
平成 15 年第 16 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 16  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年７月 17 日(木) 18：00～19:00 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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 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 

西川 太一郎 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（1）今後の経済財政運営と「16 年度予算の全体像」について 

（2）その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○「16 年度予算の全体像」について （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16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。 

本日は、「平成16年度予算の全体像」について御審議をいただきます。 

なお、平沼大臣は欠席でございまして、西川副大臣においでをいただいており

ます。 
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それでは審議に移りたいと思います。 

○「16 年度予算の全体像」について

（竹中議員）先月、27日に閣議決定されました「基本方針2003」の内容をいかに具体

化し、推進していくかという点が今後重要になっております。差し当たって当面

の課題は、16年度予算に「基本方針2003」を反映させるために、この「16年度予

算の全体像」を取りまとめることであるというふうに思っております。 

そこで本日は、「16年度予算の全体像」について御審議をいただきたいと思い

ます。この全体像について、諮問会議として取りまとめまして、これを踏まえて

概算要求基準等の作業に移っていただくということでございます。 

それでは、この考え方等につきまして、有識者議員より資料が提出されており

ますので、本間先生から御説明をお願いします。 

（本間議員） それでは、有識者がまとめました「『16年度予算の全体像』について」

の資料を、私の方から報告させていただきます。 

小泉構造改革がスタートいたしましてから３年目に当たり、これまで３回「骨

太の方針」をつくったわけであります。過去２年間におきましては、これまでの

政策決定の流れというものを申し上げますと、「改革と展望」、「骨太の方針」、

そして今回の「予算の全体像」、「概算要求基準」、それを受けて「予算編成の

基本方針」という流れになっておりまして、具体の年末の予算にそれが結びつい

ていく形をつくり上げたわけであります。必ずしも、それぞれのステップが有機

的に結合し、連動しているというイメージがなかなかこれまで確立できてないと

いうことも事実だろうと思います。 

そこで、３年目に当たりまして、やはり「骨太の方針」、あるいは「改革と展

望」で描いたマクロ経済の姿と連動するような形で予算案を決定していくという

枠組みづくりを今年はやっていく必要性があるのではないかと考えております。

したがって、今回の「予算の全体像」というのは、これからの概算要求、「予算

編成の基本指針」といった予算に向けての流れに方向性を与える極めて重要な作

業だと考えております。また、このような流れのシステム化を通じて、内閣が何

を考え、どのようなことを施策としてやりたいかを明確に説明をするという責務

を果たす重要な機会であると考えます。 

そこで「16年度予算編成に向けてのポイント」として、①から⑤を挙げており

ます。まず当然のことながら、内閣の基本的な施策をまとめました「骨太2003」

を着実に実現をするということ。さらには、一般会計だけではなくて、地方、特

会、特殊法人等も含めて政府全体としてきちんと予算を仕上げ、マクロ経済的に

は「改革と展望」で描いた姿を実現をするということ。また、今年、総理のリー

ダーシップによりまして、非常に大きな課題になっておりました三位一体の改革

の具体化を「骨太の方針」の中で決定したわけでありますが、これを予算の中に

どのように織り込んでいくか、初年度としての力強いスタートをどう切るかとい

うことが大事だと思います。それからもう一つは、やはり「骨太の方針」の中で、
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持続可能な財政をつくり上げて、将来世代に負担を残さないということを宣言と

して出したわけでありますけれども、それを実現していくためには、社会保障制

度の持続可能性の確立に向けて改革を一段と進めていく必要性があるということ。

そして最後には財政の質的向上を目指した予算編成。予算自身がなかなかわかり

にくいということがあります。その意味で内閣が実現しようという政策群をまと

め、各府省の横断的な予算、さらには複数年度にわたる予算を実現することによ

って、弾力的な予算編成を可能にし、効率化をする。こういうことが今回の予算

編成上の非常に大きなポイントになろうかと考えております。 

そこで、経済の見通し及び予算編成における問題に移らせていただきたいと思

います。歳出歳入両面で質的に向上させながら、マクロにいい影響を与えつつ、

量的には厳しく見直していくという両面の作戦が必要になってこようかと思いま

す。この両面の作戦は、御承知のとおり金利動向が微妙な状況になりつつありま

すので、量的にはきちんとしたコントローラビリティを確立した上で、公的な債

務管理、利払い等に対しても十分体制強化をして、安定的に推移させていくとい

うことが求められていると思います。 

２番目は予算の骨格でございます。まず各論から入らせていただきたいと思い

ます。 

歳出改革におきましては、３つのポイント、つまり三位一体の改革、それから

年金・医療を中心にする社会保障制度の改革、そして予算編成のイノベーション

としての政策群・モデル事業、これをまとめております。三位一体の改革は、補

助金について量的には概ね４兆円ということが決定され、それにあわせて、交付

税、税源移譲が織り込まれるわけであります。３年間で実現するということでご

ざいますので、初年度におきましては、当然のことながら、出だしとして３年間

で実現をするということでございますので、３分の１程度の実現は確実に担保す

る必要性があろうかと思います。そしてその上で、補助金の内容でございますけ

れども、規模が大きい義務教育費国庫負担金、これを今後どのように扱っていく

かということが恐らく一つの重要な論点であろうと思います。御承知のとおり、

15年度におきましては共済等について2,200億円、16年も退職手当等で2,300億円

程度の規模の一般財源化をしていくことになろうかと思いますが、残りの部分に

ついてどのように考えていくのか。これは３大臣合意もありまして、かなり微妙

な問題もあろうかと思いますけれども、ここに大きな手がかりを求めていくとい

うことが必要になってこようかと思います。 

義務教育費関連以外につきましては、公共事業を含めて補助事業が約６兆円あ

るわけでありますけれども、今後これを着実に削減していく必要性があろうかと

考えております。ここで義務教育以外の補助金６兆円を３年間で３割程度削減す

るという考え方もひとつ考えられるかと思います。その場合には、初年度に相応

しい成果を上げるためには、１割程度の削減ということも念頭に置かなければな

らないことになろうかと考えます。もちろん、このような削減が公共事業全体に

対して極めて大きな影響をもたらすということも考えられるわけでありますけれ
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ども、所要の財源移譲を行い地方単独事業として実施することにより、マクロ経

済と両立するような形で整合的に行うということを念頭に置く必要性があろうか

と思います。 

さらに地方交付税について。国と地方は財政の両輪でございますから、効率化

をし、歳出削減をしていくということは当然であります。90年代以降の地方財政

計画の歳出がかなり高いテンポで伸びてきたことを考えあわせますと、地方団体

の自助努力を促し、地方交付税総額を抑制するよう努めていく必要性があろうか

と思います。 

社会保障制度改革につきましては、これは物価スライドをどのように考えるか

が重要であります。年金制度改革においては、当然のことながら、この物価スラ

イドを実現していかなければ、その後に控えます給付・負担の改革が不十分なも

のになりますので、改革の前提条件として、この物価スライドをきちんと実施す

る必要性があります。１年分の0.4％カットからこれまで繰り延べしてまいりまし

た分も含めた2.1％カットの間の中で努力をしながら、この年金制度改革の第一歩

を実現していく必要性があろうかと思います。 

医療につきましても、「効率化プログラム」を積極的に推進していく中で、近

年、物価・賃金が下落をいたしておりますので、14年４月に実現されました診療

報酬・薬価の引下げ、これは2.7％でありますけれども、この薬価及び診療報酬体

系全体を国庫負担の観点から見直していくということが非常に重要な課題になろ

うかと思います。さらには、介護の単価につきましても、物価の動向等を勘案し

ながら見直していくということが重要であろうと考えます。 

３番目は予算手法のイノベーションの問題であります。この予算編成について

は、財務省主計局の伝統的な手法の中でいろいろ努力をしていただいた結果、近

年、その歳出の内容見直しが、コストの低減も含めてかなり進展をしているとい

う具合に私も考えておりますけれども、これを持続可能な財政の確立につなげて

いくためには、内閣の政策目標を明確化しながら、その目標に対して、投入した

予算がどのような効果を上げていくかということをレビューする、このような質

的な観点からマクロ経済、民間需要を拡大する方向で改革するということに全力

を尽くしていく必要性があろうかと思います。 

「骨太2003」におきましても、「政策群」という言葉を入れさせていただきま

して、予算のきちんとした費用と評価の問題を仕上げていく必要性があるという

ことを強調したわけでありますけれども、政府部内で一体的・効率的な取組を必

要とする政策課題が非常に多くなっております。 

ここで、そうした例として考えられるものをいくつか挙げてみたいと思います。

まず、厳しい雇用情勢を改善させるために、「若年・長期失業者の就業拡大」と

いう政策目標をたてた場合には、民間事業者へのコンサル・職業訓練・就業支援

の一貫委託や、キャリア教育やインターンシップ等を通じた教育と雇用の連携と

いった政策を一体的に行う必要がありますが、これは規制改革と予算措置を伴う

産学官連携の施策を組み合わせる例です。次の例として、「対日投資の拡大」と
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いう政策目標をたてた場合を考えますと、合併等の制度整備を行い、規格・検査・

基準の相互認証を進め、学校・医療・英語表記等さまざまな面で在留外国人の生

活環境を改善するといった施策を行う必要があります。これには、やはり、さま

ざまな規制改革と予算措置が伴います。もう一つの例として、「科学技術駆動型

の地域経済発展」という政策目標の例を考えます。これには、知的財産推進計画

を着実に実施していくとともに、地域クラスターを充実させるような施策、研究

開発ベンチャー創出のための施策を組み合わせる必要があります。 

こうした例からわかりますように、単独の省庁で片づく問題というよりも、む

しろ、総合的な観点から横断的な調整というものを必要とする政策課題が非常に

多い。しかも、小泉内閣の施策の方向性に極めて合致しているというような例を

考えることができます。この政策群の考え方を前面に押し出し、できれば、総理

から具体的な政策目標を提示していただいて、予算の中にきちんと盛り込んでい

くということを今後の予算編成上の課題にしていただきたいという具合に考えて

おります。 

また、単年度予算で予算執行上の効率性から様々な問題があるということも事

実でありまして、その観点から、電子政府、雇用・人間力、科学技術等の重要な

テーマに合わせて弾力的な予算執行によって効率化の効果を上げていこうという

ことも、今年の予算の中でぜひ力を入れて実現していく必要性があろうかと思い

ます。こうしたモデル事業につきましては、既に各省庁に「骨太の方針」を踏ま

え説明をさせていただいておりますけれども、ぜひ予算編成の中においても、こ

のモデル事業の推進をお願いいたしたいと思います。 

各論につきましては以上でございますが、次に全体としての歳出のフレームで

ございます。これは今指摘しました様々な問題をトータルで考えた場合にどのよ

うなスタンスでいくかということでありますが、15年度の水準である47兆6,000億

円以下に抑制するよう、あらゆる努力をしていただきたいと思います。物価の動

向を考えてみますと、この「同水準に抑制する」ということは極めて妥当な目標

であろうと考えます。さらには、地方財政計画の一般歳出につきましても、国と

地方が協力しながら、この成果を上げるということで、前年度水準以下に抑制す

ることを目指していただきたいと思います。全体としては、一般政府、これは国、

地方、社会保障基金全体をカバーするわけでありますが、一般政府の支出規模の

対ＧＤＰ比が現状程度を上回らないようにすることを目指すべきと考えます。 

公共事業につきましては、従来から３％程度のカットを織り込んでおります。

今回、三位一体の改革ということで、この問題について補助金が絡んでくるわけ

でありますけれども、そのことを考えますと、三位一体の改革の中で国から地方

への役割分担の変更も含めて、３％を相当大きく上回る公共事業関係費の削減を

実現していく必要があろうかと思います。 

こういうことをやります背景には、「改革と展望」のシナリオをきちんと実現

するということがあります。そしてその中に位置づけられております社会保障関

係費及びその他一般歳出についても、全体としての整合性という観点から、「改
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革と展望」の参考試算以下に抑制するように努力しないといけません。 

それから、我々、予算の中で必ずしもこれまで十分に視野に入れてこなかった

のが特殊法人等への財政支出であります。この点につきまして、総理のリーダー

シップで14年度かなり大きな規模の削減をして成果を上げたわけでありますが、

今後、独立行政法人等が大学も含めてかなり増えてくるという状況にあります。

大学は対象とはされておりませんけれども、中期計画等の中で人件費を含め１～

２割の経費削減をすることが望ましいと飯田さんが議長をされている特殊法人等

改革推進本部参与会議から指摘されておりますので、これもぜひ実現をしていた

だきたいという具合に考えます。 

さらに、特別会計がどうも予算編成の議論の中で後回しになっているというこ

ともございますし、必ずしも情報開示の点から成果が上がっているとは考えにく

いところでございます。公会計制度を早急に整備し、情報開示する、フローとス

トックの観点から予算の精度を上げていくことに取り組んでいかなければならな

いと考えます。 

事業の廃止・縮小を行うこととともに、これからコスト管理、ＡＢＣも含めて

全体としてのきちんとした見直しに取り組む必要性があろうかと思います。 

最後に、「歳入面での課題」であります。歳入面につきましては、経済活性化

の観点から、昨年研究開発・設備投資減税等への御配慮をいただいたわけであり

ますけれども、今後さらにグローバル化する経済の中で、活性化の観点から税制

面の措置を一段と強化していく必要性があろうかと思います。 

三位一体の改革につきましては、地方が責任ある体制を実現するという意味で、

基幹税の充実を基本とする税源移譲を具体化すると同時に、その過程において、

必要になれば暫定的な財源措置を講ずるということも考えなければならないとい

う具合に考えます。 

社会保障制度につきましては、基礎年金の国庫負担の、３分の１から２分の１

への引上げ問題について、引き続き検討することが必要と考えます。 

いろいろ述べてまいりましたけれども、最後に、国債管理の問題と歳入見積も

りの問題に触れたいと思います。金利の動向が極めて微妙な状況の中で国債費が

どうなるのか。さらに、株価等の上昇によって、法人税収に与える間接的な影響

も含めて、税収見積もりというものがかなり難しい局面にあろうかと思います。

したがって、この辺のところはこれまで以上に専門的な管理を必要とすることに

なろうかと思います。その意味で税収見積もりについては、財務省主税局がこの

関連府省との協力を得ながら、税収見通しをきちんとしていくということ、さら

に、理財局を中心としながら、日銀の協力を得て公的債務の各種のリスクを適切・

専門的に管理するということが極めて重要な課題になってこようかと思います。 

以上が民間議員がまとめ上げました「『16年度予算の全体像』について」であ

ります。 

（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が、

確認のために、今、御提示いただいたのは民間議員の提案でありまして、今日議
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論したことを踏まえて、次回私の方から全体の案を提示させていただいて、その

案の作成の過程でももちろん御相談いたしますけれども、それで決定という形に

もっていければというふうに思っております。どうぞいろんな論点があると思い

ますので、御審議いただきたいと思います。塩川大臣。 

（塩川議員） 今申されました2003の基本方針ですね、我々も尊重してやっていかな

きゃいかんと思っておりまして、この骨組みを直ちに予算の、いわば概算要求の

基準に、後で竹中大臣の方から出すとおっしゃっていますけれども、それは即そ

ういう方向にはなかなか難しいような状況もあります。しかし、これは貴重な意

見であるので、私たちはこれを尊重して、その線に沿ってやっていくということ

にしたいと思いますけれども、なお、大きい問題がいろいろあります。これはず

っと読んでいきまして、私も朝から議論してみたんですが、実現可能な内容だと

か具体的に議論されていないものが相当入っておるということでありますので、

これは今後の議論の結果、それを予算に反映するということにひとつしておいて

もらいたいということをお願いしたいと思っております。 

それから、本間先生がおっしゃった中で、国の一般歳出についてでございます

が、47兆何がしというのは名目でおっしゃっているのか、実質なのか、去年は実

質なんですね。そこらの方は一回きちんとしておいてもらわんと、えらい違って

くるんですよ、実質と名目とでは。ここの統一をきちんとしておいてもらいたい

と思っております。 

それから、税制改正について具体的な議論が全然行われていないんですが、こ

の税制改正については私の方から、つまり財務省の方から税制改正についての考

え方を明示するということで一応の方針を出してもらいたいと思っておりまして、

このことについては、政府税調と党税調との間でも今すり合わせをしております。

そこで、来年の16年度は大きい税制の改正はしばらくできないだろうと。それよ

りも、去年、大幅な改正がありましたので、その実行はどのように移されておる

かということに重点を置いて、その点の多少の手直しをする程度のことになって

くるだろうと思うわけであります。 

それともう一つ、この際に申し上げたいと思いますことは税収見積もりなんで

すが、これはいつも国会でたたかれて、この前も１兆7,000億の税収にしておいて、

あれは9.11の問題があったし、それからＩＴの問題があったりしますので、私た

ちは弁解もできますけれども、ああいう場合ひとつ考えていただきたいのは、問

題は、法人の法人税が大きく狂ったんですね。あの見積もりについて、やはり、

どこかで経団連とか商工会議所とか、そこらの方も税収見積もりについては関心

をもって相談してもらわなきゃいかんと思うんです。全然されなかった。こちら

の方で見積もりだけやったという。それがまるで決算でいいますと、水増し決算

のようなことで言われて、僕も非常に弁解に困ったんですけれども、今度はそう

いうことのないように、私は税収見積もりは民間にも委託したいと思っています。

ついては、経済財政諮問会議でも一番大事な税収見積もりのアバウトな数字を一

回出してくれませんか。でないと、これは共同の責任とは言いませんけれども、
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共同の認識をとって合意したものであるということでないと、政府としての権威

がないだろうと思っておりますので、その点についてしてもらいたい。 

それから、経済活性化に向けた措置というもの、これも要するに４分野重点に

やるということが出ておりますし、それから７つの改革がありますね。あれが３

つの宣言と７つの改革、これが具体化しますが、これは相当な具体性を持ったも

のとして出てくるのか、それとも、概算要求の後においてこれを議論したらいい

のかということですね。そこをひとつ決めておいてもらわないとやりにくいと思

うんです。 

それからもう一つ、私が非常に心配しておりますのは、社会保障の財源問題で

すね。これの問題と社会保障はどの程度扱っていくのか。先ほど年金と医療につ

いての考え方が出ておりました。しかし、いよいよ予算で物事をあらわしていか

なきゃいかんと思うんです。これは概算要求のときに、そこが一番の勝負になっ

てくると思います。ですから、厚労省の方から、社会保障審議会の意見を踏まえ

て大臣から説明がございました。あの考え方でいくのか、それとも、そうじゃな

くて、やはり経済財政諮問会議として一つの方向を出すのかということをしても

らわないと、私のところははっきり言って、厚労省の案でいくとなったらとても

予算組めません。とてもできません。であるとするなら、現実の問題としてどう

するかという方向だけ決めていただいたら、それに基づいて概算要求の交渉もし、

それはそれなりに厚労省とのすり合わせができると思っておりますが、あの報告

を基本にして概算要求を交渉せいと言ったって私のところはなかなかできない。

ですから、そこは仲裁的な役として、この諮問会議、ここが一つの考え方を示し

て、これでどうなんだと、厚労省と財務省と相談せいと、こうしてもらわないと、

とてもできないと思っています。その点、ひとつよろしくお願いしたいと思って

おります。 

それから、あれもこれも言いますけれども、ちょっと私、今日ずっとこれを勉

強したんです。それでいろいろ考えていることを一回聞いておいてもらわんと、

責任逃れみたいなことを……。国庫補助金の工程表の中にあります。これの中で

概ね４兆円程度の国庫補助金について16年度３分の１程度の廃止・縮減の改革を

目指すと、こう言っていますね。それが今度６兆円ということになってきまして、

公共事業を入れろとおっしゃいます。じゃ、そうならば、公共事業を入れたスケ

ジュールをこちらの方もちゃんと考え直さなきゃいかんということなんですよ。

これはすぐやります。というのは、公共事業も制限についても30％削れとかいろ

いろおっしゃいますけれども、私は基本方針として、13年度のときに、公共事業

はＧＤＰに対して6.5％だった。それを10年後というか、2010年には２ないし３％

のＧＤＰの間に入れろとおっしゃる。そうしますと、毎年３％ずつずっと削って

いくとするならば、その線にほぼ近づいてくるんです。このことを私は説明して、

党の方も去年やっと納得させたところがあるんです。ですから、ここから削りま

すよ。何もそこから上へいくとかそんなことは考えていません。安易に考えてい

ません。ここから削るとしますけれども、その削り方は、公共事業の量で削るん
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じゃなくて、コストを削ると思っています。ですから、公共事業を削減しろとい

うことと、単価を削って予算を節約せいということとちょっとニュアンスが違う

んです。そこらの言い方をきちんとしてもらわなきゃ困ると。 

（牛尾議員） 事業量と個数ですね。 

（塩川議員） そうそう、そこをお願いしたいと思っております。 

それから、それでは、16年度中に11事項の中で三位一体の事業がありましたね、

三位一体のスケジュールは、工程表は大雑把なものが出た。あれはざるの工程表

です。あんなのはどうにでも解釈できる。大雑把もええとこや。そうすると、ま

ず16年度はこれだけのことをするということを私の方でも立てていきます。いき

ますけれども、例えば、義務教育国庫負担制度の見直しだとか、地方道路整備臨

時交付金の運用改善、それから交通対策とあります。農業委員とあります。そこ

で問題になりますのは、一般の財源としてするのか、交付金としてするか、ここ

らの問題は非常に大きい問題がありますので、これは縮減するという、ここでと

めておいてもらって、それはやりますから。でも、その交付の仕方というものを

どうするかということが非常に重要な、これによって成否が決まってくると思い

ますので、そこらはひとつ御理解をしておいていただきたいと思っております。 

それから交付税の縮減、これがありますが、これは総務省と相談します。これ

は私のところにやかましく言ってくるのは、補助金を削ってもいいから交付税だ

け残せと、このごろやかましいんです。これも私のところも困る。そういうこと

がありますので、ここに出しますが、しかし原則として、総額の削減と財源の保

障機能の縮小については、これはやっぱり原則として実行したいと。率の問題と

か量の問題はやらないけれども、これは予算過程において、総務省と相談してや

っておくことで、それはここでは決まらんと私は思います。ですから、交付税の

問題は、ここでちっとも議論が出てこない。出てこないけれども、これは予算の

執行のときの問題にしておいてもらうと。でないと議論を今やってもらったら困

ることが出てくると思うんです。 

そうしますと、三位一体で残るのは、それでは地方税をどういう格好で受ける

のかということで、１つは、３年の間メニュー化することもある。それぞれ臨時

措置を講じるとありますね。どうせ臨時措置を講じなきゃならんだろうと思う。

そのようなことをやるにしても、その前提となるもので、それじゃ、国税を削減

したら何を削減するかというのは、また、これは別の問題です。地方が受けやす

いものを渡すとします。そうでないと実現しないんだから。けれども、その削減

したものを、それの見返りとして地方はどういう形で受けてくれるのかというこ

とをイメージとして出しておいてもらわないと、説明が国会で私はできない。で

すから、地方ではこういう形で受けるんだということをきちんとしてもらいたい。

その際に一番大事なことは、国はええ格好して減税をしよった、地方は増税じゃ

ないかと。地方議員も国会議員もこれで議論されている人は困るので、ある程度

のメニュー化をきちんとしなきゃいけないんじゃないかということも思うんです

よ。そこらはどういうふうに扱ったらいいか。つまり、地方での受け方というも
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のを、これはきちんと説明できるようにしておいてもらわなきゃ困ると、こうい

うことなんです。 

それから今度は概算要求で、最初、本間先生、各省連絡して横断して協力して、

それぞれの立場から予算を組めとおっしゃっていましたね。あれは今度消えてお

るんですね。 

（本間議員） 政策群はそういう精神で書いています。 

（塩川議員） 僕は政策群という考え方は結構です。しかし、それがためには協議し

た上で決めろということ、そんなものできまへんで。だから、それは政策群の話

とごっちゃになっていると思うので、それはひとつ勘弁してもらいたいと思いま

す。各省協力して、これは当然のことだけれども、協議の上決めるとかそれはで

きない。でも、政策群という考え方、これは非常にいいと思うんですよ。だから、

これは私らも賛成しています。つまり、縦横の予算を横に並べていくということ

ですから、これは賛成です。 

それからもう一つ、予算のモデル化というやつ、モデル予算で、私のところも

２、３であっても、来年度試行的に組んでみたいと思っておりますので、これは

ひとつ相談いたします。 

（牛尾議員） やや多年度にわたるわけですね。 

（塩川議員） そうそう。二、三年度通期でやろうと。その代わりに、評価制度をき

ちんとやってもらわんとでたらめになってしまうのでね。特に話が具体的に進ん

でおりますのは、科学技術の研究費だとか装置だとかあるんです。しかし、僕は

細田君にも言っているんですが、評価性をおまえのところで考えてこいと、その

評価性と結びついたものじゃないとあかんと、私どもは以上です。 

（竹中議員） それでは片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 本間先生御説明の民間４議員さんの考え方については、私は、基本的

には賛成です。特に今や小泉構造改革の目玉の一つである三位一体改革について、

きちんと初年度に位置づけた。ざるはざるなんです。基本設計だから。基本設計

であんまり細かいことを決めるという方がおかしいので、実施設計はこれからで

す。16年度が初年度ですから、そこでどのように反映をするかということをみん

な見ています。三位一体改革を始めるという印をしっかりつけないといけない。

そういう意味では、16年度の予算は大変重要な予算だと、このように思っており

ます。 

そこで４兆円か６兆円かという議論がありますが、この４兆円の中で最も大き

い義務教育費国庫負担金は交付金化をしたらいいと思う。一般財源化の前に交付

金化、今の補助金を交付金にして、それから一般財源にもっていく。これが一番

なだらかではないかと思います。だから、それを本格的に検討すべきではないか

と考えます。 

それから、本間先生の三位一体改革の４番目の最後に「その他の補助金につい

ても厳しく抑制する」とありますが、本当はその他の補助金が一番問題なのです。

例えば、人件費の補助金だとか、それから法施行事務費の補助金とか、このよう

 10




平成 15 年第 16 回 議事録 

なものがあるのはおかしいと思います。公共施設の運営費の補助などが出ている。

これらは全て少額ですけれども、合わせれば2,000億円ぐらいになる。こういうも

のは思い切って地方の仕事に同化、定着しているのでやめるべきです。これをや

めれば手間からいっても大助かりで、それをぜひあげていただきたいと思います

し、奨励補助金は全体で３兆円くらいあるので、それもお願いしたい。 

（牛尾議員） その辺は書いた方がいいですかね。 

（片山議員） もう少し書き込んだ方がいい。 

（牛尾議員） いい書き方なので、それがわかるようにした方がいいね。 

（片山議員） 今度竹中大臣の方でおまとめになるなら、それはぜひ入れないと、そ

れは大きいですよ。 

それから交付税ですが、交付税はいつも言いますが、最後の受け皿なのです。

税がどうなる、補助金がどうなる、地方債がどうなる、残りの足りないものが交

付税というのが今の地方財政計画上の扱いなので、結局、財源保障機能の縮小と

いうのは、交付税の総額の抑制ということなのです。総額を抑制するためには、

ほかの収入ファクターをどのように扱うかということと、地方財政計画の総額を

抑えるということです。地方財政計画の総額を抑えます。地方単独事業は、国の

公共事業よりももっと切り込めと言っていますから、今年もそうですけれど、ぜ

ひこれはやります。これをやれば、地方財政計画の総額を抑えられ、交付税は減

少することになります。 

（牛尾議員） ここの表現はもう少しきちんとした方がいいね。「抑制すると共に」

という程度にしないで。 

（片山議員） 結局、最後の受け皿なので、頭からこれを幾らにするという性格のも

のではない。御承知のとおりですが、その点はぜひ御理解を賜りたい、このよう

に思います。 

それから、イノベーションのところのモデル事業は結構です。仕事をしっかり

やるということが必要だと思います。 

政策群は、重点４分野との関係でどうなるのかというのが少し気になるのと、

政策群をある程度モデル的にやるのか、全部をカバーするのかの位置づけをひと

つ考えていただきたい。その中間もあるのでしょうけれど。 

それからもう一つは、責任官庁を決めるとありました。４つの役所に関係ある

ものを責任省庁を一つだけ決めて、財務省が別にあって、予算上の扱いは複雑に

なるだけです。一つクッションが入るだけで、そこで決まりませんから。そのま

とめをやるのはいいが、やはり財務省とそれぞれ責任ある役所が、やり方として、

個別に折衝した方がいいと思います。その方が実務から言うと、私は効率的では

ないかと、このように思います。今の重点４分野は、すでに骨太方針で決めてい

ますから。これとの関係を整理したらいかがかと思います。 

それから、今言いましたように、歳出のフレームの方では、地方財政計画を抑

制基調といたします。特に地方単独事業は、国の公共事業より削減します。そう

いうことで、全体を抑えるということは引き続いてやりますが、公債費等が増え
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ますので、一般歳出を抑えさせていただこうと思っております。 

それから、税の関係ですが、結局、基幹税で私が前から言っておりますように、

例えば、所得税を何兆円か減らしたら個人住民税で受けさせていただく。今、個

人住民税の税率は、御承知のように５％、10％、13％です。私は、これは10％の

フラットにしたらいいと言っている。そうすると、13％の部分は減税です。逆に

それは所得税の方に持っていってもらう。入り繰りして、トータルで私は３兆円

の税源移譲と言っていますが、額はともかくそれでいきます。 

それから地方消費税は今、４対１です。これを３対２にしてもいいし、3.5 対

1.5 にしてもいい。そういう受け皿をきちんと私どもの方で考えますので、ぜひ

財務大臣御心配なく十分な協議をさせていただきたいと、このように思います。 

（牛尾議員） これは早く着手しないとだめですね。 

（塩川議員） 例えば、消費税は安定した財源だと思っているんです。ところが、調

整して配っているから、市町村なんかは安定した財源に見えるんです。だから、

消費税、消費税と言っている。 

（片山議員） 地方消費税です。地方消費税のことです。 

（塩川議員） だから、地方消費税の制度をどうして拡大するかということの問題と

結びついてくるんですよね。そこらが昨日も委員会で、私、佐藤観樹と大分やり

合った。だから、そこらはあるんで、受け皿をどうするかということを考えたい

と思います。 

（片山議員） 地方消費税は技術的な議論があります。 

（塩川議員） それからもう一つ、ついでに片山さんがおるところで。地方単独事業

を絞ると、こうおっしゃっても、私、それはぜひやってもらいたいと思って、と

いうのは、国の公共事業をみな調べたんです。そうしたら、国の公共事業よりも、

ものすごい地方の単独事業で事業認定しているものがたくさんあるんですよ。こ

れが次々と事業化されていった、事業認定されていますから、これをどうするか

という、それを抑えるのが、この財源が……。 

（牛尾議員） 地方単独で。 

（塩川議員） 出ているんです。そうすると、それを実行するとすると、地方単独債

か、それから財源補てん債かでやるんです。この分が返済のとき、半分交付税で

返ってくる。これが大変なんです。そこをどうするかということなんだ。 

（片山議員） 地方単独事業は、国の５か年計画で位置づけている。道路などはもの

すごく。今までは道路５か年計画で国の金が足りないところは、地方単独事業に

なってしまうのです。これは改めなければいけない。地方が望まないのに増やさ

なければいけないなどということは。 

（塩川議員） だから、僕は公共事業を減らすということを言ってもらったので、な

かなかつかない。 

（片山議員） 単独ではないです。国の枠の中でやっているわけですから。 

（牛尾議員） 支払いだけが地方なんですか。 

（塩川議員） そう。 
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（片山議員） 単独ではないです。 

（竹中議員） それでは、西川副大臣、福井総裁の順番でお願いします。 

（西川経済産業副大臣） 簡単に２つ申し上げます。１点目は、「骨太2003」を踏ま

え、人材投資でございますとか、実用化技術開発促進のような直接経済活性化に

効く投資に思い切った重点配分を行うことを、概算要求に当たっての方針におい

て明らかにしていただきたいと思うわけであります。その際、メリハリの効いた

重点配分が必要で、省庁間の予算シェアが固定的にならないようにするべきだと

考えております。 

２点目は、政策群やモデル事業の活用でございまして、経産大臣から提案させ

ていただきましたように、予算措置のみならず、制度改革を同時に行うことが経

済活性化の観点から有効であると考えておりまして、そのため、各省庁が政策群

の考え方を踏まえ、積極的な取組を行うよう、諮問会議として各省からのヒアリ

ングやフォローアップを行う際に、主導的な役割を果たしていただきたいと、こ

ういうふうに思っております。 

以上申し上げましたのは、今度の予算は、歳出の削減を図る一方で、将来への

明るい展望を切り開いて、小泉改革を国民に定着させ、完成させるものであり、

民間の潜在力というものを最大限に引き出す、そういうことが重要ではないかと

考えております観点から、２点をお願いを申し上げたいと思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは福井総裁どうぞ。 

（福井議員） 私からは本間先生に１つだけ質問でございますが、３ページの下から

２つ目の小さな丸の国債管理のところですが、ここの文章では、「国債管理につ

いては、全体の資金調達コストを最小化していくために、適切、専門的に管理す

る」、こういう文章になっていますけれども、国債管理政策というふうに考えま

すと、資金の調達者としての国の場合はコスト最小化、経済政策の運営主体とし

ての国という立場からは、国債市場の安定化というふうに、もう少しテーマが広

くなるんじゃないかなと思います。 

（本間議員） 実は「等」を入れればよかったと思っています。ＩＭＦや世銀もリス

ク管理について幾つかの項目を挙げておりまして、これら全体を問題意識として

持っておったんですが、書き方として、ここでは歳入面の裏側として、利払費の

変動が税収の変動とネットでどのくらいになるかという意味で、ここではこのよ

うに書かせていただいているということです。 

（塩川議員） 金融政策としての管理と、それから国債管理というものと分けた。分

けておかんと、複雑なんですね。 

（竹中議員） それでは時間が詰まっておりますが、民間議員からどうぞ。 

（奥田議員） 民間議員からペーパーを出しておいて、こういうことを言うのは申し

訳ないんですけど、税制は当然これに続いて検討して詰めておるわけなんですが、

一番の問題は、住宅がずっと最近問題になっておりまして、総理とか、あるいは

財務大臣からもいろいろお話がございますが、住宅税制について、今度切れるも
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のについては継続して当然やるんだと、そういう話が、やるんだとか、やらない

とかという話が世の中で言われているものですから、ぜひ、住宅の問題について

はこれからやっていくわけですが、明確にしていただきたい。資料の中でも、都

市再生の推進だとか、こういうところにいろいろ書いてあるんですが、はっきり

した住宅というものが出ていないものですから、やはり住宅は住宅として出した

方がいいんじゃないかという感じがするんですけど、やり方はいろいろあると思

います。 

（塩川議員） わかりました。私も住宅政策でごっちゃにされているという中、税制

としての住宅減税、租税特別措置法と行政上出しておる住宅政策の金があるんで

す。例えば、優良住宅の賃貸保障というのがありましょう。あれは行政経費なん

ですね。ああいうのは切ってもらったらいい。そんなものは、空き家ががらがら

しておるのに、何でそんな補助を出しているんだ、これは今度切ります。しかし、

建設の状態、これはもう少しこのままずっとしておこうと、現在のまませっかく

改正したところだから、これも押していきたいと思っております。行政的な措置

は切っていく、そういうこと。それをみんなごっちゃに党でも議論しているから、

私は昨日整理しました。 

（竹中議員） 吉川議員、牛尾議員。 

（吉川議員） 私たちの紙の１枚目、経済の現状について書いてあります。政府の景

気判断は今のところ、御承知のとおり非常に慎重であります。これは政府として

は非常に責任があるわけですから、言ってみれば、先憂後楽といいますか、きち

んと慎重に考えるということで大変結構だと思います。しかし、私は個人的には

もう少し明るいかなと思っています。この２年間を振り返ってみると、2003年の

７月、現在は恐らくこの２年間で一番希望が見えるような状況に近づいているの

ではないかと、私、思っております。それは設備投資という４番バッターがいよ

いよ少し出てきたかというふうに私は思っているからです。そういうときだから

こそ、予算が重要だ。予算の中には三位一体のような百年の計のようなものもあ

るんでしょうが、しかし、民間の需要の活力をいかに引き出すか。規制改革と一

緒になって民間の需要を後押しするというのが、今のタイミングで非常に重要だ

と思うんです。「政策群」というのも、予算の中身を見直すということを本当に

実行するための一つの考え方、工夫ということです。これも参考にしていただい

て、ぜひとも中身の見直しだけはしっかりやっていただきたい。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 有識者議員からは、割と従来の行政から見ると、やや突拍子のないこ

ともたくさん書いているのにもかかわらず、今日は諮問会議の大臣の方が非常に

積極的に取り上げていただいたこと、大変感謝します。 

それから、非常に大事なことは、三位一体と社会保障の問題は本当に大変な問

題だけれども、しかし、概算要求をやるときには、少しめどがたっていないと要

求しにくいだろう。今から29日までの間に諮問会議案から、社会保障の方は、何

らかの枠組みの骨子ぐらいは29日に少しは出さないといけないけれども、それは
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どういう手法でやるかということは、本当に竹中大臣を中心に考えていただかな

いとしょうがないので、両方で言い合っていたらだめなんですね。三位一体も最

後にああなって、漠然と決まって、こうきたから、今日も和やかなお話し合いで

非常に結構ですけれども、そういうところまできたわけです。今、厚生労働省と

の間では、とても差がありすぎて狭まっていないんだけれども、収入は決まって

いるんですから、身に合ったものしかできないという現実の中でどの程度のこと

をするかということは、ちょうど竹中大臣がこのままペーパー合戦では絶対無理

で、何からの共感をする方法が要ると。三位一体の方は、16年度３分の１と書い

てありますけれども、これは何とか死守してやりたいと。そのために具体的には、

これは技術論ですから、これは行政ベースに移せばかなり進むんじゃないかと思

いますけれども、社会福祉の方は行政ベースにまで届いていないので、これは竹

中大臣を中心にうまい方法を考えないといけない。財務省の協力を得て、これは

一つの方法だろうと。 

（塩川議員） ここは坂口さんとは、あんたと哲学が違うと言った。そんなら話した

かてしょうがないやないかと。 

（牛尾議員） その辺を何かの場が必要だということを申し上げて、この三位一体の

ときには、次官グループと本間さんが入ってやってこなして進めた経過があるも

のですからね。何かそういう手法を決める必要があるだろうと。 

それから、政策群は非常にいい提案をしても、実行するときに各省ベースなっ

てしまうので、提案がいいとこどりになってしまうんですね。今度は少なくとも、

せめてある種の分野に関しては、政策群の発想で多省にまたがったものを共通に

実現できるという方法を初めて挑戦してみたいという念願なんですね。それに規

制撤廃や制度改革をくっつければ、お金は非常に有効に生きてくるわけですね。

やはり財源が限られているんだから、同じ勘定も３倍ぐらい有効な使い方をした

いというものの中には、他省にまたがった政策も考えざるを得ないというのが

我々の素人の結論でありまして、それをプロである大臣方にぜひお願いしたい。

モデルの方は、要するに多年度予算というものを初めてここで特区的に実現をし

たいということでありますので。 

（塩川議員） すばらしい考えですよ。その代わり、１群、 2群とありますが、群を

組むときに、問題となっている規制をこれとこれと抽出しておいて、これをやら

なきゃあかんぞと、そう言ってもらわんと、これは効果が出ない。 

（本間議員） 今の点につきましては、予算要求をしていくときに、塩川大臣、片山

大臣もおっしゃったように、どういう形で省庁間の連携を図りながら、財務省と

調整し、それから内閣としての政策目標を結びつけていくか。ここは体制づくり

をしていきませんと、恐らくこのままでは、ケース毎に違ってくるような状況が

生まれると思いますので、今、牛尾議員の方からもお話が出ましたけれども、そ

の体制について、少し担当省と民間議員が相談させていただいて、財務省等とま

た御相談させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（塩川議員） そうですね。こういうのをやるときは仕切り屋が必要なんですね。そ
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こはひとつ、これによって効果が違ってくるんです。 

（片山議員） 典型的なテーマを決めたら、次官レベルかなんかで……。 

（塩川議員） そうそう。モデルをつくったらいい。 

（片山議員） たたき台をつくらせて、ここで議論したらいいですね。ただ、そうな

ると全体のカバーはできませんよ。やっぱり幾つか選んでやって。 

（牛尾議員） モデル的なものね。 

（本間議員） ですから、ここでも書いておりますように、できれば、総理から御指

示をしていただくのが、よいと思います。予算枠を別建てにするのかどうか等も、

議論の対象としてはあり得るんだろうと思いますが。 

（塩川議員） 先生ね、例４とあるでしょう。科学技術、これなんか一回やられてい

ました。今、細田大臣から言ってきておるのは、モデル事業なんです。モデル予

算。だから、そういうような組み合わせがちょうどいい。そうすると、地域振興

を経済特区とも組み合すでしょう、うまいこといくんや、これ。 

（牛尾議員） これはこの３年間に小泉政権が何回も言ってきたことを全部政策群と

してまとめているわけですから、中身は十分議論されているのに、予算面で実現

が困難で単独になってしまう。ぜひお願いします。 

（塩川議員） そっちはいいことを言っているけど。 

（小泉議長） 税制改革で貯蓄から投資へという、ようやく最近、株の優遇税制どう

なんだという声が聞こえてきたけれども、あれの評価はまだ早いと思うけどね、

どの程度になったのか、あるいは相続税、贈与税は減税したでしょう。あれだっ

て、住宅に自由に使ってもいいわけでしょう、減税の分。ああいう効果はどの程

度になるのか、それをよく評価してもらわないと。 

（牛尾議員） まだ２割ぐらいでしょう。 

（小泉議長） まだ早い。期間が足りないので、評価には時間がまだ足りないと思う

けれども、そういう点も含めて今後の税制改革に生かしてもらわなきゃいかん。

三位一体もあれだけかんかんがくがくの議論をやってなったんだから、社会保障

も少しやってくださいよ。そうすると、落ち着くから。年金改正が来年だからね、

これは多くの国民の意見を聞かなきゃならんし、難しい問題なんです。 

（塩川議員） 片山さんなんかと同じ政党やったら、キャンキャンやったって入って

くるけれども、ちょっとそこは気を遣うんや、正直言って。哲学が違うと、そう

やったら話したかてしょうがないということになってしまうので、そこらはちょ

っと気を遣う。 

（本間議員） 医療については、社会保障制度審議会の中に医療保険部会もできまし

たので、できれば、諮問会議有識者議員と政策上の問題も個別に詰めていくよう

なやり方も考えていく必要性があるかもしれない。その上で大臣レベルでまた調

整していただくと。 

（塩川議員） 財務省の案じゃなくて、僕自身の案というものがあるんです。これや

ったら無責任にぶつけてみて、議論のネタになることはなるんやけどな。やって

みますわ。 
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（竹中議員） それでは、個々の問題についてはたくさんの御指摘をいただきまして、

それについてはもう繰り返しはいたしませんが、受け止めて、できるだけ取りま

とめるようにいたします。 

そのとき、できるだけ明るい展望という御指摘があった。それはそのとおりだ

と思います。 

一般歳出の規模については、実質的なものかどうかというのは、これは各省庁

と相談をさせていただきます。それと三位一体、社会保障について、制度の枠組

みについて、これはどこまでできるかというのはわかりませんが、初年度改革は

重要であるというようなこと、それと補助金等に関しては、その他補助金が重要

であると、そのような御指摘はぜひ踏まえたいと思います。 

それと政策群、モデル予算については、これはやはり例をとって、何かいいパ

ターンをつくっていこうではないか、方向はよい、例示が大事だということであ

ったかと思いますので、これも各省庁ちょっと御相談をして、事務的に詰めて各

大臣にも御相談に乗っていただくということになると思います。 

総理ございますか。 

（小泉議長） よろしくお願いいたします。私、就任以来、目標を「改革なくして成

長なし」で全く変わっていない。どんなだめだだめだ、危機だ危機だと言われな

がら、ようやく芽が出てきたんでしょう。種をまいている段階から、芽が出てい

ない、芽が出ていないって批判者は批判ばかりしているけど、ようやく芽が出て

きた。芽が出てたら、まだ木になっていないと批判しているわけだから、ようや

くこの改革路線が芽を出してきたんですから、これに沿ってよろしくお願いした

いと思います。公共事業を減らしてちゃんとやってきているんだから、財政支出

しなくて。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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