違った

次元でプラスの部分とマイナスの部分を分けてメリハリを付けるということをや

らないと、局や課単位でやっちゃったら身動きできなくなると思います。今度は

民間需要を創出するためのものに重点を置いて予算配分をする。そして技術的型

のものに変えていかないと、今度は16年度は相当制度を変えないと、14、15、16

と同じようなことをやっていたら、本当に国民は落胆すると思うんで、それはは

っきり従来のやり方を変えるということを書きたいと思っております。 

（塩川議員） 簡素に書かないとあかんわ。抽象的なことばっかり言っていては分か

らへん、結局。 

（牛尾議員） そうです。簡素に書いてください。以上です。 

（竹中議員） それではどうもありがとうございました。 

 

（以 上） 
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