
平成 15 年第 14 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 14  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年６月 18 日(水) 17：00～17:30 

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 

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 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 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)国と地方のあり方の改革に向けて 

(2)規制改革の推進について 

(3)「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 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」原案 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年14回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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ます。本日はお忙しいところありがとうございます。 

今日の議題は、まず、「国と地方のあり方の改革」、そして「規制改革の推進」、

更に「基本方針2003」の原案について、でございます。 

石原大臣に今日出席をいただいておりますが、更に、総合規制改革会議の宮内

議長にもおいでをいただいております。 

○国と地方について

（竹中議員） では、「国と地方のあり方の改革」について議論をさせていただきま

す。この「三位一体の改革」につきましては、これまで総理とも御相談しながら、

関係大臣の間で調整を進めてまいりました。本日は「基本方針2003」の取りまと

めに向けて、総理より御発言をいただきたいと思いますが、その前に、この点に

ついて特段御発言はございますでしょうか。 

（小泉議長） もう十分したでしょう。 

（竹中議員） それでは、総理より御発言をお願い申し上げます。 

（小泉議長） 三位一体の改革は、「官から民へ」、「国から地方へ」の考え方の下、

「地方が自らの創意工夫と責任で政策を決める」、「地方が自由に使える財源を

増やす」、地方が自立できるようにする」ことを目指すものであります。 

このことを実現するため、第１に、国庫補助負担金について、「改革と展望」

の期間である平成18年度までに広範な検討を更に進め、概ね４兆円程度を目途に

廃止、縮減等の改革を行う。その際、公共事業関係の国庫補助負担金等について

も改革する。 

第２に、「改革と展望」の期間中に、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中

で、引き続き地方が主体となって実施する必要のあるものについては、税源移譲

する。その際、税源移譲は基幹税の充実を基本に行う。税源移譲に当たっては、

個別事業の見直し・精査を行い、補助金の性格等を勘案しつつ、８割程度を目安

として移譲し、義務的な事業については徹底的な効率化を図った上でその所要の

全額を移譲する。 

第３に、地方交付税の改革については、「改革と展望」の期間中に、交付税の

財源保障機能全般を見直して縮小し、交付税総額を抑制する。こうした取組み等

により、交付税への依存体質からの脱却を目指す。また、不交付団体の人口の割

合を大幅に高めていく。 

この方針の下、三位一体の改革を強力に推進するため、関係閣僚の御尽力をお

願いしたい。特に来年度、更にそれ以降の予算編成において、15年度予算におけ

る三位一体改革への取組み、芽出しの上に立って、一層の改革を実現していくこ

ととしたいと思います。 

塩川財務大臣、片山総務大臣、今までの御努力に厚く感謝を申し上げます。 

（竹中議員） 	 ありがとうございました。それでは、三位一体の改革については、総

理の御発言に従って取りまとめを行いたいと思います。関連しまして、塩川大臣

どうぞ。 
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（塩川議員） 三位一体の改革につきましては、総理から裁断がございましたような

趣旨に沿って、これから努力してまいりたいと思っています。 

ついては、約３兆6,000億円の事業を中心に検討することになりますが、これに

関する補助金は、そのほとんどが義務的経費であるというところでございますの

で、したがって、権限の移譲及び義務的経費の根源となる法令改正、制度改正が

行われることが財源移譲の前提となっておる。その際、法令改正、制度改正等を

通じ徹底的なスリム化、効率化を図ることが必要であります。権限が地方に移譲

されることに伴い、廃止される国庫補助負担金につきましては、８割程度を目途

として税源移譲を行うことといたしまして、義務的な事業につきましても、これ

に準じて徹底的な効率化を行い、削減の目途を設定した上で所要の全額を移譲す

ることといたしたいと思っております。 

税源移譲に伴い、受け皿として地方自治体では、基幹的な税の充実を基本に、

どのように税制の受け皿を対応されるか、このことについて、今後検討されるで

あろうと思うのでございますが、有効な手段を講じていただきたいと思っており

ます。 

三位一体改革については，地方交付税の問題も同時に解決しなければならない。

交付税の議論は十分できておりませんが、今後とも交付税の改革について継続検

討していただきたい。その際、財源保障機能の縮小、交付税総額の抑制を十分に

進めていきたいと思っております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。特によろしゅうございますでしょうか。片

山大臣。 

（片山議員） 確認なんですけどね、この２つ目のポツの国庫補助負担金について、

概ね４兆円程度を目途に廃止、縮減等と書いてあります。「その際」とあります

ね。公共事業関係の国庫補助負担金等は、４兆円の内数ですか、外数ですか。こ

れは必ず質問されると思うんですよ。 

（竹中議員） その点も含めて検討するというのがこの趣旨だと思います。 

（片山議員） 内数にするか、外数にするか。４兆円というのは、今お話のように本

当は３兆6,000億なんです。 

（小泉議長） 公共事業の中にも地方で採用できるのがあるでしょう。その点も含め

て。 

（片山議員） これが色々なんですよね。そこははっきりせぬ方が良いですな。 

（小泉議長） これから予算折衝の中でできるだけ地方に裁量権を委ねる、そういう

方向でやっていきたいと思います。 

（竹中議員） 方向としては、地方に裁量権を委ねる方向でという趣旨でございます。

本間議員どうぞ。 

（本間議員） 事務レベルで検討の場で瀬踏み状況にあったこの難問を総理及び関連

大臣の御決断によりまして、形がまとまってまいりまして、改革の方向性が見え

てきたというのは非常に高く評価をいたしたいと思います。その上で、これから
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この目標設定をどのように達成していくかということのフォローアップが非常に

重要であろうという具合に思いますので、諮問会議におきましても、今後まずは

来年度予算編成の中でどのように織り込むかということ、この問題についてきち

んと議論をしていただきたいという具合に思います。 

それからもう一つは、この解決案というのは、やはり「改革と展望」の範囲の

中でございます。その意味では、これを突破口にしながら次のステップにどのよ

うに進んでいくかということも、中長期的な課題として問題点を指摘させていた

だきたいと思いますし、今後この問題についても、諮問会議の場において御議論

をいただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。牛尾議員。 

（牛尾議員） 総理指示の一番初めのポツの「官から民へ」、「国から地方へ」とい

うものの次の「地方が自ら創意工夫と責任で政策を決める」ということは、非常

に大事な一番重要なポイントであって、色んな考え方がありますけれども、地方

はこぞって、「地方が自らの創意工夫と責任で政策を決める」ということを一番

願望していると思います。我々これから「骨太の方針」を核として、複雑に書け

ば書くほど、今、片山大臣も仰ったように難しいことにぶつかるので、かなり簡

略に書いていかざるを得ないだろう。今、我々のところに来ている原案はかなり

長い。一言間違えても文句を言われそうなことがいっぱい書いてあるんですが、

それは思い切って簡素化していく方が基本的には好ましいのではないかと思いま

すので。ただ、そこでは、あらゆるものが、財源やそういうものがなくても、基

本的には、地方が創意工夫と責任で政策を決めるという趣旨と、地方が自由に使

える財源、地方の自立という問題の精神だけは生かしていきたいというふうに私

は考えております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、この三位一体の改革については、

総理の御指示に従いまして取りまとめていきたいというふうに思いますので、引

き続きよろしくお願いを申し上げます。 

そこで、「規制改革」の議題に移りたいと思います。規制改革につきましては、

石原大臣及び総合規制改革会議を中心にしまして、重点項目について、関係各省

を含めて検討が進められてまいりました。本日はその成果について、大臣から御

報告をいただきまして、この「基本方針2003」の規制改革の部分の取りまとめに

向けて議論を行いたいと思います。石原大臣よろしくお願いします。 

（石原臨時議員） ただいま竹中大臣より御紹介いただきましたアクションプランの

12項目につきましては、宮内議長を中心に総合規制改革会議で、また、この経済

財政諮問会議でも積極的に御審議を賜り、力強い御支援をいただき、多くの関係

者の御尽力を得て、お手元に配付してあります資料のように実り多い成果を挙げ

ることができたと思っております。この間、私も関係大臣との間で個別の大臣折

衝を重ね、関係大臣には多大な御尽力をいただきました。担当者として心から感
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謝を申し上げます。 

また、最終段階では、お手持ちの12項目の２番、３番でございますけれども、

総理自らの御決断をいただきました。 

２でございますが、保険診療と保険外診療の併用の拡大、いわゆる混合診療の

解禁につきましては、高度先進医療として指定を受けた治療法について、一定の

水準を満たす病院には、個別の承認を必要とせず、包括的に認め、更に医療技術

の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅速化を図ることにより、

対象技術の範囲の拡大を促進するということにさせていただきました。 

続きまして、３でございますけれども、医薬品の一般小売店における販売につ

いては、平成15年中に安全上特に問題がない医薬品全てを、薬局・薬店に限らず

販売できることとし、消費者の皆さん方が副作用のおそれの低い薬をそのままの

成分でコンビニエンスストアなど小売店で買えるようにするというものでござい

ます。 

次でございますが、ページをおめくりいただきまして、４でございます。いわ

ゆる幼稚園と保育園が一体となった新しい施設を設置するということでございま

すが、三位一体の議論の中で御議論いただき、平成18年度までに検討し、総合施

設を造るというふうにさせていただいております。 

次に、項目の５でございますけれども、全日制を含む高等学校について、平成

15年度中に全国規模での公設民営について結論を得る。担当大臣からは前向きの

お話を伺っております。これがなぜ高等学校というふうになっておるかと申しま

すと、特区の方では小中学校の要望が多く出てくるということが予想されるとい

うことから、分けて高等学校ということにさせていただいたわけであります。ま

た一部報道に、高等学校の種類を区切っているんじゃないか等々のお話がござい

ましたけれども、これは通信制、定時制に限っているのではなくて、高等学校全

般という解釈でございます。 

引き続きまして、まためくっていただきまして、次のページから最後のページ

にかけての10でございますけれども、新しい形の職業紹介事業を導入するという

ことでございます。最終ページの真ん中ぐらいに書いておりますハローワークの

職業紹介関連業務については、平成16年度から、例えば長期失業者就職支援など

を示して民間委託を拡大する。要するにハローワークの民間委託を拡大する。そ

の際、成果に対する評価に基づく委託費の支給。成功報酬をマンツーマンでやっ

た場合に払っていくというもので、ブレア政権で多くの成果を出したものと同じ

ものをやるということでございます。 

このほか、お読みいただきますと、色んなことがございますが、株式会社によ

る農地のリース方式による全国展開については、速やかに全国展開をするとの合

意を得ております。農林関係の皆様方とお話し合った中でも前向きに取り組みた

いという返事をいただいております。今回の改革の成果が着実に推進されるよう、

引き続き関係大臣に対し、また、経済財政諮問会議の皆様方にもご助力をお願い

いたしますとともに、これに満足することなく、なお一層の改革の実を挙げるこ
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とができるよう、今後とも規制改革の推進に全力で取り組んでまいりますので、

皆様方の御協力を心からお願い申し上げる次第でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。続いて宮内議長よろしくお願いします。 

（宮内議長） 総合規制改革会議の宮内でございます。ただいまのアクションプラン

の12項目につきまして、私どもの会議のあらゆる権限を行使しながら、委員・専

門委員が取り組んでまいりました。また、経済財政諮問会議でも集中的な御審議

をいただき、石原大臣にも最後まで精力的・集中的な関係各大臣との折衝をして

いただきました。その結論といたしまして、ただいま石原大臣から御説明いただ

きましたとおり、２つのテーマにつきましては、小泉総理の御裁断をいただきま

した。そして成果を挙げることができたと思います。総理を始め関係各位の御尽

力に対しまして心から感謝を申し上げたいと思います。 

医薬品の一般小売店における販売、これにつきましては、これまでの規制改革

では、ごく限られた商品群、これを医薬部外品という形に移行するにとどまって

おりました。今回、初めて医薬品として一般小売店での販売を可能とすることと

された。この意義は極めて大きいと存じます。 

また、いわゆる混合診療の解禁につきまして、特定療養費制度で現在認められ

ている療法に限定せず、その拡大を図るとされたことによりまして、今まで限定

的に扱われてきました混合診療を日本の医療の中にきちんと位置付けていく、こ

のような方向性が示されたと存じます。その方向性に沿って、当会議といたしま

しても、今後、最終的には一定水準以上の病院が自らの判断で自由に先進医療を

手がけられる。このような改革の最終目的に向かいまして努力を続けてまいりた

いと、このように思っております。 

なお、１番目の項目でございます「株式会社等による医療機関経営の解禁」に

つきましては調整中ということでございますが、特区における自由診療での参入

解禁につきまして、自由診療以外の限定をつけるべきではないというのが、アク

ションプランに関する取組みの中で、当初から一貫して主張してまいりました私

どもの会議の意見でございます。それに沿った結論が出されることを期待してお

ります。 

今後、私ども総合規制改革会議といたしましては、これらの成果を突破口とい

たしまして、引き続き経済財政諮問会議との連携を強化し、また石原大臣の御支

援も頂戴しながら、本年末に取りまとめます当会議の最後といいますか、第三次

答申に向けまして、12の重点検討項目等の規制改革に関する取組みを更に進めて

まいりたいと思います。そのような観点から、今回の成果と年末に向けました取

組みにつきまして、今月中に答申という形でまとめさせていただくと、このよう

に考えております。 

最後でございますが、総理の御裁断に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上

げますとともに、今後とも引き続き規制改革推進への関係各位の御協力をお願い

申し上げたいと、このように思っております。ありがとうございました。 

（竹中議員） それでは御議論いただきたいと思いますが、まず、奥田議員どうぞ。 
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（奥田議員） 構造改革推進を掲げる小泉内閣でございますが、規制改革は最重要課

題でありまして、総理が２年前の初閣議におかれまして、新たな産業と雇用を創

出するために経済構造改革の視点を持ち、各府省の所管する規制について、原点

に立ち返って見直しを実施するよう、こういう指示を出されました。したがって、

小泉内閣はこうした総理の方針を閣僚全員が共有して国政に当たるべきものであ

る、このように考えております。 

また、以前にも申し上げましたが、私は常々規制改革こそが、内需拡大と雇用

創出の起爆剤として最も期待が持てる最重要課題だと考えておりまして、我が国

が直面しております現下の厳しい経済情勢を踏まえれば、これまでにないスピー

ド感をもって、集中的かつ大胆な規制改革を実施していく必要がある、このよう

に思っております。アクションプランの重点12項目は、これまで議論することも

困難であったものばかりでありまして、これを総理自らがイニシアティブを発揮

されて取り組まれ、アクションプランとしてまとめられたことに対しては画期的

なことであって、大きな敬意を表したいと思います。 

しかし、規制改革の重要性から見ますと、先ほど宮内さんからお話がございま

したが、今回取りまとめられたプランは決して最終的な到達点ではなく、あくま

でも最初の足がかりと位置付けるべきものと認識しております。今後更に内容の

発展、拡充を行う必要がありまして、総合規制改革会議が年内にまとめる第三次

の答申におきまして、具体的な方策を取りまとめていただきたい、このようにお

願いします。 

また、総合規制改革会議は来年３月末でその設置期限を迎えるわけであります

が、2004年４月以降も引き続き規制改革の流れを加速していくためには、新たな

推進体制のあり方について、徹底した方向で総合規制改革会議と諮問会議が十分

な連携をとって、具体的に検討していく必要がある、このように考えております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、「基本方針2003」の規制改革部

分の取りまとめに向けまして、もし御議論があればお出しいただきたいと思いま

す。 

（牛尾議員） 最後の取りまとめに対して、この規制改革も重要な要素として書き込

まなければならない。今、奥田会長も申されましたように、構造改革の目玉は規

制撤廃でありまして、ディレギュレーションというのは、規制緩和じゃなくて、

規制撤廃というのが正しい訳だと思いますが、規制を撤廃して、しかし、我々が

これから努力しなければいけないのは、撤廃した上に、どういう新しいニュール

ールを作るかということの議論を同時に始めなければならない。冒頭の「官から

民へ」というのもそうだし、「国から地方へ」というのも出た後の、今、塩川財

務大臣もちょっと付言されましたが、どういうルールを作っていくかということ

についての作業を並行的に行う必要があるだろうと思います。 

しかしながら、幸いこの２週間ぐらいの新聞の論調は、規制撤廃をもっと頑張

れという社説が続々出た。「宮内会長は勝負に出ろ」とか、そういう経営者の名
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前入りの社説なんて滅多にないんですが。要するに、完全にこの面に関しては追

い風が吹きかけておりまして、何をやっても未だ食い足りないと言われることは

宿命的ですが。しかし、絶え間なく我々は歩み続けなければならないので、これ

も奥田会長が申されたように、年末の総合規制改革会議における最終答申という

ものについては、更に一段とこれを進める必要があるだろう。 

経済の活性化は徐々に進みつつありますが、これの主役はやはり規制撤廃と、

それに基づく活性化と雇用の増大であります。そういう点では、年末に向かって

同じような努力をあと４カ月、５カ月続ける必要がある。同時に今申しました、

これは、あと５～６年は最大の課題でありますから、アメリカではディレギュレ

ーションというのは、レーガン、ブッシュと12年間続いた訳でありますから、そ

ういう組織を更に来年４月により強固により改革的なものを作る必要があるとい

うこともお願いしたいと思います。そういうことを込めた流れを「骨太の方針」

にも書き込みたいというふうに私は考えております。 

以上であります。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは、今の議論を踏まえまし

て、「基本方針2003」の規制改革の部分を取りまとめたいと思います。石原大臣、

宮内議長どうもありがとうございました。 

（石原臨時議員、宮内議長退室、「基本方針2003」原案配布） 

○「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

（福田議員） コピーが温かいね。 

（竹中議員） それでは、今、お手元に先ほどの総理の指示も踏まえた形で2003の原

案をお配りしました。これは前回お配りした素案をもとに、これまでの審議内容

や関係各省の意見も織り込んで修正、追加したものがございますが、現在、事務

方を通じて、更にまた調整を進めている途中のものでございます。どうぞ事務方

を通して色んな御意見をお寄せいただきたいと思いますが、明日からは与党との

色んな調整も始まりますので、もし今の段階で特段の御意見がございましたら、

どうぞ御発言をお願いしたいと思います。後ほど事務方を通して御指示を下され

ば、調整をさせていただくという性格のものでございます。 

   なお、毎回議論が出るものでありますけれども、最終的な取りまとめまでには、

１枚紙か２枚紙で分かり易いようなものもお出しできるように事務的には準備を

しております。 

（小泉議長） これを基に演説したら10時間ぐらいできる。 

（竹中議員） よろしいでしょうか。 

（平沼議員） この前申し上げたことの繰り返しになりますから、今日は割愛してお

きますけれども。この前の点は議事録にも載っていると思いますので。 

（竹中議員） はい。御意見は逐次各省と調整をしながら反映をさせていただいてい

るというふうに思っています。 

今回、本文は30ページぐらいなんですけれども、あと、例の国庫補助負担金の
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整理・合理化方針で、各省の次官ベースで検討の場で検討いただいたものが、更

に40ページ近く付いておりますので、今回は去年に比べて非常に分厚いというこ

とであります。牛尾議員。 

（牛尾議員） この原案の３ページでありますけれども、３ページの上の方の５行目

ぐらいに、「日本の市場をグローバリゼーションに対応した構造とし、対日直接

投資を促進するとともに、ＦＴＡやＷＴＯ新ラウンド交渉の推進を通じて、消費

者の利益と安全を重視しつつわが国の国際競争力を強化する」ということが書い

てあるんですが、実は「ＦＴＡやＷＴＯの新ラウンド交渉の推進を通じて自由化

を進め、消費者の利益」と実は書いたんですけれども、非常にこれは抵抗が多い

からというので消えているんですけれども、その考え方は非常に大事だと思うん

です。今、あるちょっとした反対を恐れていては、ＦＴＡが全く進まないことは

分かっているし、やはり、全て真正面から取り組むためには、自由化を進めると

いう決意を表明しないといかんと思うんですが、消えたんです。行政は色々とあ

るでしょうが・・・。 

（塩川議員） 政治的な問題だ。 

（牛尾議員） これは非常に大事なところなので、これは強いて固執はしませんけれ

ども、気持ちの上では、このＦＴＡ、ＷＴＯ、反対者が非常に多いわけですから、

自由化をするという方向をまず決意しないと。 

（塩川議員） 農業です。 

（牛尾議員） 21世紀の日本はグローバリゼーションしかないので、そういう言葉す

ら消えるというところに非常に問題があるし、これは平沼経済産業大臣も同じ路

上に立っていらっしゃると思いますけれども。そういうことを敢えて議事録に留

めたいと思って発言をしました。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

（片山議員） 後で丁寧に読ませていただきます。 

（竹中議員） よろしくお願いいたします。 

それでは、先ほど申し上げましたように、与党の御意見も踏まえながら調整を

しまして、できれば次回に諮問会議としての基本方針を決定できるように努力を

したいというふうに思っております。全体として、総理、特にございませんか。 

（小泉議長） 大きな改革への第一歩ですけれども、改革の歩みを止めることなく、

着実に就任以来の目標を実施に移していきたいと思いますので、よろしく御協力

をお願いします。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 

（以 上） 
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