
 
 

平成 15 年第 12 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 

  

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 
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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） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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行われた。 

 

○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有識者議員提出資料の「試算」部分は事務方から

御説明しており、それを踏まえて有識者議員から御説明いただく。社会保障制度

改革の基本的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

集中的に御議論いただきたい。奥田議員。 

（奥田議員） 資料１－１、国民負担率の抑制について。経済社会の「活力」を維持

し、持続的成長を目指すには、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。際限なく負担が拡大する不安を取

り除く必要があり、また、50％水準は社会保障制度に限らず抜本改革を行う旗印

としても適当である。その達成には、社会保障給付を抑制し、歳出でも国・地方

の無駄を徹底的に排除し、大幅に抑制する必要がある。構造改革で経済活力を高

めていけば、将来自然増収が見込まれ、中期的な意味での歳入増に向けた環境も

整う。 

年金制度改革の重要ポイントは、世代間の公平をできる限り確保し、制度への

信頼感を取り戻すこと。それには、既に年金を受けている人も含め、早期の給付

抑制が不可欠である。さらに、保険料も、負担水準をできる限り抑制する前提で、

なるべく早期に引き上げることが有効である。また、税制見直しとして、公的年

金等控除の段階的廃止、Death Duty も検討すべきである。さらに、将来にわたる

負担の抑制と負担に見合う給付が必要であり、高齢者の経済格差に応じた給付水

準の見直し、あるいは積立金も可能な限り抑制して、保険料引上げを抑えること

が重要である。基礎年金については、税と保険料部分の役割、保険原理を明確に

する。国庫負担の財源としては、消費税など国民全てが広く薄く負担する税が望

ましい。保険料については、基礎年金と厚生年金を分離する。また、未納・未加

入者の徴収を徹底強化することが必要だ。 

医療制度改革では、公的医療費の伸びの抑制がポイントである。また、医療サ

ービス効率化プログラムも、オープンな場で工程表を改めて作成し、早期完全実

施が必要である。最後に、社会保障サービスの一体化について、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捉え、生涯の安心の観点から給

付と負担を効率よく設計することが社会保障にとっては重要である。 

（竹中議員） 坂口大臣。 

（坂口臨時議員） 民間議員からの大枠のお話とも併せて発言したい。国民負担率と

年金の２点申し上げたい。社会保障問題を論じると、保険料と税制全体の国民負

担率が議論になる。潜在的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、今後の財政再建をどこまで進めるか、プライマリーバランスを何時ま

でに回復させるかとセットに論じるべきだ。財政再建、税制改革のスケジュール

を示さずに、社会保障の抑制で財政再建を行おうとする印象を国民に与えかねな
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い。それでは国民の理解が得られない。また、経済学の分析では、国民負担率が

経済機能の低下につながるとはされていない。吉川先生の御著作も読んだが、国

民負担率はあくまで財政規律として認識されていると理解している。国民負担率

５０％を家計負担率に置き換えて計算したところ、サラリーマンでは２９％程度

の負担になるとの結果が得られた。国民負担率というと、収入の半分が税と保険

料で出すという錯覚に囚われやすい。もっと分かり易い指標の方が良い。いずれ

にせよ、年金問題を論じるときには、負担と給付の両面から決めていかねばなら

ない。 

民間議員提案の最高負担率 18％以下だと、所得代替率は 40％を切る可能性も

ある。国民は不満だと思う。有識者への調査も行った。将来、年金を中心に自助

努力でやるとの考え方が大多数である。年金中心ならば所得代替率 50％を維持す

べきだ。保険料の上限は 20％までという回答が最も多い。その辺までは覚悟する

気持ちがある。また、基礎年金国庫負担率の３分の１から２分の１の引上げにつ

いても強い要望がある。その税負担にも理解するとの思いが籠もっている。これ

が国民の将来像、年金への思いではないか。具体的数値は資料に書いたので、是

非、御一読いただきたい。もう一つ国会でも年金問題への関心が高まってきてお

り、超党派で議論して、決めていこうという熱心な動きも出てきた。そうしたこ

とも御理解いただき、年金を御討議いただきたい。 

国民負担率、潜在的国民負担率の問題については、今後の税財政の問題とセッ

トで御議論いただかないと、大きな誤解を生む可能性がある。また、国民の年金

への思いは強く、応分の負担は必要とする合意もできつつあると思っている。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 諮問会議では、経済の動向と財政のあり方、社会保障のあり方を一体

で考える基本方針を出してもらいたい。その中で社会保障制度を考えていく。１

つは、定年制の問題も考えるべきだ。５５歳、６０歳で定年というのは気楽すぎ

る。それから、高齢者は、一律弱者と扱うのではなく、社会の一構成員との前提

で考える。高齢者の中の弱者は、弱者として対策を講じていくべきだ。本当の高

齢者は７５歳以上ではないか。私はそうだが。それから、低成長時代で税の問題

など財政でも難しいので、給付と負担の関係は見てもらいたい。坂口大臣は 50％

ではとてもできないと言われるが、国債が将来とも安定とは思わない。国債への

国民の認識が変わる時代には、発行した国債にも絶えず関心を持ち、政策を給付

と負担で考えないと国の税制がもたない。国民負担も、ある程度余裕を持たせて

おくべきで、50％前後でお願いしたい。 

（竹中議員） 御議論いただきたい。 

（吉川議員） ２点コメントしたい。第一に、国民負担率と経済の活性状態の問題は

日本だけでない。色々な国が関心を持ち、理論・実証研究は山ほどあるが、結論

ははっきりしない。これが正直な結論で、貝塚会長が提出された資料 1-3 の２

枚目にも書かれている。しかし、国民負担率の尺度が意味がないのではない。こ

れは結局は高度な判断の問題である。各国、各時代に、各国民がどう考え、どれ

くらいの水準を適正と考えるのか。高過ぎれば経済に負の影響を与えるが、ある

範囲内では、国民負担率と経済の活力の間に単純な１対１の関係はない。第二に、

坂口大臣は、国民負担率、特に潜在的国民負担率は財政の問題、財政赤字の問題

であり、社会保障問題とは切り離しすべきとのお立場だろうが、他方で、基礎年

金国庫負担の２分の１引上げは念頭に置かれているのでこの点では、財政問題と

社会保障問題、年金問題は切り離せない。また、厚生労働省が年金は「安心」と
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言われるときに、給付水準の維持と同義で議論されるようだ。しかし、社会保障

制度を巡る安心で一番重要なポイントは「持続可能性」、つまり頻繁な変更を必

要としない盤石な制度を設計することだ。この意味でも財政問題とは切り離せな

い。社会保障問題を考えるときには、税財政とセットとすべきというのは正しい

姿であり、その際に国民負担率が分かり易い尺度として登場する。 

（平沼議員） 潜在的国民負担率を50％に抑える目標は安易に下ろすべきではない。

その上で、給付抑制、保険料、税のバランスでは様々な考え方がある。企業所管

の立場からは、保険料引上げは慎重にすべきだと思う。民間議員ペーパーでは、

いくつかの試算を行っているが、他のケースも含め国民が納得する改革案を幅広

く議論し、納得する到達点を互いに見いだす必要がある。それから、議論の前提

として基礎年金、厚生年金それぞれの性格を明確にする必要があると思う。私は

基礎年金は最低限の生活保障として所得分配機能を強化する。厚生年金は保険原

理を貫徹させる考え方が最も適切だと考えている。 

（貝塚会長） 社会保障制度審議会で議論中だが、女性、単身者など、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る。 

（片山議員） 60 歳定年制は見直さざるを得ない。定年制は 65 歳延長、70 歳までは

再雇用か勤務延長、75 歳まではコミュニティ活動などをしてもらい、本当のリ

タイヤは 75 歳からとするべきだ。その中で働けない高齢者をどうするのか。そ

れから、負担だけの議論でよいのか。給付やサービスとの見合いが要るが、高福

祉高負担、低福祉低負担というように国民に色んな選択肢を示し、国民に選んで

もらうべきだ。どういうスケジュールで、どのように国民に示し、どういう仕組

みでコンセンサスを形成していくのか。負担では、税と保険料と自己負担がある。

税は公助、保険料は互助、自己負担は自助であり、組合せについて国民の合意が

要る。互助の場合には、企業が絡む。その割振りも考えないと、３次か４次連立

方程式なので大変難しい問題だが、これを越えないと、これからの高齢化社会を

乗り切れない。 

（牛尾議員） 塩川・片山両大臣とほぼ同じ考えだ。これから 10 年間は劇的に変化

してくる。行政全般に言えるが、過去を引きずって先のことを考えると悲観的な

結果しか出ない。それをポジティブにどう変えるか。男女共同参画も含め、70

歳までの男女が働く前提で制度を考えないと成り立たない。グローバリゼーショ

ンで少子化が続けば、若い人でないとできない仕事があるので、国内サービスで

は労働移入自由化が当然大きな議論になるだろう。ものづくりはこちらが出かけ

ればいいが、サービスについては、高齢者介護サービス等国内で労働力の要るサ

ービスも出てくるので不足することも考えるべきだ。グローバリゼーションを前

提にした行政制度は避けられない事実だ。 

   50％の国民負担率は、土光臨調でも大いに議論したが結論が出ないまま曖昧な

表現で終わっている。一番の問題は財政赤字で、本来既に 49％ぐらい負担すべ

きところを、財政赤字で先送りしている事実を国民に理解してもらう必要がある。

財政赤字解消は、それ以上に大事なテーマであり、国民負担率 50％とは、年金

だけではなく、政府の財政も福祉も財政基盤が無いと成り立たないので赤字を無

くす必要がある。総理の言われる「改革なくして成長なし」だ。しかし、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、現在の国債発行残高

が 700 兆円から５年後には 1,000 兆円を超える点に、危機感はあっても誰も議

論しようとしない。国債暴落リスクを考えると、財政基盤の上に立った年金・社
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会福祉でなければならない。収入に見合ったことしかできないのが全ての経済原

則だ。土光臨調でも 45～50％ぐらいを決意し事実やってきたが、最近の７～８

年で一気に崩れた。これを一気に戻すことはできない。歳出増をしないだけで動

かなくなる硬直的行政は、時代の変化を認識すべきである。 

（本間議員） 90 年代以降、経済がグローバル化していく中で、国民負担率の問題

は新たな検討が必要だ。94 年に、スウェーデンでは、国内最大手の生命保険会

社の国債購入停止から端を発してクローネが大幅に下落し、長期金利が一時急騰

して国内経済が混乱したのを契機に、国民負担率、保険料の問題が徹底的に議論

された。国際的に資金移動が非常に速くなっている状況で、金融面の影響を考え

ないといけない。 

 第二に、企業が設備投資の場所を国際的に選ぶ時代に、国民負担率の急激な上

昇と企業負担増大が、設備投資と付随する雇用を海外流出させるという重要な問

題が各国で深刻化している。雇用問題でも、ＥＵ諸国で外形課税を廃止する議論

もある。現状の開放的でモビリティが高い経済の中で、国民負担率をきちんと見

据えながら、危機を起こさないようにマネジメントすることが非常に重要だ。 

（坂口臨時議員） 年金は、財政再建、税制改革の問題等とセットに考えなければな

らない。年金の将来像だけを考えるならば、国民から誤解を受ける可能性がある。 

 国民との対話や、内閣府の調査等様々な調査から浮かび上がってくるのは、若

い方は「将来どうなるか分からないが何とかなるだろう」との回答が半分、「掛

け金をせずに将来のことは自分でやる」との回答が半分である。しかし、40 歳以

上の方はほとんど、年金の必要性をかなり強く感じている。 

    現在、高齢者で、子供から仕送りされる人は４％しかいない。96％は年金なり

自分の財産なりで生活している。現在の経済状況でも崩れずに進んでいるのは、

年金が非常に大きな力を発揮しているから。仮に将来、年金を大きく引き下げ、

高齢者が仕送りを要する社会に戻し、若い人たちが自分の生活をし、両親にも祖

父母にも仕送りする事態になれば、経済停滞は間違いない。年金問題は単に負担

の問題だけではなく、将来の経済に対しても大きな影響を与えると考えている。 

   40 歳以上の方は、負担増加にかなり覚悟が決まってきており、負担すべきも

のは負担する。そして、年金はきちんとしてもらうという気持ちがかなり強いと

思う。このため、幾つかの案を示して選択してもらうことも一つの方法だと思う。

将来財政が厳しいというだけで年金を減らすことは、間違いなく、かなりの抵抗

を受けると思う。 

（竹中議員） 今日の議論では、財政に関する健全な危機感をしっかり持った上で、

国民負担率についてマクロ経済や財政の観点から議論する必要があるとの指摘

がある一方、社会保障と直接結び付けるのは問題があるとの指摘もあった。骨太

の書き方も留意する必要がある。保険料率と所得代替率では、幾つかの考え方が

ある。今まで必ずしも十分に議論されていなかった定年制の見直し・働き方の問

題があるということと、国民に多様な選択肢を示してどのように合意形成を行っ

ていくかという観点が特に指摘された。骨太の中で消化して議論をまとめていく

部分と、引き続き坂口大臣を中心に検討を進める部分があると思うが、できるだ

け骨太の中で反映させていきたい。 

（奥田議員） 坂口大臣は、パーセンテージ表示は不適切だと言われるのか。  

（坂口臨時議員） 国民負担率はパーセント表示になるのは止むを得ないが、国民負

担率では分かり難いため、家計負担の方が分かり易いということ。以前の分析で

は、国民負担率 50％は、平均的サラリーマンでは 29～30％ぐらいの負担となる。 
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（坂口臨時議員退席） 

 

○資金の流れについて 

（竹中議員） 資金の流れに移る。以前、有識者議員から家計の貯蓄が安全資産へ向

かい、公的部門に流れて将来の成長につながっていない、という問題提起がされ

た。どのような改革が必要かという観点から、有識者議員に論点整理をして頂い

た。吉川議員。 

（吉川議員） 資料で御説明する。２つの問題を議論している。一つは、マクロ経済

全体での資産の保有構造に関わるもの。ストック、国全体のバランスシートに関

わる問題だ。もう一つは、フローとしての資金の流れに関わる問題。年々歳々の

資金の流れの裏側には、国の経済、実体経済のあり方がある。資金フローは実体

経済のあり方と切り離せない。この２つの問題を「資金の流れ」という一つの言

葉で表現し、それぞれについて、現在の日本経済が抱える３つの問題点を指摘し

ている。 

   第一に、経済全体での資産の保有構造に関わる問題だが、この 10 年間の経済

活動の結果として、現在、国債残高が非常に大きくなっている。この国債を、日

本では郵貯、民間金融機関が約７割抱えている。現在は非常な低金利だが、金利

が上がると国債の値段は下がる。将来、日本経済が元気になれば必ず金利が上が

るが、この場合には国債価格が下がるので、郵貯、金融機関が７割保有している

ことは、リスクを抱えているということになる。資金運用高が大きい郵貯、民間

金融機関はリスク管理ができているのか、また、適正なリスク管理を担保する機

関があるのか、という問題がある。第二に、現在、国債の７割を金融機関が保有

しているが、リスクを広く薄くならした方が経済全体として安全ではないか。具

体的には、国債を個人が直接保有するようなことが考えられないか。株式では証

券税制等の改正を既に諮問会議で議論した。国債では、公社債の商品性に工夫の

余地がないか、販売網拡大も考えられないか。金融機関がリスクを抱えるよりも、

個人に分散する方が健全ではないかということである。第三に、国債管理の問題。

国債発行残高は 520 兆円で、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のではないか。以上３点が、国全

体のバランスシートに関わる問題。 

次の、フローとしての資金の流れ。まず、公的資金の流れが大きくなっている。

例えば、特殊法人問題。それから、国債増発の理由の一つに公共投資の問題があ

る。日本の公共投資は今なおＧＤＰ比６％水準と国際的にかなり高水準で国債が

出ている。また、国債増発の一方で民間貸出等が細っているが、背景にある不良

債権問題。現在まで金融再生プログラムを実施してきているが、政府と日銀が一

体で不良債権問題を解決し、民間金融機関がリスクテイクできるようにすべきで

はないか。 

（塩川議員） 資金の流れは非常に重要だ。しかし、現在まで皆関心が薄かった。本

間議員の資料を頂き、財務省でも資金の流れの変化について勉強している。情報

収集が一番問題のようだ。今後も議論していきたい。 

（片山議員） 資料の１．「民から官への資金の流れ」で言われているのは平成２年

で、バブル最盛期だ。一番株式保有数が多くて、郵貯、民間金融機関も一番少な

かった時期だ。それと平成 13 年度を比べているが妥当か。「貯蓄の増分 350 兆

円、証券市場から引き上げた分 180 兆円」と言うには検証が要る。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らしいが、70％
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のデータを開示すべきだ。 

   また、２．の「市場を通じた資金規模の適正化」は、どうやるのか。４．（２）

の「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」とあるが、具体的にどういうことなのか。問題提起ならばよいが、よ

く分からない。 

（本間議員） 現在は、公的資金を調達をしても金利が非常に非感応的で、御用金調

達のような発想の中で調達できる異常時だ。普通は、公的資金を調達すれば、金

利が上昇し、市場の資源配分機能、資金配分機能を通じたウォーニングを与えて

いく。それが公と民の間の資金の大きなガバナンスを形成する。これがヨーロッ

パから、我々が学ばねばならない教訓だ。潜在的プレッシャーが高まっているが、

これが破裂しないようどのように我々がソフトランディングさせていくかが、大

きな関心事である。これは金利機能をどういう形で復元させていくのか、これは

日銀に色々お願いしなければならないテーマであるが、是非、御理解いただきた

い。 

   もう一つの問題は、資金の使われ方。ロットが非常に大きく硬直化しているの

が、我が国のパブリック・セクターの特徴。資金の使われ方が具体的な付加価値

を生み出していない状況にある。これを国民経済を活性化する用途、価値を生み

出す部分にどのように誘導していくかが非常に大きなテーマになる。 

   公的部門を含めた金融機関は、金利が変動する中で、国債中心のアセット構成

が経営上のリスク。今の株価低迷と国債価格のバブルという中で、あたかも安全

資産を持ってという錯覚を持つのは極めて危険だ。官民のアセットの保有構造の

バランスをとることが、郵貯を含めた経営体として重要な要素ではないか。今後

の方向性を考えたとき、近視眼的に今の状況を外挿して延長するのではなく、そ

の方向性がかなりバイアスを持って逆方向に動くことも念頭に置きながら資産

構成を考えていくことが重要だ。 

（片山議員） 国債を政策的に上げ下げできればよいが、国債も地方債もそういう状

況にはない。財政政策とも絡むが、これだけ国債・地方債が出て、誰が引き受け

るかという議論もある。国債にもリスクがあるものの、どうぞ御自由にとなると

財政が成り立つのかという問題もある。 

（本間議員） 財政赤字を際限なく膨らませると、危険が増幅していくことをどのよ

うにマネージしていくか。 

（塩川議員） 国債が市場で偏在していることが問題だ。情報の流れの問題もある。

これから地方債が自主調達となると、地方自治体にも情報を流さないと困る。そ

のために私の方も勉強している。 

（福井議員） 資料の数字は十分検証していないが問題意識は十分持っている。現在、

我々は緩和を進めている状況で、将来、経済を良くする、ある意味では長期金利

が上がるような経済情勢の実現を目指して努力している。将来、目指すべき姿が

出てきたときに、市場の混乱を起こさないことが非常に重要なテーマである。単

なる警鐘だけでは逆に市場に混乱を呼び込むおそれもあり、日本銀行としても将

来の道筋は早い段階から勉強したい。同時に、国債残高が非常に大きい状況が出

発点であり、今後、国債管理政策が非常に重要になる。金融政策と国債管理政策

を表裏一体の問題として、良い道筋を築いていくためにも財務省とよく協力して

この問題をしっかり勉強したい。余りリスクを強調しすぎるのも適当ではない。 

（牛尾議員） 非常に困難だが、公的債務の管理には全力を尽くすべき。今は放置さ

れている。地方債が出てくる一方、私的債務もジャンクボンド・社債と出てくる
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ため、どこかがチャレンジしないといけない。これまで全体を見る機関がないた

め非常に危険な状態もあった。経済活性化を一生懸命やれば金利は徐々に上がる。

景気が良くなれば金利は上がる。活性化するために国債をどうするか。短期国債

を皆買っている。長期は買いたくないというのは当然だ。アメリカでもある時期

は短期国債ばかりになっていた。債券管理の見地からは見えてくる。現在はきち

っとしたものがないため、これを機会にチャレンジされることを期待する。 

（竹中議員） 資金の流れの問題は極めて重要な問題である。同時に具体的な対応が

難しく出口は見えない。しかし、問題意識を持っていることも示さなければいけ

ない。その辺を勘案して「骨太」の中に書き込めるようにする。 

（塩川議員）誤解を生む書き方では困る。 

（小泉議長） 私の見方では、「政策転換や景気対策をしろ」ということは、「もっと

国債増発しろ」ということだ。どうするつもりか。今、36 兆円発行しているの

に、100 兆円発行しろという人もいる。これは税収以上の国債を発行しろという

ことだ。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。はっきり言えば、税収より、もっと借金に頼れということになる。こ

んなの良い訳ない。だからこそ、「改革なくして成長なし」だ。 

（竹中議員） 是非、今の方針でしっかりとやりたい。 

 

○歳入・歳出の構造改革について 

 

（竹中議員） 次は歳出の構造改革。これは関係大臣とも審議を重ねてきたが、基本

方針の中で翌年度予算についての大きな方向性を示してきた。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。貝塚会長。 

（貝塚会長） 私は財政制度等審議会の会長も兼ねており、社会保障問題と利益相反

しないかやや気になるが、止むを得ずお引き受けした経緯がある。今日の資料は、

財政制度等審議会のもの。プライマリーバランスの黒字化を目指すのは昨年と同

じ。財政赤字は今まで議論されてきたが、極力、公債発行額抑制に努めていく。

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。 

   ２ページ。毎年予算編成時に、歳出内容の見直しが不可欠であり、最近は義務

的経費を含めた見直しは予算編成でも行われつつあるが、今後とも必要である。

社会保障、あるいは国と地方の関係の話だが、今までの考え方は「保護・救済型」

という感じが強いが、「自立支援型」の発想でやっていくべきだ。予算配分重点

化・効率化は、そういうやり方で予算配分が考えられているが、最近では、単価

の見直しも行われている。また、特別会計がどうなっているのか把握するために

は、公会計基準をしっかりする必要がある。特別会計の現状把握のため相当なス

ピードで議論している。 

   ３ページ。事後評価は今まで各省庁でもやっているが、予算の事後評価に官僚

機構は関心が乏しい。予算編成期の予算獲得にのみ関心がある。その後が本当は

重要である。そのためにＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥでの検証が重要である。検証し

て、それを次の段階の予算の編成につなげていく。財務省では予算執行調査を行

っている。予算編成後にどのように執行されているか調査している。これは非常

に興味がある。ある分野の予算が今どういう形で進行しているかを割と早い段階

に執行調査し、状況を把握し、的確に次年度の予算編成に生かしていく。行政の
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説明責任は益々問われている。民間企業、金融機関ではディスクロージャーが進

んでいるが、公的部門では、そもそも基準が不明確である。公社、公団など非常

に複雑だが、最小限の基準を作らないと判定もできない。相互比較のためにも、

公会計制度の充実に取り組む必要がある。 

   ４月に海外出張に行った。大蔵官僚の強いフランスでも、議員・政治家と一緒

になって、予算の項目を目的別に分け、従来の省庁別ではない予算編成に取り組

んでいる。イギリスは前から非常に熱心だ。日本は必ずしも熱心ではないが、こ

れをやらないと公的部門の効率的管理はできない。各省庁の理解も十分得て、効

率的な予算配分を考える、基礎的なインフラ作成に努力を傾注している。 

年金でも、最終的には既裁定者の年金を含め少し下げる何らかの合意がないと

進まないだろう。以上、中間報告申し上げる。 

（塩川議員） 今日、建議をいただいている。「２００３」に是非趣旨を活かしたい。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 資料を説明する。各国とも予算編成のイノベーションをこの 10 年間

進めているが、ドイツと我が国が幾分遅れている。それが経済パフォーマンスの

でも現れている象徴的な状況ではないかと感じる。来年度予算編成も、メリハリ

を付けるべきである。総理が仰るように、「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 16 年度予算でははっきりと打ち出す必要

がある。「官需依存」から「民需誘発型」の予算に抜本的に組み替える決意を新

たにすべきだ。 

   第一に、16 年度予算編成では、一般会計、特別会計、地方も含めた約 180 兆

円に上る政府全体の予算を厳しく査定して、前年度以下に抑制すべきである。 

   第二に、従来、予算編成では、増分主義又は減分主義で悪しき平等主義がずっ

と続いているが、プラス・マイナス部分を明確にメリハリを付けることが求めら

れている。プラス部分は、規制改革を進め、民需を拡大する政策の支援、予算の

数倍の民間投資が期待できる分野への予算など、はっきりとしたメッセージが必

要。公設民営、アウトソーシング、ＰＰＰと呼ばれる民間との協力関係といった

色々な手法が各国で議論されており、きちんと目配りをしながらイノベーション

を織り込んでいく必要がある。 

   削減・抑制予算事項は、財務省で執行調査を昨年から実践していただいている

が、未だ単価を民間並に引き下げているようには思えない。公共投資の単価も未

だ割高で、人件費も民間がリスクを抱えつつ賃金を下げている状況から考えると

政府部門内の給与動向は遅い。 

   補助金では、「三位一体の改革」を積極的に推進する中で、地方向けの補助金

等を削減し、受益に見合った負担を地方で実現するという枠組みを考えていく必

要性があるだろう。 

   特殊法人向けは、これまで成果を見た分野だが、更に業務の総合化、効率化等

を推進し厳しく抑制していく必要性がある。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 2

003」に反映させていく必要がある。 

（竹中議員） 政策評価に関連して、片山大臣。 

（片山議員） 資料３－３。小泉内閣誕生から２年以上経過し、依然として厳しい経

済環境だが、多くの分野で構造改革の成果が実りつつあり、改革に向けた取組み

が加速している。そこで、現在進めている構造改革の強化に向けて、更なる挑戦

が必要だ。そのためには、国・地方を通じて、一層の行政の効率化や経済活性化
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に向けての集中的な、そして効果的な政策資源の配分が必要である。これを「骨

太方針」の中にはっきり書いてはどうか。「国・地方の挑戦」という効率的で簡

素な政府の実現である。 

   第一に、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。これらを「骨太方針」で丁寧にはっ

きり書いたらどうか。 

   第二は、「企業・個人の挑戦」、経済の活性化。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、雇用創出、日本発新ＩＴ社会の構築等。それか

ら地域経済の活性化で、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、ネットワークのこと、災害のことを「骨太方針 2003」へ盛り込

む。 

   骨太方針をまとめる上での基本的な考え方だが、今までの 2002 の骨太方針や

それ以前との一貫性・継続性が要るのではないか。そうした方が国民にも分かり

易い。骨太 2002 と 2003 が、単発でなく小泉構造改革の一環としてどう連携して

いるかが重要。地域の視点や現場重視の発想が、雇用や産学官や経済活性化でも

必要ではないか。 

   ５ページから「国と地方の挑戦」、「企業・個人の挑戦」となっており、６ペー

ジが政策評価である。政策評価では、去年４月から既に政策評価法が施行されて

いる。これは大きな政策評価だけでなく施策評価、事業評価、終わった後には行

政評価・監視もあり、これを強化し、今後の予算、機構・定員や政策等に反映す

ることが、全体としてはスリム・効率化になると考えている。各府省では政策評

価をやっているが、これをできるだけ早くやってもらう。政策評価の実施・公表

を、６月から、遅くとも８月にして予算要求に反映していく。その結果を査定し

まとめるということである。 

   財務省の施行状況調査だが、政策評価の中に位置付けて関連性を持たせていた

だきたい。それからモデル事業を行う話を前回の諮問会議で聞いたが、これも大

きな政策評価の仕組みの中での一環にした方が、各省も、国民の目から見ても分

かり易い。今、国会でも評価に関心が集まり、衆参の行政監視委員会や決算委員

会でも、なかなか良い審議をしてもらっている。これをまとめれば、各省庁も相

当良い材料を得ることになる。そういう総合的な連携を、財務省だけでなく、国

会審議につながることで実際の効果がある。各役所はある意味ではそれが一番怖

いだろう。予算も怖いが、国会も怖い。そのためにも政策評価制度を十分活用し

ていただきたい。 

    それから、政策評価の質の向上の促進。事後評価をきちんとやっていないが、

これを全部やらせる。それから特定のものは、事前評価をルール化することが必

要である。事前と途中もやり、事後もきちんとやることが必要だ。評価の定性的・

定量的な手法など議論があるが、評価手法を確立していく必要があるため、外国

の制度についても十分な調査研究が必要ではないか。また、人材確保、資質の向

上等も必要である。 

（竹中議員） 関連して平沼大臣。 

（平沼議員） 資料は前回提出資料を１枚にまとめた。骨子案の「経済活性化」は、

デフレなど直面する課題、財政再建など中長期的課題の解決に不可欠であり、政

府として強力に取り組むべきだ。経済活性化の実現には、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べき。政策目標が明確で民間の潜在力を最

大限引き出すような、「未来創造型投資」に大胆に政策資源を重点化すべきだ。 
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経済活性化対策の具体化には予算の裏付けも要るので、財政再建とも両立させ

つつ、「未来創造型投資」分野は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だ。 

骨子案の「雇用・人間力の強化」に関し、若年者雇用対策は、私を含む４閣僚

で取りまとめ、次の会議に提出したい。我々は「未来創造型投資」の中で若年者

雇用対策が最重要と考えており、具体的内容を国民に分かり易いメッセージで伝

えたい。 

（竹中議員） 御議論いただきたい。 

（片山議員） 貝塚会長の資料の２ページ。「構造改革により『保護・救済型』から

『自立支援型』の制度への転換」に「国と地方の改革」も入れていただいたが、

まさにそのとおりだ。今までは自立支援型ではなく国主導依存型だった。また、

特別会計には必要性の低いものもある。経済成長時に財政が膨らみ、特別会計が

多く作られた。きちんと見直すべき時期に来ており、同感だ。３ページの「編成

－執行－評価・検証」では、前述のように、総合的な評価システムの中で位置付

けて欲しい。 

本間先生の資料３－２。１．で特別会計と地方が同列になっているのが気にな

る。一般政府には「厳しく」がないのに不整合であり、表現を揃えていただきた

い。２ページの＜横断的な削減・抑制予算＞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」は賛成だ。「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」という内容はよいが、「切られるだけ」との印象が

ある。税源移譲措置もないと誤解を招く。前回、「補助金を削減し７割か８割で

いい」と本間先生が言われたが、これは是非検証して欲しい。財務大臣の「７割

だが、可哀想なので８割」との発言は、大きな反発を生んだ。 

（塩川議員） そうではない。 

（片山議員） お人柄や言動はよく存じ上げているが、地方はナーバスになっている。 

（塩川議員） 「８割に」との質問があり、「可哀想だができない」と答えただけだ。 

（片山議員） それで事情が分かった。逆に取られて感情的反発が起きている。本間

先生御提案の７割、８割はきちんと検証すべきだ。 

（本間議員） 知事ともお話をする機会があり、それぞれのケースで事業が違うので、

事情に応じて精査する必要があることは理解しているが、平均的に申し上げたつ

もり。 

（片山議員） それから【国と地方】で、交付税だけでは「一位（いちみ）」なので、

補助金、税源移譲にも言及して欲しい。 

（本間議員） ここは 16 年度予算に限定し、歳出削減に焦点を当てている。 

（片山議員） 色々あるので御配慮いただければまとまりやすい。 

（本間議員） 了解した。「骨太の方針 2003」では十分考えたい。 

（奥田議員） 財政制度等審議会建議で防衛とＯＤＡの部分があるが、国際社会の付

合いもあり、みんな努力しており、士気を殺がないようにすべきだ。誰が決める

のか。 

（竹中議員） 昨年も諮問会議で御議論いただいた。 

（塩川議員） 私は兵器・弾薬ではなく内務班の無駄は厳しく査定すべきだと言って

いる。例えば、自動車整備、食糧の購入などだ。防衛費を切ると誤解されている。 

（奥田議員） むしろ書いておいたらどうか。 

（塩川議員） それはよい。しかし、無駄の見直しは必要だ。 

（奥田議員） もちろんそのとおり。ただ、ＯＤＡも防衛も対外的問題がある。 
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（塩川議員） ＯＤＡでも様々であり、評価・検証が必要だ。 

（貝塚会長） 防衛費全体より、中身を変えることが重要だ。 

（平沼議員） 民間議員資料の、「政策の重点、削減・抑制すべき事項」でのメリハ

リの明確化はそのとおりだ。ただ、資料では、重点が具体性を欠き、分かり難い

気がする。前回、今回述べたが、「未来創造型投資」こそ重点的に予算配分をす

べきだ。若年者対策など雇用関係、創業支援、技術開発など民間による持続的な

需要創造につながる未来への投資には必要な予算要求を可能にして重点的に予

算配分すべきだ。予算要求スキームでも、昨年の踏襲ではなく大胆な予算配分変

更を可能にすべきだ。モデル事業の推進は、自分が何度も申し上げてきたことで

もあり、１６年度予算に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

の提言は評価したい。重要なのは、各大臣のリーダーシップで削減した予算を、

優先度の高い分野に回す柔軟な仕組みの導入である。これが、どこまで担保でき

るか必ずしも明らかではない。各省がモデル事業で、競って改革に邁進する意欲

を刺激する仕組みが必要だ。敢えて付言したい。 

（吉川議員）  先程の総理の「財政の赤字垂流しは不可能。財政規律が大切」との御

発言はそのとおりだ。一方で、平沼大臣の「未来創造型投資は行うべき」との御

意見もそのとおりだ。両立には、中身を変えるしかない。是非とも内閣全体で取

り組み、総理にもリーダーシップを発揮していただきたい。 

（小泉議長） 財務省でも、公共事業費、文教費、社会保障費など、省庁横断で査定

している。公共事業では、建設省、運輸省、農水省があるが、財務省は対応して

いる。省庁横断の考え方をもっと強く出せばいい。 

（塩川議員） 今まで「省壁」と言われたが、この頃は「局壁」どころか「課壁」だ。

課単位で「もちません」と言ってくる。「何がもたないのか」と叱っている。 

（小泉議長） 総務省も補助金がなくなると自分の仕事がなくなると怯えている面も

ある。そういうのが困る。 

（塩川議員） 中央の役人が地方へどんどん流れる交流の仕組みを、人事制度として

作るべきだと思う。中央の役人が滞留して窓際が遊んでいる。 

（片山議員） できの悪いのを地方にもらっても困る。 

（塩川議員） 地方には技術職はいない。道路、下水、住宅などを回す。一番上手く

いっているのは下水だ。下水の技術職は、全部、下水道事業団に派遣している。 

（片山議員） これがまた問題だ。 

（塩川議員） しかし、派遣している。 

（片山議員） 発言は控えるが、良くない話も耳に入ってくる。 

（竹中議員） まとめたい。改革の一貫性をきちんと示し、中身を変えてしっかりと

メリハリを付ける。その中身は「民需誘導型」、「未来創造型投資」で代表される。

政策評価を他の制度と関連付ける。モデル事業は評価する。その方向で是非取り

まとめたい。モデル事業では事務局案を示し、調整を始めている。 

 それでは、「基本方針２００３」の骨子案に移る。 

（貝塚会長退席） 

 

○（「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） 第一部は日本経済の課題。今、我が国は先進国中で最も悪い、

危機的な財政状況での政策運営が求められており、構造改革推進が元気な日本経

済実現する唯一の道であることを示す。具体的には、デフレ克服、今まで進めて
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きた改革成果を点検・評価し、構造改革の新段階への基本方針として３つの宣言

と７つの改革を示す。目指すべき課題は、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。２ページで、３つの宣言を書く。「Ⅱ．構

造改革への具体的な取組み」では、７分野について取りまとめる。３ページ目。

「Ⅲ．16 年度経済財政運営と予算のあり方」で、具体的な予算等の考え方をま

とめる。 

（竹中議員） 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。特に何かあればどうぞ。 

（塩川議員） 余り無駄なことを書かずに、本当にエッセンスだけを書いて欲しい。

色々書いているが「国と地方」など重複感もある。簡潔に、中身だけ書いて欲し

い。 

（片山議員） 表現は改めて意見を言いたい。「安心」の確保では、災害、防災、治

安なども大切だ。法務省関係などもそうだ。それを入れて欲しい。即物的な安心

を。 

（竹中議員） 昨年もそういう話が出た。 

（牛尾議員） 資料『「基本方針 2003」に向けて』の１。「官から民へ」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。これには規制撤廃と特区だ。

どちらかで全部できるはずであり、是非やって欲しい。改革の進捗では、歩みの

遅い分野や小幅改革にとどまる分野も多い。我々は忘れてはいけないということ

を今度の骨太には書きたい。 

 それから、「国から地方へ」は、前回述べたように改革が縮んではいけない。片山

大臣構想のように最低５兆 5,000 億円ぐらい動かすべきだ。 

（片山議員） それを目指すべき。 

（牛尾議員） 「三位一体」が逆ブレーキになっては困る。大きく移して、「三位一

体」を（構造改革・経済活性化の）手段とする視点を忘れてはいけない。 

  総理御発言のとおり、メリハリは各省が考えるのではなく政策群で考えるべきだ。

局・課単位では身動きできなくなる。今度は、民間需要創出型、技術型のものに

重点を置いて予算配分する。16 年度予算は相当制度を変えるべきで、これまで

と同じことをやっていたら、本当に国民は落胆する。はっきり従来のやり方を変

えると書きたい。 

（塩川議員） 簡素に書くべき。抽象的なことでは分からない。 

（牛尾議員） そう、簡素に書いて欲しい。 

 

 （以 上） 


