
 
 

平成 15 年第 14 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 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 

 

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

（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。 

 

○国と地方について 

（竹中議員） 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

いただく。その前に、何かあれば。 

（小泉議長） もう十分したでしょう。 

（竹中議員） それでは、総理。 

（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、
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「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る。 

   それを実現するため、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。 

   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たい。 

（竹中議員） 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たい。 

（塩川議員） 三位一体の改革については、総理の裁断の趣旨に沿って、これから努

力していきたい。 

   ついては、約 3兆 6,000 億円の事業を中心に検討することとなるが、これに関

連する補助金は、そのほとんどが義務的経費である。したがって、権限の移譲及

び義務的経費の根拠となる法令改正、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

ことが必要である。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

担金について、８割程度を目安として税源移譲を行うこととし、義務的な事業に

ついても、これに準じて徹底的な効率化を行い、削減の目安を設定した上で所要

の全額を移譲することとしたいと思う。 

   税源移譲に伴い、受け皿として地方自治体で、基幹税の充実を基本に、どのよ

うな税制面での対応が適切であるか、今後検討されるであろうと思うが、有効な

手段を講じていただきたいと思う。 

   三位一体の改革については、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らず、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。 

（片山議員） 国庫補助負担金は、「概ね４兆円程度を目途に廃止、縮減等」とされ

たが、公共事業関係の国庫補助負担金等の扱いはどうなるのか。 

（竹中議員） その点も含めて検討する、という御趣旨である。 

（小泉議長） 公共事業の中にも地方で採用できるものがある。その点も含めて、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方向で進めていきたい。 

（本間議員） この難問を総理及び関連大臣の御決断によって形がまとまり、改革の
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方向性が見えてきたことは非常に高く評価したい。これからこの目標をどのよう

に達成するか、フォローアップが非常に重要である。諮問会議でも、まずは来年

度予算編成にどのように織り込むか、きちんと議論していきたい。 

   もう一つ、この解決案は「改革と展望」の期間内である。これを突破口にし、

次のステップにどのように進んでいくかが問題であり、中長期的な課題として指

摘したい。諮問会議の場でも御議論いただきたい。 

（牛尾議員） 総理指示の一番目にある「地方が自ら創意工夫と責任で政策を決める」

は、一番重要なポイントである。地方が一番願望しているだろう。原案はかなり

長いが、思い切った簡素化が好ましい。地方が創意工夫と責任で政策を決めると

いう趣旨、地方が自由に使える財源と自立という問題は生かしていきたい。 

（竹中議員） 三位一体の改革については、総理の御指示に従い取りまとめていきた

い。 

   次に、「規制改革」の議題に移る。「基本方針 2003」の規制改革の部分の取り

まとめに向け議論を行いたい。石原大臣。 

（石原臨時議員） アクションプラン 12 項目は、宮内議長を中心とした総合規制改

革会議、経済財政諮問会議でも御検討と御支援をいただき、実り多い成果をあげ

ることができた。私も関係大臣と個別折衝してきたが、関係大臣にも御尽力いた

だいた。心から感謝申し上げたい。 

   最終段階では、保険診療と保険外診療の併用の拡大、医薬品販売体制の拡充の

二項目で、総理自らの御決断をいただいた。 

   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は、高度先進医

療と指定された治療法について一定水準を満たす病院には包括的に認め、更に医

療技術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り、対象技術

の範囲拡大を促進していく。 

   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、消費者が副作用の

おそれの低い薬をコンビニエンスストアなどで買えるようにする。 

   新しい児童育成のための体制整備では、幼稚園・保育園一体の新しい施設を設

置するということだが、平成 18 年度までに検討し、総合施設を造る。 

   公立学校の管理・運営の民間委託等では、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。担当大臣より前向き

な話を伺っている。特区の方では小中学校の要望が多いと予想されたため、高等

学校ということにした。一部報道では、高等学校の種類を区切っている等々の話

もあったが、通信制、定時制に限らず高等学校全般という解釈である。 

   職業紹介事業における地方公共団体・民間事業者の役割の大幅拡大では、新し

い形の職業紹介事業を導入する。ハローワークの職業紹介関連業務とは、平成 1

6 年度からハローワークの民間委託を拡大し、その成果評価に基づく委託費の支

給を行う。ブレア政権で多くの成果を出したものと同じように、成功報酬を払っ

ていく。 

   株式会社による農地のリース方式は、速やかに全国展開すると合意を得ている。

農林関係の方と話した中でも、前向きに取り組みたいと返事をいただいている。 

今回の改革が着実に推進されるよう、関係大臣、経済財政諮問会議の皆様にも

引き続きご助力をお願いしたい。なお、これに満足することなく、一層の改革の

実をあげるよう、今後とも全力で取り組みたい。 

（宮内議長） アクションプラン 12 項目について、総合規制改革会議のあらゆる権
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限を行使しつつ、委員・専門委員が取り組んできた。経済財政諮問会議でも集中

的に御審議いただき、また、石原大臣にも最後まで精力的・集中的な関係各大臣

と御折衝いただいた。その結果、２つのテーマでは小泉総理の御裁断をいただい

た。そして、成果を挙げることができた。総理を始め関係各位の御尽力に心から

感謝を申し上げたい。 

   医薬品の一般小売店における販売では、これまでの規制改革では、ごく限られ

た商品群の医薬部外品への移行にとどまっていた。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。 

   また、いわゆる混合診療の解禁では、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って、今まで限定的に扱われて

きた混合診療を日本の医療の中にきちんと位置付ける方向性が示された。その方

向性に沿って、当会議としても、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ような改革の最終目的に向かって努力を続けて

いきたい。 

   なお、株式会社等による医療機関経営の解禁は調整中だが、特区における自由

診療での参入解禁について、自由診療以外の限定を付けるべきではないというの

が、アクションプランに関して一貫して主張してきた総合規制改革会議の意見で

ある。それに沿った結論が出されることを期待する。 

   今後、総合規制改革会議としては、これらの成果を突破口として、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いただきつつ、本

年末に取りまとめる第三次答申に向けて、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たい。そのような観点から、今回の成果と年末に向けた取

組みについて、今月中に答申をまとめたい。 

   最後に、総理の御裁断に対して、改めて敬意と感謝を申し上げるとともに、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。 

（奥田議員） 構造改革推進を掲げる小泉内閣では、規制改革は最重要課題であり、

総理が２年前の初閣議で、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

う指示を出された。したがって、小泉内閣で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。 

   また、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いる。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。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、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は画期的なことであり、大きな敬意を表したい。 

   しかし、規制改革の重要性から見ると、今回取りまとめたプランは最終的な到

達点ではなく、最初の足がかりと位置付けるべきものと認識している。今後、更

に内容の発展、拡充を行う必要があって、総合規制改革会議が年内にまとめる第

三次の答申において、具体的な方策を取りまとめていただきたい。 

   また、総合規制改革会議は来年３月末に設置期限を迎えるが、それ以降も引き

続き規制改革の流れを加速するためには、新たな推進体制のあり方について、「民

主導の原則」が徹底される方向で、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。 

（竹中議員） 「基本方針 2003」の規制改革部分の取りまとめに向けても、御議論
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があればお出しいただきたい。 

（牛尾議員） 最終取りまとめに向けて、この規制改革も重要な要素としなければな

らない。構造改革の目玉は規制撤廃であり、ディレギュレーションとは、「規制

緩和」ではなく「規制撤廃」というのが正しい訳だ。規制を撤廃し、その上に、

どういうニュー・ルールを作るかという議論を同時に始めなければならない。冒

頭の「官から民へ」や「国から地方へ」でも、その後のルールをどう作るかとい

う作業を並行的に行う必要がある。 

   この２週間ぐらいの新聞論調では、規制撤廃で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」という異例のものもあった。規制改革では、何

をやっても未だ足りないと言われる宿命性があるが、しかし、絶え間なく歩み続

けなければならない。年末の総合規制改革会議最終答申は、更に一段とこれを進

める必要がある。 

   経済活性化は、徐々に進みつつあるが、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る。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。あと５～６年の最大の課題である。アメ

リカでも、レーガン、ブッシュと１２年も努力が続けられた。来年４月には、推

進組織を更により強固に、改革的なものとして作る必要がある。そういう流れを

「骨太の方針」にも書き込みたい。 

（竹中議員） 今の議論を踏まえて、「基本方針 2003」の規制改革の部分を取りまと

めたい。石原大臣、宮内議長、ありがとうございました。 

（規制改革担当大臣、宮内議長退室、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） 資料が温かいね。 

（竹中議員） 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

配りした。これは、前回の素案をもとに、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、追加しているが、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ある。事務方を通して御意見をお寄せいただきたい。明日か

らは与党調整も始まるので、今の段階で特段の御意見があったら、御発言をお願

いしたい。後ほど事務方を通して御指示をいただければ調整させていただく性格

のものである。 

   なお、最終取りまとめまでには、１枚紙か２枚紙で分かり易いものもお出しで

きるよう事務的に準備をしている。 

（小泉議長） これを基に演説したら 10 時間ぐらいできるね。 

（平沼議員） この前申し上げたことの繰り返しなので、今日は割愛しておく。この

前の発言は議事録にも載っていると思うが。 

（竹中議員） 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。今

回、本文は 30 ページぐらいだが、国庫補助負担金の整理・合理化方針について、

各省次官ベースの検討の場でまとめたものが更に 40 ページ近くあるので、今回

は去年に比べて非常に分厚くなる。 

（牛尾議員） 原案の３ページに、「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」と書いてあるが、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」と書いたのだが、非常に抵抗が多いから消えている。
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しかし、考え方は非常に大事だ。今、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、すべ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ければいけない。それが消えた。行政も色々あるだ

ろうが。 

（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であり、ＦＴＡ、ＷＴＯ交渉には反対者も

非常に多いので、自由化をする方向をまず決意しないといけない。 

（塩川議員） 農業問題だ。 

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

ら消えることに非常に問題がある。これは平沼経済産業大臣とも同じ路線だと思

うが、敢えて議事録に留めるため発言した。 

（片山議員） 後で丁寧に読ませていただく。 

（竹中議員） 先ほど申し上げたように、与党の御意見も踏まえながら調整をし、で

きれば次回に諮問会議としての基本方針が決定できるよう努力したい。総理。 

（小泉議長） 大きな改革への第一歩だが、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。御協力をお願いしたい。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 

（以 上） 

 


