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平成 15 年第 16 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
 
○「16 年度予算の全体像」について 
（竹中議員）本日は、「平成 16 年度予算の全体像」についてご審議をいただきたい。

６月 27 日に閣議決定された「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重要。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。この「全体像」を諮問会議として取りまとめ、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ことになる。 

   それでは、「予算の全体像」の考え方等について、本間議員から御説明をお願
いしたい。 

（本間議員）小泉構造改革がスタートしてから３年たち、３回骨太の方針をつくった。
過去２年間において、「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」という政策決定
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の流れになっていて、これが年末の予算に結びついていく、という形をつくり上
げた。しかしながら、それぞれのステップが必ずしも有機的に結合し、連動する
というイメージがこれまで確立できていないということも事実。 

   そこで、３年目に当たり、「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枠組みづくりをやっ
ていく必要がある。今回の「予算の全体像」は、これからの概算要求や予算編成
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
と考えている。このような流れのシステム化は、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するという責務を果たす重要な機会で
あると考える。 

   「16 年度予算編成に向けたポイント」として、５点挙げている。まず、「基本
方針 2003」を着実に実現し、さらに一般会計だけではなく、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「改革と
展望」で描いた姿を実現する。また、総理のリーダーシップによって、三位一体
の改革の具体化を決定したが、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が大事だ。骨太の方針の中で謳って
いるように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。さらに、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、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、といったことが予算編成上の重要なポイントになる。 

   そこで、経済見通し及び予算の問題ですが、歳出歳入両面で改革を進め、予算
を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る。この両面の作戦は、金利動向が微妙な状
況になりつつあるので、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態勢強化をして、安定的に推移
させていくことが求められている。 

   ２番目は予算の骨格について。歳出改革について、三位一体の改革、年金・医
療を中心とした社会保障制度改革、そして予算編成のイノベーションとしての政
策群・モデル事業の３つがポイント。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
まれている。３年間で実現するので、初年度においては、当然のことながら３分
の１程度の実現は確実に担保する必要性がある。内容的には、規模が大きい義務
教育費国庫負担金を今後どのように扱っていくかが一つの重要な論点である。ご
承知の通り、15 年度は共済等で 2,200 億円、16 年度も退職手当等で 2,300 億円
程度を一般財源化していくことになると思うが、残りの部分をどう考えているか。
３大臣合意もあり、かなり微妙な問題もあろうが、ここに大きな手がかりを求め
ていくことが必要になるのではないか。 

   義務教育費関連以外については、公共事業を含めた補助事業約６兆円の削減を、
今後着実に実施していく必要がある。義務教育以外の補助金を３年間で３割程度
削減するというような考え方もあると思う。その場合初年度にふさわしい成果を
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と考
える。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
たらすとも考えられることから、所要の財源移譲を行い、地方単独事業として実
施することによって、マクロ経済と両立するような形で行うことを考える必要が
ある。 
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   地方交付税について。国と地方がそれぞれ効率化をし、歳出削減をしていくこ
とは当然である。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ると、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る。 

   社会保障制度改革については、物価スライドをどのように考えるかが重要。物
価スライドを実施しないと、その後に控える給付・負担の改革が不十分なものに
なることから、きちんと実施する必要がある。1年分の 0.4％カットからこれま
で繰り延べしてきた分も含めた 2.1％カットの間の中で、努力をしながら、年金
制度改革の第一歩を実現していく必要がある。 

   医療についても、「効率化プログラム」を推進するとともに、物価・賃金が下
落している状況を踏まえ、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ると思う。さらには、介護の単価も、
物価の動向等を勘案しながら見直していくことが重要である。 

   ３番目は予算手法のイノベーションの問題。近年、財務省主計局の努力もあり、
歳出内容の見直しは、コストの低減も含めてかなり進展している。しかしながら、
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をきちん
とレビューする、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
向で改革をすることに全力を尽くしていく必要性がある。 

   「骨太 2003」の中でも、「政策群」という言葉を入れさせていただき、予算の
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が、現在、
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いる。 

   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。まず、厳
しい雇用情勢を改善させるため、「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、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る。これは規制改革と予算措置を伴う産学官連携の施策を
組み合わせる例だ。次の例として、「対日投資の拡大」という政策目標をたてた
場合には、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
を行う必要がある。これには、やはり、さまざまな規制改革と予算措置が伴う。
もう一つの例として、「科学技術駆動型の地域経済発展」という政策目標を考え
る。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
る必要がある。 
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点を考えると、

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むことを今後の予算編成上の課
題にしていただきたい。 

   また、単年度予算について予算執行上の効率性から様々な問題があることも事
実であり、その観点から重要なテーマ、例えば電子政府、雇用・人間力、科学技
術等の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く
ことも必要だ。こうしたモデル事業も、今年の予算編成の中で推進したい。 

   各論は以上であるが、全体としての歳出のフレームについては、15 年度の水
準以下に抑制するように努力をしていただきたい。物価の動向を考えてみると、
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この「同水準以下に抑制する」ということは極めて妥当な目標である。さらに、
地方財政計画の一般歳出についても、国と地方の協力の下、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。全体としては、一般政府の支出規模の対Ｇ
ＤＰ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である。 

   公共事業については、従来から３％程度のカットを織り込んでいる。今回、三
位一体の改革が打ち出される中で、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る。この
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、社
会保障関係費及びその他一般歳出についても、「改革と展望」の参考試算以下に
抑制するよう努力しないといけない。 

   それから、我々が従来予算の中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る。この点については、総理のリーダーシップで、14 年度
にかなりの規模の削減をして成果を上げたところ。今後、独立行政法人等がかな
り増えてくる状況にあります。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、と特殊法人等改革推進本部参与会議から指摘されてい
る。これもぜひ実現していただきたい。 

   さらに、特別会計については、情報公開の点からも成果が上がっているとは考
えにくい。公会計制度を早急に整備し、情報開示をしながらフローとストックの
観点から予算の精度を上げていかなければならない。事業の廃止・縮小を行うと
ともに、コスト管理、ＡＢＣも含めて全体としての見直しにも取り組む必要性が
ある。 
歳入面については、昨年、経済活性化の観点から研究開発・設備投資減税等に

御配慮いただいたところであるが、経済の更なるグローバル化の中で、経済の活
性化の観点から、税制面の措置を一段と強化する必要性がある。 

   三位一体の改革については、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の具体化と同時に、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ことも考えなければならない。 

   社会保障制度については、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、引き続き検討する必要がある。 

   最後に、国債管理の問題と歳入見積りの問題について。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、税収見積りというものがかなり難しい局面
にあり、これまで以上に専門的な管理を必要とすることになると思う。その意味
で、財務省主税局が、関連府省の協力を得ながら税収見積りをきちんとしていく、
さらには、理財局を中心に、日銀の協力を得て公的債務の各種のリスクを適切・
専門的に管理することが極めて重要な課題になってくる。 

   以上が「16 年度予算の全体像について」である。 
（竹中議員）今提示頂いたのは有識者議員案。今日の議論を踏まえ、皆さんとも相談

の上、次回私の方から全体の案を提示し、とりまとめることとしたい。では、色々
な論点があると思うので、ご審議頂きたい。 

（塩川議員） 「基本方針 2003」は尊重してやっていくつもりだが、この骨組みを
直ちに概算要求の基準にすることは難しい。実現可能性も含め、具体的に議論さ
れていない内容も相当入っているため、今後の議論を通して予算に反映するとい
うことでお願いしたい。 

   次に、国の一般歳出 47.6 兆円については、名目か実質かで大きく違ってくる
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ので、きちんと統一をしてもらいたい。 
   税制改正については、財務省から税制改正の方針を出したいと思っており、政

府税調、党税調とすり合わせをしていきたい。16 年度は、大きな税制改正より
も、去年の大幅な改正の実行に重点を置くこととし、多少の手直しをする程度に
なるだろう。 
それから、税収見積りについて。この機会に申し上げたいが、税収見積りはい

つも国会でたたかれる。税収見積りの狂いについては、過去、9.11 同時多発テ
ロやＩＴの問題等もあったが、大きいのは法人税の見込みが大きく狂った点だ。
経団連や商工会議所等に税収見積りについての相談がなされず、財務省だけで見
積りをした。それを水増し決算の様に言われたので、今後はそういう事の無いよ
うに、税収見積りに関し民間にも委託したいと思っている。また、経済財政諮問
会議でも、税収見積りのためのアバウトな数字を一回出してもらえないか。そう
でもしないと、税収見積りに関して政府としての権威がないだろうと思う。 

   次に、経済活性化に向けた重点４分野、また「３つの宣言」と「７つの改革」
の具体化につき、16 年度予算の全体像に相当具体性をもったものを出すのか、
それとも概算要求の後に具体的なことを議論すべきなのか、決めて頂きたい。 

   また、私（塩川議員）が非常に心配している社会保障の財源問題を、どの程度
扱うのか。先程、年金と医療についての考え方が出ていたが、いよいよ予算に具
体的に反映していかなければならない。これは概算要求の一番の勝負になると思
う。よって、社会保障審議会の意見を踏まえた厚生労働省の考え方でいくのか、
それとも経済財政諮問会議として一つの方向を出すのかを決めて欲しい。厚労省
の案では、財務省はとても予算が組めない。現実問題として、経済財政諮問会議
で方向性を示して頂ければ、それに基づいて概算要求の交渉をし、厚労省とすり
合わせができる。経済財政諮問会議に、仲裁的な役として、一つの考え方を示し
てもらいたい。 

   次に、三位一体改革について。民間議員の案の中で、概ね４兆円程度の国庫補
助金について 16 年度に３分の１程度の廃止・縮減を目指すと言っているが、公
共事業を全部入れたスケジュールを考え直す必要がある。これについては、すぐ
検討する。 
公共事業については、「公共投資の対ＧＤＰ比５％を 2010 年には２～３％にす

る。そのためには、毎年３％ずつ継続して削減する必要がある。」ということを
党に説明し、やっと納得してもらった経緯がある。よって、ここからさらに削減
を進めるが、公共事業の量を削減するのではなく、コストを削減して行きたいと
考えている。公共事業の削減と、単価を削って予算を節約することとはニュアン
スが違う。従って、そのあたりの言い方をきちんとしてもらいたい。 
また、工程表は大雑把なものなので、まず 16 年度はこれだけのことをすると

いうスケジュールを財務省の方でも立てていきたい。例えば、義務教育国庫負担
制度の見直し、地方道路整備臨時交付金の運用改善、交通対策、農業委員とある
が、一般財源として縮減するか交付金として縮減するかは非常に大きな問題であ
るため、縮減するという方向性を示す段階で止めておいてもらいたい。 
それから、交付税の縮減については総務省と相談する。この問題については「補

助金を削ってもいいから交付税だけ残せと」と言われているが、総額の削減と財
源の保障機能の縮小については原則として実行したい。率や量の問題は、予算編
成過程において総務省と相談していくことで、経済財政諮問会議で決まる問題で
はないと思う。従って、交付税の問題は、予算の編成の際の問題ということにし
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てもらいたい。今議論をしても困難だと思う。 
そうなると、三位一体の改革で残っている問題は、地方が税をどの様な形で受

けるのかということ。国税の何を削減するのか、というのと、削減したものを地
方がどこで受けるのか、というのは、別の問題だ。地方が受けやすいものを渡す
とすると、その見返りとして地方はどういう形で受けるかというイメージがない
と、国会で説明ができないため、イメージをきちんと出してもらいたい。その際
に一番大事なことは、国は減税となったが地方では増税にならないように、ある
程度きちんと具体的にメニュー化してもらわなければ困る。 

   それから、本間先生が当初「概算要求において、各省連絡し、横断し、協力し
て、それぞれの立場から予算を組め」と仰っていたが、今回の案では消えている
ようだ。 

（本間議員） 政策群はそのような精神で書いている。 
（塩川議員） 政策群という考え方は結構だが、各省庁が協議した上で決めることは

できない。各省協力するのは当然のことだが、協議の上決めることはできない。
しかし、政策群という考え方は非常に良く、賛成だ。縦横の予算を横に並べてい
くということには賛成する。 

   最後にもう一つ。予算のモデル事業について。財務省としても、２～３であっ
てもモデル予算を来年度試行的に組んでみたいと思っており、これについてはま
た相談する。 

（牛尾議員） 多年度にわたる訳ですね。 
（塩川議員） 二、三年度の通期でやる。代わりに、評価制度もきちんとしないと、

でたらめになってしまう。話が進んでいるものとして、科学技術の研究費、装置
などがあるが、同時に評価性を考え、その評価性と結びついたものでなければだ
めだと考える。 

（片山議員） 今回示された有識者議員の考え方に基本的には賛成である。今や小泉
構造改革の目玉の一つである三位一体について、きちんと初年度と位置づけた。
基本設計であまり細かいことを決めるというのはおかしく、実施設計はこれから。
16 年度が初年度であり、どのように反映されるかをみんな見ている。三位一体
改革をこれから始めるという印をしっかりつけるべき。その意味でも、16 年度
予算は大変重要だと思っている。 

   そこで４兆円か６兆円かという議論があるが、この４兆円の中で最も大きい義
務教育は交付金化したらいいと思う。一般財源化の前に現在の補助金を交付金化
して、それから一般財源化することが、一番なだらかではないか。それを本格的
に検討すべきだと思う。 

   今回の資料の三位一体改革の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」とあるが、本当はその他の補助金が一番問題。人件費補助、法施行
事務費補助、公共施設運営費補助なども出ており、合わせれば 2,000 億円ぐらい
になる。これらは地方の仕事に同化、定着しており、補助金を廃止するようぜひ
取り上げていただきたい。奨励補助金は全体で３兆円くらいあるので、それも取
り上げていただきたい。 

（牛尾議員） その辺も書きこんだ方がよいのか。 
（片山議員） 竹中大臣がまとめる時に、ぜひ入れていただきたい。非常に大きな話

である。 
   それから、いつも言うが、交付税は最後の受け皿である。税、補助金、地方債

が決まり、残りの足りないものが交付税というのが地方財政計画上の現在の扱い
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であり、結局、財源保障機能の縮小は、交付税の総額の抑制ということだ。総額
抑制とは、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。地方単独事業も、切り込むこととしたい。それに
より地方財政計画の総額を抑えられ、交付税は減る。 

（牛尾議員） 「抑制すると共に」という程度でなく、きちんとした表現にすべき。 
（片山議員） 交付税は、頭からこれを幾らにするという性格のものではないことを、

御理解いただきたい。 
   予算のモデル事業は結構だ。仕事をしっかりやることが必要。政策群について

は、重点４分野との関係がどうなるのかということと、政策群はある程度モデル
的にやるのか、全部をカバーするのかを考えていただく必要がある。 

   責任官庁を決めるという話だが、複数の役所に関係あるものについて責任省庁
を一つ決め、財務省が別にあるのは、予算上の扱いが複雑になるだけである。や
はりそれぞれ所管の責任ある役所が財務省と個別に折衝した方が効率的だと思
う。また、今の重点４分野は、骨太方針で決めており、これとの関係を整理すべ
きであろう。 

   歳出のフレームの方では、地方財政計画を抑制基調でやる。特に地方単独事業
は、国の公共事業より削減する。全体を抑えることは引き続きやっていくが、公
債費等が増えるため、一般歳出の抑制ということにさせていただこうと思う。 

   税の関係だが、基幹税について前から言っているように、例えば、所得税を何
兆円か減らしたら個人住民税で受けていく。個人住民税は、御承知のように５％、
10％、13％となっているが、私（片山議員）は 10％のフラットにすべきだと言
っている。そうすると 13％のところは減税となり、逆にそれは所得税の方に持
っていってもらう。入り繰りすればトータルで３兆円となると思う。額はともか
くそれでいく。 

   地方消費税は今、４対１であるが、これを３対２、3.5 対 1.5 にしてもいい。
そういう受け皿を私どもの方で考える。十分な協議もさせていただきたい思う。 

（牛尾議員） これは早く着手しないといけないだろう。 
（塩川議員） 例えば、消費税は安定した財源だと思われている。ところが、調整し

て配っているから、市町村からは安定した財源に見える。 
（片山議員） 地方消費税のことを話している。 
（塩川議員） 地方消費税の制度をどうして拡大するかという問題と結びついてくる。

その辺りを踏まえ、受け皿をどうするかということを考えたい。 
（片山議員） 地方消費税には技術的な議論がある。 
（塩川議員） 地方単独事業を絞ることはぜひやってもらいたい。国の公共事業を調

べたところ、国の公共事業よりも、地方単独事業で事業認定しているものがたく
さんある。これを抑えていくべき。 
地方単独債や、財源補てん債がこれらの事業の財源。この分が返済のとき、交

付税で半分返ってくる。そこをどうするかということだ。 
（片山議員） 地方単独事業は、国の５か年計画で位置づけられている。道路などは

特にそうであり、国の予算が足りないものは、地方単独事業に行ってしまう。こ
れらを改めていくべきである。地方が望まないのに増やさなければならないのが
現況だ。 
このように、これらは地方「単独」事業ではない。国の枠の中でやっている。 

（牛尾議員） 支払いだけが地方ということか。 
（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たい。 
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（西川経済産業副大臣） １点目は、「骨太 2003」を踏まえ、人材投資、実用化技術
開発促進のような直接経済活性化に効くところに思い切った重点配分を行うこ
とを、概算要求の方針において明らかにしていただきたい。その際、めり張りの
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べき
だと考えている。 

   ２点目は、政策群やモデル事業の活用として経産大臣から提案させていただい
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いる。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
行う等、主導的な役割を果たしていただきたいと思っている。 

   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、完成させるもの。民間の潜在力というものを最大限に引
き出すことが重要だと考えている。 

（福井議員） 本間先生に１つ質問する。資料３ページの下から２つ目の小さな丸「国
債管理については、借換えも含めた全体の資金調達コストを最小化していくため
に、公的債務の各種のリスクを適切、専門的に管理する」という文章がある。国
債管理政策については、資金の調達者としての国の立場からはコスト最小化、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ように、
テーマが広くなるのではないか。 

（本間議員） 実は「等」を入れればよかったと思っている。ＩＭＦや世銀もリスク
管理について幾つかの項目を挙げていて、これら全体を問題意識としては持って
いたが、ここでは、歳入面のコストとして、利払費の変動が税収の変動とネット
でどれくらいになるかという意味で、このように書いたということ。 

（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を分けておか
ないと複雑になる。 

（奥田議員） 資料を出しておいて、こういうことを言うのは申し訳ないが、税制を
検討して詰めている中で、最近住宅が問題になってきている。住宅税制について、
今度切れるものを継続するかしないかという議論があるが、これを明確にしてい
ただきたい。資料の中でも、都市再生の推進等は書いてあるが、住宅については、
はっきり出ていない。住宅は住宅として出した方がいいのではないか。やり方は
色々あると思うが。 

（塩川議員） 住宅政策は様々ある中、税制上の住宅減税と、行政上出している住宅
政策の補助金がある。例えば、優良住宅の賃貸保障は行政経費だが、ああいうの
は切ればいい。空き家があるのに、何でそんな補助を出しているのか。これは今
度切る。しかし、住宅建設の状態はもう少しこのままにしておくということで押
していきたいと思っている。行政的な措置は切っていく。 

（吉川議員） 資料の１枚目に経済の現状を書いてある。政府の景気判断は今のとこ
ろ、非常に慎重だ。政府は責任が大きいので、先憂後楽というか、慎重に考える
ことは結構だが、個人的にはもう少し明るいと思っている。この２年間を振り返
ってみると、2003 年の７月はこの２年間で一番希望が見えるような状況に近づ
いていると思っている。設備投資という４番バッターがいよいよ少し出てきた今
こそ、予算で民間需要の活力をいかに引き出してくるか。規制改革と一緒になっ
て民間の需要を後押しすべきで、今のタイミングが非常に重要だ。政策群は、予
算の中身を見直すための一つの考え方、工夫だが、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。 
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（牛尾議員） 今回の有識者議員の資料は、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、大臣議員が非常に積極的に取り上
げて下さり、感謝。三位一体と社会保障の問題も本当に大変な問題だが、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。社会保障について、
29 日には何らかの枠組みの骨子を少しは出さないといけない。どういう手法で
やるかということは、竹中大臣を中心に考えていただかないといけない。厚生労
働省と財務省とが両方で言い合っていたらだめだ。厚生労働省との間では大きな
差があるが、収入は決まっていて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、ペーパー合戦では無理。三位一体の方は、
16 年度は３分の１と書いてあるが、これは何とか死守してやりたい。これは行
政ベースに移せばかなり進むのではないか。社会福祉の方は行政ベースにまで届
いておらず、竹中大臣を中心に財務省の協力を得て、うまい方法を考えないとい
けない。 

（塩川議員） 坂口大臣とは、もっとよく話し合っていく必要がある。 
（牛尾議員） その辺、何かの場が必要だということを申し上げた。三位一体の議論

では、事務次官と本間議員が入って議論を進めた経過があり、何かそういう手法
を決める必要がある。それから、政策群は、良い提案をしても、実行するときに
各省ベースになってしまうので、提案がいいとこどりになってしまう。今度は、
少なくともある種の分野に関しては、政策群の発想で複数省庁にまたがったもの
を共通に実現できるという方法に初めて挑戦してみたい。それに規制改革をくっ
つければ、お金は有効に生きてくる。財源が限られており、有効な使い方をした
いので、複数省庁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結論だ。
それを各大臣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だ。 

（塩川議員） すばらしい考え。その代わり、政策群を組むときに、問題となってい
る規制を抽出して、具体的にこれをやらなければならないと言わないと効果が出
ない。 

（本間議員）  今の点について。塩川大臣、片山大臣もおっしゃったが、予算要求の
ときに、どう省庁間の連携を図りながら、財務省と調整し、それから内閣の政策
目標を結びつけるか。体制づくりをしないと、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てくるので、牛尾議員がおっしゃったように、体制につ
いて民間議員が担当省や財務省等と御相談させていただきたいと思うがよろし
いか。 

（塩川議員） その通り。こうしたことをやるときは仕切り屋が必要だ。これによっ
て効果が違ってくる。 

（片山議員） 典型的なテーマを決めたらいいのではないか。次官レベルか何かで。 
（塩川議員） そう。モデルをつくればいい。 
（片山議員） たたき台を作らせて、ここで議論すればいい。ただ、そのやり方だと

全部の問題をカバーはできない。やはり幾つか選んでやっていく。 
（牛尾議員） モデル的なものを。 
（本間議員） できれば、総理から御指示をいただくのがよいと思います。予算枠を

別建てにするかどうか等も議論の対象としてはあり得よう。 
（塩川議員） 本間議員、政策群の例として、科学技術は一回やってみては。今、細

田大臣はモデル事業、モデル予算の話しをしてきている。だから、そういう組合
せがあるものはとてもいい。地域振興を経済特区とも組合せて。これはうまくい
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く。 
（牛尾議員） この３年間、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。中身は十分議論されているのに、今までは予算面で実現が困難で単
独になってしまっていた。ぜひお願いしたい。 

（塩川議員） それはいいことだが。 
（小泉議長） 税制改革で貯蓄から投資へという流れを作ってきた中で、最近、株の

優遇税制はどうなんだという声が聞こえてくるが、その評価はまだ早いと思う。
あるいは相続税、贈与税は減税したが、その減税分は、住宅に自由に使ってもい
いわけだ。こうした効果がどの程度になるのか、それをよく評価してもらいたい。 

（牛尾議員） まだ２割ぐらいか。 
（小泉議長） まだ評価は早い。評価には時間がまだ足りないと思うが、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ければ。三位一体もあれだけかんか
んがくがくの議論をやってここまで来たんだから、社会保障の方も議論して欲し
い。年金改正は来年だから。多くの国民の意見を聞かなければならないし、難し
い問題だ。 

（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たの
で、諮問会議有識者議員と政策上の問題を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。その上で大臣にまた調整していただく。 

（塩川議員） 財務省の案ではなく、私（塩川議員）自身の案がある。これであれば
厚労省に議論のネタになることはなるが。 

（竹中議員） 個々の問題についてたくさんの御指摘をいただいた。この場ではもう
繰り返さないが、それらを受け止め、できるだけ取り入れつつとりまとめたい。 

   そのとき、できるだけ明るい展望を示すべきという御指摘があった。それはそ
のとおりだと思う。 

   一般歳出の規模については、各省庁と相談をしたい。三位一体改革、社会保障
制度改革について、制度の枠組みについてどこまでできるかわからないが、初年
度は重要だという御指摘、補助金等に関しては、その他補助金が重要だとの御指
摘はぜひ踏まえたい。 

   政策群、モデル予算については、例をとって、いいパターンをつくっていこう、
方向はよい、例示が大事だということであったかと思う。これも各省庁とも相談
し、事務的に詰めた上で、各大臣にも御相談に乗っていただくということになろ
う。 

   総理。いかがですか。 
（小泉議長） よろしくお願いしたい。私は、就任以来、目標は「改革なくして成長

なし」で全く変わっていない。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。種をまいている段階には、芽が出ていないと批判者は批判
ばかりしているが、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
いと批判者は批判しているが、ようやくこの改革路線が芽を出してきているので、
これに沿ってよろしくお願いしたい。公共事業を減らしてちゃんとやってきてい
るんだから。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
（以 上） 


