
平成 15 年第 17 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 17  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年７月 29 日(火) 17：00～17:44 

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)「16 年度予算の全体像」及び概算要求基準について 

(2) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○16 年度予算の全体像（案）（竹中議員提出資料） 

○平成 16 年度概算要求基準について（塩川議員提出資料） 

○平成 16 年度予算における国庫補助負担金の改革等について （片山議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年17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。 


（プレス退場） 
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本日は、まず、「16年度予算の全体像」について、調整をしたものをお示しし

ておりますので御決定をいただきたいと思っております。その上で概算要求基準

についての御審議をいただきたいと思います。 

なお、平沼大臣、ＷＴＯ出席のため欠席でございますので、西川副大臣におい

でをいただいております。よろしくお願いします。 

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）まず、「16年度予算の全体像」ですけれども、前回申し上げましたとお

り、前回の審議等を踏まえまして、案を取りまとめさせていただきました。既に

各省庁の御意見は十分に賜った上で調整をしたものでございますが、これは中城

統括官の方から説明をさせます。 

（中城政策統括官） お手元の「16年度予算の全体像」について御説明いたします。

本案は前回の有識者議員資料の内容をベースに、前回の審議等を踏まえて作成し

たものでございます。 

ポイントを１枚目に持ってくるなど、レイアウトを少し変えております。ここ

では主要な変更点に絞って御紹介いたします。 

まず、１枚めくっていただきまして、１ページ、一番下の「三位一体の改革」

の国庫補助負担金につきましては、今後３年間の取組みの初年度として、16年度

予算編成において、政府一丸となって廃止・縮減等の改革に取り組むといたしま

した。 

２ページ目、一番上のパラグラフの中途ぐらいからでございますが、前回の片

山大臣の御指摘を受けて、「奨励的補助金については、廃止・縮減を原則として、

着実に削減する。特に地方団体の事務として同化・定着・定型化しているものや

人件費補助に係る補助金については削減を行うとともに、原則として、一般財源

化を図る」という記述を加えました。 

(ii)の社会保障制度改革、それから、(iii) の予算手法のイノベーションにお

いても、所要の修正を加えております。 

２ページ目から３ページ目にかけて、下のところですが、「歳出のフレーム」

でございますが、最初のパラグラフで、前回の塩川大臣からの御指摘を受けて、

国の一般歳出及び一般会計歳出総額については、次のページでございますが、「実

質的に15年度の水準（それぞれ47.6兆円、81.8兆円）以下に抑制する」といたし

ました。続いて、「地方財政計画の歳出についても、国の関与の縮減等と並行し

て、『基本方針 20003』に沿って厳しく抑制する」といたしました。 

３ページの第２のパラグフ、公共投資の部分は、「国の公共投資関係費全体と

して、対前年度比△３％以下に抑制する」といたしました。 

そのほか３パラの社会保障関係費及びその他の一般歳出、４パラの特殊法人等

への財政支出、５パラの特別会計でもそれぞれ所要の修正を加えております。 

それから(3) の歳入面の改革と歳入の見積もりの１行目、２行目でございます
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が、前回の総理の御指示を踏まえまして、税制改正については、さらなる改革の

検討に際しては、2003年度の改革の効果を的確に評価する旨の文言を付け加えま

した。 

それから、下から２番目のパラグラフ、国債管理の部分では前回の福井総裁の

御指摘を踏まえまして、国債管理については、「中長期的な全体の資金調達コス

トの最小化や国債市場の安定化等を目指し」とさせていただきました。 

以上が主なポイントでございます。 

（竹中議員） それでは、本案につきまして、特に何か御意見ございますでしょうか。 

（塩川議員） 三位一体で３年計画でやっています。そこで、ちゃんと３年計画の中

で結論めいたことをしておいてもらわなきゃ困ることは、交付金で処理するもの

と、負担金で処理するものと、一般財源で処理するものとそれぞれございますが、

結局、税源移譲は私のところはやろうとしておるんですから、一般財源化が最終

的な落ち着き先なんです。そこへ行くまでの措置としての交付金、負担金という

一応形態はあるんだけれども、どうしても一般財源化していくということが地方

の自立性を高めることでもあり、地方財源の自主的な確保ということになるんで

すから、その３年間の間に、この経過をきちんとしたものとしておいてもらわな

いと、交付金だったら、まだ財務省は税源移譲をするのが嫌だからやっておるの

かというふうな誤解を受けますので、私のところは、税源を積極的に移管してい

きたいと思っておりますので、そのような計画をぜひこの３年間の間に三位一体

の中で考えておいていただきたい。 

しかしながら、地方団体としては、直ちに一般財源化はなじめないんです。こ

れは僕らもよくわかっております。ですから、それまでの一つの経過措置として、

交付金化するとか、負担金化するとか、定額化するとかといういろんな手法はあ

るだろうけれども、しかし、改革の終着点というものはきちんと明記しておいて

もらいたいと思っておりますので、その点、よろしくお願いしたいと思います。 

（片山議員） ちょっと財務大臣の意味がよくわからないんですが、まず、補助金で

やめられるものはやめるんですよね。ただ、額がたくさん出ないと、ちょこちょ

こ税制改正できませんから、ある程度ためなきゃいかんでしょう。ためたら、そ

こで税制改革で税源移譲する。 

（塩川議員） だから、それは３年間ですりゃいいんだ。 

（片山議員） そのつなぎは交付税でやるよりしょうがないんですよね。問題は、交

付金化、負担金化というのは、補助金の配分の方法を変えるという話ですか。 

（塩川議員） いや、例えば、義務教育費一つ見ましても、これは一応は交付金化で

……。 

（片山議員） 交付金化、定額化と書いてある、例えば。 

（塩川議員） そうそう。しかしながら、最終的に一般財源化しなければですよ……。 

（片山議員） そうそう。それだったら税源移譲は関係ない。 

（塩川議員） それだけの分の財源移譲はできないことになりますから。そこはきち

んと書いておいてもらわなきゃ困ると、こう言っておるんですね。 
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（片山議員） 税源移譲は大賛成ですけどね、途中経過、いろいろありますね。 

（塩川議員） そうそう。議論をやらなきゃいかん。 

（竹中議員） 議論の御趣旨は、それぞれおっしゃったことは御指摘のとおりだと思

います。今、御審議いただいておりますのは、来年度の予算の全体像であります

ので、その先の制度設計の中で、今、御指摘の議論はしっかりとぜひ、この場で

議論をしていきたいというふうに思っております。 

予算の全体像に関しては、原案のとおり、諮問会議として取りまとめさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） では、そのようにさせていただきます。 

今後の予算編成作業、概算要求基準の設定等々、この全体像を踏まえて、ぜひ

きちんと行っていただきますように御協力をお願い申し上げます。 

○概算要求基準について

（竹中議員） 続きまして、概算要求基準についてでございます。塩川大臣から御説

明をお願いいたします。 

（塩川議員） ８月１日の閣議了解に向け、全力を挙げて検討を行っております。こ

の機会に概算要求の基準案につきまして、大枠で説明しておきたいと思っており

ます。 

方針は、2003の基本的な考えを踏まえて、歳出改革路線を堅持するということ、

これは当然でございます。同時に、16年度予算の枠組みにつきましては、歳出の

抑制と予算配分の重点化、効率化を同時に実現した昨年度の枠組みを継承するこ

とを基本といたしたいと思っておりまして、その点につきましての詳細は主計局

長から説明させたいと思っております。 

予算の全体像に関する議論も先ほどございまして、これは参考といたしまして、

今後の与党の意見と、明日、私は呼ばれておりますので、与党の意見を聞いた上

で、大体方針は変えない、私はそう思っておりますけれども、説明はしなきゃな

りませんので、７月31日の諮問会議にお諮りして、最終的に決定していただきた

いと、こう思っております。 

それでは、主計局長から考え方を説明してください。 

（細川財財務省主計局長） 説明させていただきます。今ほど大臣からありましたよ

うに、総額を抑制していく中でメリハリをつける、重点化するということで、昨

年度、今までの概算要求基準を抜本的に見直しを行ったところでございます。 

すなわち、お手元にあります提出資料の図がございますけれども、基本的には

経費を公共投資関係費、義務的経費、裁量的経費と３分類にいたしております。

そこで昨年の場合は、公共投資につきましては、削減額をあらかじめ決めますが、

それを基礎といたしまして、要望額を２割とるという形になっております。また、

裁量的経費につきましても、科学技術振興費相当額を除いて何％削ったところ、

それを基礎にして２割増しの要望を求めるという形になっております。今年もこ

 4




平成 15 年第 17 回 議事録 

の仕組みについては、それを継承したいと考えています。 

真ん中の義務的経費33.2兆円と最大の経費分類がございますが、これにつきま

しては、制度改革等によって削減・合理化することが大切だと思っております。

したがって、増加を認めるものにつきましては、人件費、特殊要因、年金・医療

等のみとして、その他につきましては、対前年度同額以下とするという考え方で

ございます。 

それから年金・医療につきましては、「骨太2003」でも言われておりますが、

概算要求段階からの削減が重要であるという考え方に基づいて、現在、厚生労働

省と最終的な詰めを行っているところでございます。 

次に、大枠につきましてはそういう考え方で、今年もそれを継承してまいりた

いと思っております。「骨太2003」等でいろいろ御指摘のあります重点化の仕方、

あるいは編成プロセスの改革等につきまして、下の四角で囲ったところに書いて

ございます。 

まず、重点化に当たりまして、「骨太2003」で示された重点化の考え方等を踏

まえまして、１つは政策群、ある目標につきまして、その横串で予算をつくって

いくという考え方が示されておりますが、その手法の重視、構造改革への具体的

な取組みの促進、それから、いわゆる重点４分野への集中といったことの考え方

を示したいと思っております。 

それから補助金につきましては、今、大臣が申されましたが、三位一体の改革

を推進するため、「骨太2003」で改革工程、いわば18年度までの土俵ができてい

るわけでございますので、それに沿って着実に改革を進めていくということだと

思います。 

もう一つ、モデル事業等でございますが、いわゆるプラン・ドゥ・シーという

編成のプロセスを確立する取組みの中で、このモデル事業等につきましても行っ

てまいりたいと思っております。 

政策群及びモデル事業につきましては初めての試みでありますので、我々とし

ても、きちんと仕上げていかなきゃならないと思っておりますが、実のあるもの

に、地に足のついたものにしていきたいと、そういうふうに期待いたしておりま

す。 

それから、ＯＤＡ等につきましては、前年度と同様の考え方で対応するという

ことでございます。 

最後に、一番下に書いておりますが、昨年度の税制改正、いわゆる配偶者控除

の廃止に関連いたしまして、与党の中で少子化対策の施策について、国・地方を

通じて総額2,500億円の枠内で施策を行うという合意がなされておりますが、国と

地方をどう分担するのか、あるいは内容そのものをどうするのかということがま

だ検討が進んでおりませんので、これにつきましては、予算編成過程で別途検討

するということとしたいと思っております。 

なお、右下のところに、「ほか、ＮＴＴ」云々と書いておりますが、これは13

年度補正で2.5兆円のＮＴＴの貸付金を活用した事業をやりましたが、据え置き期
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間が過ぎて、16年度から償還が始まるというものでございます。これはいわば国

債償還費的な性格を持っておりますので、一般歳出の外で整理したいというふう

に考えています。 

以上とさせていただきます。 

（塩川議員） これに付け加えますと、モデル予算の件ですけれども、今、大体各省

から１件ずつぐらい出ています。それで、総数で大体８件ほど出ておるんですけ

れども、ほとんどがＩＴ関係とバイオマスです。これでいいと思うんです。一応、

それでやってみて、こういうふうなことになるという試行錯誤をやってみたら、

再来年、17年度以降、随分出てくるんじゃないかと思っています。とりあえず、

積極的に取り上げていきたいと思っております。 

（小泉議長） 具体的なのはわかりますか。ＩＴ・バイオマス、どういう例が……。 

（塩川議員） 電子政府形成ネットとか、それから港湾のワンストップ窓口、ウィン

ドウであるとか、そういうのが多いですね。やはりＩＴ関係ですね。それからバ

イオマス関係は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃがありますね。そのＳの分類の中にあります。

これは、科学技術会議が非常に積極的に取り組んでくれておりますので、産学共

同の中でやりやすいと思っておりますのでやっています。ただ、条件を付けてあ

りますのは、毎年チェック・アンド・アクションはきちんとやってもらわなきゃ

困りますよと、そういう条件になっております。国土交通省関係も案外少ないん

ですよ。これはまた相談を一回してみます。公共事業の関係ですね。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それでは関連しまして、片山大臣から資料を提出していただいておりますので、

お願いします。 

（片山議員） 縦長のペーパーを出しておりますが、実はちょうど各省庁が概算要求

について検討する際に、毎年今の時期ですけれども、来年度予算における国の補

助金・負担金について、こう直してほしいという注文を出しております。今まで

は次官レベルで、次官の名前で各省に出しておりますが、今回は三位一体の改革

が16年度から始まるわけでありますので、大臣名で、大臣宛に出そうと、こうい

うことにいたしております。中身はそう変わっておりませんが、格上げをしたと、

こういうことでございます。 

書いてあることは、特に格別新しいことは書いておりませんが、ざっと見てい

ただきますと、16年度予算編成では、「骨太方針2003」を踏まえて改革をやって

ほしいと。特に初年度ですから、初年度としてしっかりと扱ってほしいというこ

とを各省に申し入れております。それから、そういうことをやる場合には、地方

団体の意見を反映してくれと、各省庁においても、十分地方の意見を聴取して反

映してほしいと。 

それから、５点挙げておりまして、「地方団体の自主性・自立性の強化」、こ

れは国の関与をできるだけ廃止・縮減、それから必置規制みたいな法令による義

務付けはやめてほしいと、こういうことでございまして、例えば農業委員会、改

良普及事業等がありますが、これは後に個別の名前を出しております。それから、
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負担転嫁をやめてほしいと、単なる国の負担の地方へのつけ回しは困るというこ

とであります。 

それから大きい２番目は、「国庫補助負担金の整理合理化の推進」で、骨太方

針に従って抜本的な整理合理化をお願いする。特に重点11項目については着実に

お願いいたしたい。後で個別事項の方で少し申し上げます。 

それから２つ目の「○」、国庫補助金というのは、奨励的補助金を念頭に置い

ておりますが、来年度予算で削減目標の設定と、これに沿った廃止・縮減をお願

いいたしたいと。奨励的補助金ということでくくると３兆円あるんですね。経常

が１兆円、投資が２兆円、全部というわけではもちろんありませんが、奨励的補

助金は「全体像」の方にも書いていただいておりますので、ぜひそういうことの

廃止・縮減をお願いしたい。 

それから、いつも申し上げております３つ目の「○」は、法施行事務費、公共

施設の運営費、施設整備費、人件費などで地方に定着しているものについては、

一般財源化を図っていただくと、これが約2,000億あります。 

それから一番最後は、廃止する補助金と似たものをまた新しくつくるのは勘弁

願いたいと、こういうことであります。 

それから１枚めくっていただきまして、国と地方の財政秩序の確立ですが、い

つも問題にしております直轄事業でございますけれども、実は「直轄事業の範囲

の基準の明確化」と書いておりますのは、大きい道路・河川に直轄事業の根拠が

ないんですね、基準が。だから、予算が決まると政令で指定をしているんですが、

何で決まっているかよくわからないんです。基準を書いているものもありますけ

れども、道路・河川はないんですね。だから、これを明確化してほしいというの

が１つ。 

それから、これもこの前申し上げましたが、直轄事業で地方から負担金をとっ

ているんです。直轄事業というのは、国が直轄でやるからということなんですが、

地方も受益するということで負担金をとっておりますけれども、そのうち、維持

管理をずっととるというのはいかがかなと。これが2,000億円あるんです。前から

申し上げているんですが、どうも国土交通省も財務省も、主計局長さん、なかな

か、これをとり続けられておりますけれども、一番この不満が多いんですよ。維

持管理ですからね。御承知のように、建設が１兆円あるんですよ。建設の方は後

でもいいんだけれども、維持管理についてはひとつお考えを賜りたいと、こうい

うふうに思います。 

それからもう一つは、地方の不満は、事務費について、直轄では国の職員の退

職手当や公務災害保障についても地方から負担金をとっているんですよ。補助事

業ではそれは外しているんですよ。自分が出すときには出さぬで、とるときだけ

とっているんですよ。これは不公平という不満がありますので、ひとつ……。こ

れはこの前、大分、財務大臣、御理解を示していただいたんですけどね。 

それから、直轄事業の実施については、基準がはっきりしていないと言いまし

たが、地方団体との事前協議、実際やっておりますけれども、ぜひ、このルール
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化等を考えていただいたらどうか。 

それから、３つ目は超過負担ですね。本来、10補助対象にしなきゃいかんもの

を７しかせずに、それで２分の１、3.5くれるんですけれども、事業は10かかるの

で、国の補助裏の3.5と超過負担を３持たなきゃいかんのです。大分よくなってい

ますよ。大分よくなっていますけれども、まだ残っていますので、よろしくお願

いします。 

それから４番目は補助負担等の要件の是正で、国が補助負担金を出すときに、

地方団体の助成を事実上義務付けるんです。例えば、市町村が補助する場合に、

国が半分出す、２分の１出すと県が４分の１必ず上乗せをしろと、上乗せしなき

ゃ補助しないと、こうやるんです。それから、補助する場合に細かい対象の要件

をいっぱい書くんですよ。ああいうのはやめた方がいいと思いますね。ひとつよ

ろしくお願いします。 

それから、最後の財政負担増等を伴う施策の抑制、これは必置規制や、あるい

はセンターなんかつくらせる場合に、建物だけつくって、職員を入れるのは当た

り前なんですよ、職員については知らぬと、どうぞと、こうなるので、そういう

のが全部地方にしわ寄せされておりますので、そこで１枚めくっていただきまし

て、個別の事項で指摘しておりますのは、そこに書いているとおりなんですが、

特に文部科学省では、義務教育の国庫負担制度の見直し、厚生労働省ではいろい

ろありますが、やはり６番目の新しい児童育成のための体制の整備、これが例の

幼保一元化なんですよね、ぜひこれの芽出し、道筋をつけていただく必要がある

のではなかろうかと。農水省では、市町村事業に対する細かいものはやめてもら

うのと、農業委員会・協同農業普及事業。同じことが林野庁や水産庁にもありま

す。 

それから１枚めくっていただきまして、国土交通省でも市町村事業等に対する

細かいものはやめてもらうというのと、今の直轄事業と３番目の地方道路整備臨

時交付金、道路特定財源、オーバーフローしているやつの交付金ですね。これは

あり方をぜひ見直してほしいということを申し上げているので……。 

（塩川議員） これは大きいんですよ。 

（片山議員） はい。それから、海上保安庁で、放置座礁船というのが北朝鮮が多い

んですよ。座礁して行っちゃうんですよ。全部後始末を地方団体がやっているん

ですよ。それで財務省にお願いして、国にも一定の割合で持ってもらったんです

けど、全部地方に丸投げして逃げちゃうんです。保険にも入っていませんからね。

金の出所がないんですよね。ぜひこれについても何らかのルールをつくる必要が

あるということでございます。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（塩川議員） 放置自転車と同じだな（笑）。 

（竹中議員） それでは御審議をいただきたいんですが、その前に主計局長からちょ

っと補足的な説明があります。 
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（細川財財務省主計局長） 今、大臣からもありましたが、奨励的補助金につきまし

ては、就任のときに一定の目標を掲げて努力していくということを、昨年は△５％

だったと思います。 

（塩川議員） 片山さんね、一つだけお願いがあるのは、交付税で交付金のこと、配

分が足らぬところがあるんですね。基準財政需要額でね。その差額が、財源が不

足しておる。これを臨時財政対策費かなんかで、これは交付税にリンクしないで

しょうな。 

（片山議員） 将来の元利償還の時には基準財政需要に入れると言っているんです。

これをやらんと地方はあれしますよ。 

（塩川議員） ここをきちんとしてもらわんと、でないと、府県がこれでだらしなく

なっちゃうんだ。結局そこへ逃げてしまうんだよ。だから、これは一回片山さん

のリーダーシップできちんと収めるようにしてほしい。 

（片山議員） 塩川大臣、今の法律は、交付税が足りないときは、税率を上げろと書

いてあるんですよ。その代わりに赤字地方債を出せと。税率を上げられぬから、

こういう状況で、赤字地方債を出して、将来、基準財政需要に入れてやると。交

付税のダミーですから、身代わりだから。 

（塩川議員） 基準財政需要額の点数のとり方を変えるかなんかしないと、当然、増

税が出てくるんだよ。 

（片山議員） それはかなり今、抑えているんですけどね。 

（塩川議員） しかし、ごっついからね。これが交付税でリンクされてきて、その分

は後年度負担でどんどん増えていっちゃうんですね。 

（片山議員） これは財務大臣ね、財務省と知恵を出し合った案なんですよ。検討は

します。御指摘はなかなか難しいと思いますけれどもね。 

（竹中議員） はい、どうぞ。時間が限られておりますので、概算要求基準について

は、手短かに御意見がありましたら、吉川議員。 

（吉川議員） 私、予算編成のあり方として、今日、一応了承されました「予算の全

体像」というのを政府がこのタイミングでつくるというのは非常に大切なことだ

と思います。別に今年だけではなくて、年々経済の現状をきちんと説明して、そ

れを踏まえて予算の考え方を明らかにするというのは大変大切だと考えておりま

す。したがって、その概算要求基準というのは、先ほど塩川大臣、これも参考に

してとおっしゃられたと思いますが、私、この「予算の全体像」が十分に反映さ

れることを期待しております。ですから、次回の会議で概算要求基準、数字も説

明されると思いますが、この「予算の全体像」の考え方と、どのように対応して

いるか。仮に「予算の全体像」からずれてくるようなことが今年あるのかどうか

わかりませんが、将来的に政府の予算編成の中で「予算の全体像」から概算要求

基準が変わってくる。考え方として、そういうことがあれば、そのことも諮問会

議で説明されることが望ましいと、このように考えております。 

（塩川議員） 大勢を見ましたら、枠組みは大体順応してくれます。ただ、そこで、

率なんですよ。削減の率が問題なんだ。ここがなかなかその交渉のあれで……。
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だから、削減対象は了承してくれるんですけれども、その点がこれからの党との

折衝で一番しんどいところなんです。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 吉川議員が指摘した問題にも関連するわけですけれども、概算要求基

準は２つの役回りがあるんだろうと思います。１つは、内閣と与党との意思決定

の整合性というものをどう図っていくか。これは従来は実務的な形でなさってお

られたということで、我々が「全体像」の中で明確に書くと、それが障害になる

ということも十分理解できる部分もあるわけですが、もう一つの概算要求の役回

りというのは、内閣が今年どういうことをやるんだということが反映をして、前

年度に比べてプライオリティ付けも含めて、方向性を明示して国民に説明すると

いうことの役回りも重要だろうと思っております。 

今年は「骨太の方針」の３回目をつくりまして、「予算の全体像」の中で新機

軸を打ち出しておるわけでありますので、それが何らかの形で概算要求基準の中

に反映して、そして国民に説明するという段取りを、相当これから意識的にやっ

てまいりませんと、恐らく、今後の経済施策のプロセスの中でマニフェスト的な

考え方であるとか、対立する軸がかなりいろいろな形で、野党との関係において

も明確化をしていくような状況を踏まえますと、これを織り込んでいくというこ

ともそろそろ考えていく必要性があるのではないか。今年は間に合わないとして

も、予算の概算要求基準というものを、来年あたりは幾分性格も含めて御検討を

していただけないかというのが第１点です。 

それから第２点、モデル事業は前回も塩川大臣から積極的に御支援をいただい

たわけですが、今日のお話の中にもございました、国土交通省からこのモデル事

業というのが出ていないというのは、極めて奇異な感じがいたしまして、プラン・

ドゥ・シーで一番適する事業形態になっておりますので、ぜひそこら辺の部分の

ところも積極的に……。 

（塩川議員） 事業費全体の把握ができていないんじゃないかと思うんです。 

（本間議員） ぜひ、その辺のところも、事務方も含めてエンカレッジするような、

そういう誘導をお願いしたいというふうに思っています。 

（塩川議員） ＩＴ関係なんかでもでたらめが多いですね。 

（牛尾議員） 常に概算要求基準というのは新聞でも大きく新機軸として取り上げる

場合が多いわけですが、今年は目玉として、政策群とモデル事業というのを我々

も考えてみました。それはこの図の四角の中でも、①と③でも取り上げていただ

いていますから大変にありがたいんですが、積極的に概算要求の段階で他省にま

たがる、しかも規制撤廃や制度改革に連動した効率の高い政策群というものをや

るんだという意思が伝わるような表現をぜひお願いしたいと思います。 

特に、この３年間やってきた総合的な提案が実行される段階では各省ベースに

なってしまうという前例がありますので、政策群は多省にまたがって、それをや

る初めてのケースでありますから、ぜひ大きく取り上げていただくと、構造改革

が目に見えてくるという感じがします。もちろん、財務省の場合に各省にまたが
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るものをどう扱うかというのは大変に困難なことだろうと思いますが、やはり、

６つぐらいの政策群に関しては、それぞれ一人の主計官がやってくださるような

ことがあれば、目に見えて総合的な実行体制が見えるという、それがまた、中身

はこの２年間、総理を中心に言ってきたことを全部まとめるわけですから、予算

を通じての執行というものが国民に対してもわかりやすいものになるので、本予

算で示すことは当然ですけれども、概算要求の段階でもそういうことがわかるよ

うにできるだけ、ぜひお願いしたいと思いますし、明日の党との話は、これは難

しいことになりますが、それは塩川さんに……。 

（塩川議員） 総論賛成で各論反対なんですよ。総務会にも呼ばれて行きますが、私

が説明すると、大体ぐちゅぐちゅ文句が出ますけれども、最後は任してくれなん

てなるんですけどね。 

（小泉議長） 人徳だよ。 

（塩川議員） ところが各論が通らない。そこで私は、16年度予算の一つの方針とし

て、言ってくる事業を認めてやろうと。事業を削るとなったら去年もしんどかっ

た。事業はもうみな認める。その代わり、メリハリを付けるというのはどこで付

けるか。ちょびっとしか付けんぞと。２年でやるやつを５年でやるとか３年でや

るとか、そういうやり方でやるということ、これが一つのメリハリの付け方だと

思うんです。でないと、これも削ったんだったら、皆バックに議員がおりますか

ら、じゃ、だめだとかになってくる。そういうやり方が一つあると。だから、今

度は徹底的に単価を見直せということをやっているんです。これは今非常にやか

ましく言っているんです。ところが、ずっとこの前から物価関係を研究してやっ

ているんですが、物価の把握しているところはどこもないですね。先生、何かあ

りますか。物価はここに聞いたらわかるというところ、ありますかな。 

（吉川議員） 公共投資関係の……。 

（塩川議員） 公共投資だけじゃなくて福祉も環境も全部。物価ほどいい加減なもの

はないですね。これを基礎にして、例えば簡単なことを言いますと、棒鋼ありま

すね。19番線が標準ですよね。公共事業の建築バーでもありますね。これが１ト

ン 3万5,500円のやつと３万7,000円と、それだけ差が違ってくるんです。これが

どこに物価水準を置いたらいいのか。物価というのは物ですね。それから、生コ

ンもトンで１万1,500円と8,000円とあるんです。ですから、これをどうしようか

と。来年度頭から５％削ってしまえと、それで一回予算を組ませてみて、それで

高いか安いか、ブーブー言ってくるのだったら話をしてみたらどうだと。その代

わり事業量は減らすなと。そういうふうなことでやるよりしょうがないと思うん

です。 

（奥田議員） 余り単価を減らすと質が悪くなって橋が壊れるとか、そういうことも

あるから、そこらの兼ね合いは専門家に見せなきゃいかん。 

（塩川議員） そんなに20％も30％も削るというのは、だって道路は20％節約できる

と言ったんです。あれは仕様書を変えて規格を変えるとできるんです。高速道路、

道路公団も言っているんですよ。新規をやらせてくれと、20％削るからと。扇さ
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ん、それだけやれるのだったら、何で古いやつの改修だとか修繕などもできない

のと私は言っている。 

（小泉議長） ほかでもできるはずだな。 

（牛尾議員） 一番わかりやすいのは、工事費の場合、官の事業と民間の事業で、こ

れは民間は怖くて言えないんです。 

（塩川議員） 不見識な言葉になりますけれども、要するに、談合賃なんですよ。こ

れは僕らも言えない言葉だけど、これはやはり単価の方で考えていかざるを得な

いと思う。そして一応そんなことで、資材については何％引きだと。プロジェク

ト全体じゃありませんが、それによって一回積算してみて、その分どれだけ事業

量を伸ばしていけるかということにして、私は言ってくる事業は削るなと、削っ

たら反発がきついからね、コストで勝負してくれと、こう言っておるんですが。 

（小泉議長） 鉄鋼なんて、今まで自動車業界の方から鉄鋼を安くしろと言ったら、

今度は逆に上げてくれと言われて上げると。ああいう民間同士の契約を少し学ん

だらどうだよ。そうでしょう、すごいせめぎ合いでしょう。 

（奥田議員） 結局、需給関係ということになりますね。 

（小泉議長） 最近、鉄鋼が上がってきたんでしょう。 

（奥田議員） 上げたですね。 

（小泉議長） かつてはぐっと下げて。 

（塩川議員） だから、ゼネコンなんかまとめて買うのに、一般小売価格の表示価格

で買っている。それが計算になってきておる。それは日経ビジネスだとか、日経

の物価記事を読んで勉強したんです。そうすると、そこらが違ってくるんですね。

ですから、１トン３万500円、これと３万8,000円とか、３万7,500円とかというの

とその差が出てくる。そこなんですね。ところが、公共事業で組み込んでいる単

価は１トン３万7,000円ですからね、そうなってくるんですよ。それじゃ、私が言

っている３万500円というのは、根拠は何ですかと言われてきたら困っちゃうんだ

よな。だから、物価というのをどこでつかまえるかなんですよ。 

（竹中議員） 資材のデータベースを公表しているとかいろんなところも、これはい

ろいろ御研究しておられると思いますから、ぜひいろんな工夫でここはしていた

だきたいと思います。 

ほかにございますでしょうか。本間議員どうぞ。 

（本間議員） 片山総務大臣の方から、補助金の御提案、非常に包括的に問題点を指

摘していただきまして、この方向は極めて重要だという具合に思っておりますが、

恐らく、これから諮問会議が頻繁に開けないというようなこともあろうかと思い

ますが、恐らく三位一体はその後の内閣としての、あるいは対野党としての三位

一体の問題が非常に大きくクローズアップされる可能性が私はあるという具合に

考えております。この三位一体の問題について、少なくとも事務方では、作業を

中断することなく、きちんと勉強をしておくということが重要ではないかと考え

ております。とりわけ、補助金の精査の問題は、各府県レベル、改革派の知事あ

たりは相当勉強しておりますし、私、あるところでシンポジウムに出て、非常に
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抵抗勢力的な扱いを受けて、遅いというようなことまで言われておりまして、ぜ

ひ、そういう意味で内閣全体として、この問題をきちんと夏休みを含めてやって

いただきたいと。 

その際、恐らく税源移譲と補助金の問題はかなりクローズアップされるわけで

すが、先ほどのお話も出ましたけれども、交付税の問題をどういう具合に考えて

いくか。これはストック面における最後の国と地方の償還の問題も含めてきちん

と議論しておかなければならないテーマだという具合に思いますので、ぜひ関連

省庁全体の中で勉強の継続というものをお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員） 今の点につきましては、例えば諮問会議で議論しておきました年金等々

の問題につきましても、官房の方でいろいろ継続的に勉強する仕組みをお考えい

ただいているというふうに聞いております。今までの三位一体で先生にも御苦労

いただきましたが、その勉強はぜひ続けていただいて、まさに夏の間にこそしっ

かりと、そうした蓄積をしたいと思います。 

（片山議員） 民主党が選挙対策で三位一体のマニフェストを具体的に出すとか言っ

ていますね。先生、法定五税分の交付税は10兆6,000億になっているんですよ。国

税の五税がどっと減っている。やりくりで７兆4,000億足して18兆配っているんで

す。それでは一般財源は賄えませんから、６兆円の赤字地方債を出している。も

うずっとやりくりなんです。大変なことになっているので、やはり税源移譲とリ

ンクしないと、これは抜本的に今切り込んだって意味ないんですよ。10兆6,000億

しかない。それは主計局長がよく知っているように。あとは知恵を出し合い、や

りくりをして７兆4,000億のせて借り入れをしたり、赤字国債を出してもらったり、

うちの方も６兆の地方債を出している。国民の皆さんは誰も知らないですね。わ

かる人はわかるんだけれども、一遍、それをはっきり出して議論する必要がある

かもしれませんね。ほんとのことを言わないとだめよ。 

（塩川議員） 結局、交付税だと財源保障性をどうするのか。 

（片山議員） 地方はみんなキャッシュをもらうから、借金のかたまりとわかってい

ない。 

（小泉議長） わかりやすくわかってもらう、材料を出して国民に。 

（片山議員） そういうことです。私もそういう時代になってきたと思います。よく

わかります。 

（竹中議員） 今の点は、まさに説明責任の点もちゃんとやろうという、総理の御発

言だと思います。概算要求基準につきましては、本日の審議を踏まえまして、次

回に財務大臣から、さらに具体的な案をお示しいただき、審議を行うということ

でございます。総理。 

（小泉議長） ありがとうございます。今日も記者会見で私がはっきり言いましたよ

うに、構造改革路線転換なし、ようやく芽が出てきたところでありますから、こ

の改革を加速させていくと。そういう意味において、８月１日の概算要求基準、

これも歳出改革、大事な点でありますので、本日の議論を参考としながら、ぜひ

とも党の了承、説得をお願いいたしまして、メリハリの効いた予算編成でいきた
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いと思います。財務大臣よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、次回は今申し上げた概算要求基

準の審議以外に、ここでもちょっと議論いただいた新たな予算手法の導入に関す

るモデル事業等々でありますけれども、有識者議員から御意見を示していただく

というふうにしたいと思います。 

以上をもちまして、本日の諮問会議は終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

（以 上） 
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