
 

平成 15 年第 17 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 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） 

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

（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） 「16 年度予算の全体像」については、前回の審議等を踏まえ、案を取

りまとめた。既に各省庁から意見を十分に頂いた上で調整したものだ。中城統括

官から説明する。 

（中城政策統括官） 「16 年度予算の全体像」を御説明する。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。ポイントを１枚

目に持ってくる等、レイアウトをすこし変えた。主要な変更点に絞って御紹介す

る。 

 １ページ一番下の「三位一体の改革」で、国庫補助負担金については「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」とした。 
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 ２ページ目、一番目のパラグラフで、前回の片山大臣の御指摘を受け、「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」という記述を加えた。 

 「(ⅱ)社会保障制度改革」、「(ⅲ)予算手法のイノベーション」においても、所要

の修正を加えた。「（２）歳出のフレーム」の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、「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」とし

た。「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

 2003』に沿って厳しく抑制する」とした。 

 ３ページ第２パラグラフ、「公共投資」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」とした。その他、「社会保障関係費及びその

他一般歳出」、「特殊法人等への財政支出」、「特別会計」でも所要の修正を加えた。 

 「(３)歳入面の改革と歳入の見積もり」では、前回の総理の御指示を踏まえ、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た。「国債管理」の部分では前回の福井総裁

の御指摘を踏まえ、「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」とした。 主なポイントは以上だ。 

（塩川議員） 三位一体は３年計画でやっており、３年計画の中で結論めいたことを

しなければいけない。交付金で処理するもの、負担金で処理するもの、一般財源

で処理するものとあるが、結局、税源移譲をやるのであれば、一般財源化が最終

的な落ち着き先だ。そこへ行くまでの措置として交付金、負担金という形態があ

るが、一般財源化することが地方の自立性を高め、地方財源の自主的な確保につ

ながるのだから、この３年間で、この経過をきちんとしたものにすべき。交付金

だと、財務省は税源移譲をするのが嫌なのかと誤解を受ける。税源は積極的に移

管したいと思っており、そのような計画をこの３年間に三位一体の中で考えてい

ただきたい。 

 しかし、地方団体としては、直ちに一般財源化にはなじめない。従って、それ

までの経過措置として、交付金化、負担金化、定額化等のいろんな手法があるだ

ろう。しかし、改革の終着点はきちんと明記しておいてもらいたい。 

（片山議員） 財務大臣の趣旨を十分理解できていないが、まず、補助金でやめられ

るものはやめる。ただ、税制改正はある程度の金額がまとまってから。ある程度

の額になったら、そこで税制改革を行い税源移譲する。 

（塩川議員） それは３年間ですればいい。 

（片山議員） そのつなぎは交付税でやるより仕方がない。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ご趣旨か。 

（塩川議員） 例えば、義務教育費国庫負担金一つ見ても、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。 

（塩川議員） そうだ。しかし、最終的に一般財源化しなければ……。 

（片山議員） そうだ。それだったら途中は税源移譲と関係ない。 

（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、そこはきちんと書い

ておいてもらわなきゃ困る。 

（片山議員） 税源移譲は大賛成だが、途中経過にはいろいろある。 

（塩川議員） そうだ。議論が必要だ。 
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（竹中議員） それぞれの主張はそのとおりだが、今、御審議いただいているのは、

来年度の予算の全体像であり、その先の制度設計の中で、今、御指摘の議論をし

っかりとこの場でしていきたい。「予算の全体像」を原案のとおり、諮問会議と

して取りまとめてよろしいか。 

              （「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く。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行っていただくように御協力をお願いする。 

 

○概算要求基準について 

（竹中議員） 続いて、概算要求基準について、塩川大臣から御説明をお願いする。 

（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いる。この機

会に概算要求の基準案については、大枠で説明しておきたい。 

   方針は、「基本方針 2003」の基本的な考えを踏まえて、歳出改革路線を堅持す

る。同時に、16 年度予算の枠組みについては、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したい。その点

について詳細は主計局長から説明する。 

「予算の全体像」に関する議論を参考にして、明日、与党の意見を聞いた上で、

７月 31 日の諮問会議で諮り、最終的に決定していただきたいと思っている。 

   それでは、主計局長から考え方を説明していただく。 

（細川財務省主計局長） 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たところである。 

   すなわち、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

類にしている。昨年の場合は、公共投資については、削減額をあらかじめ決める

が、それを基礎として、２割増しの要望を認めるという形になっていた。また、

裁量的経費についても、科学技術振興費相当額を除いて何％か削ったところ、そ

れを基礎にして２割増しの要望を認めるという形になっていた。今年もこの仕組

みを継承したいと考えている。 

   提出資料の図の真ん中の義務的経費 33.2 兆円と最大の経費分類があるが、こ

れについては、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いる。

したがって、増加を認めるものについては、人件費、特殊要因、年金・医療等の

みとして、その他は、対前年度同額以下とするという考え方である。 

   それから年金・医療等については、「基本方針 2003」でも言われているが、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ある。 

   次に、「基本方針 2003」等でいろいろ御指摘のある重点化の仕方、あるいは編

成プロセスの改革等について、まず、重点化については、「基本方針 2003」で示

された重点化の考え方等を踏まえて、１つは政策群、ある目標について、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いるが、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分野への集中等とい

ったことの考え方を示したいと思っている。 

   それから補助金等については、三位一体の改革を推進するため、「基本方針 20

03」で改革工程、いわば 18 年度までの土俵ができているので、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う。 

   もう一つ、モデル事業等について、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行っていきたいと思う。 
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   政策群及びモデル事業については初めての試みでもあるので、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、実のある、地に足のついた

ものにしていきたい。 

   それから、ＯＤＡ等については、前年度と同様の考え方で対応する。 

   最後に、提出資料の一番下、15 年度の税制改正、いわゆる配偶者特別控除の

廃止に関連して、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されているが、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

いないので、予算編成過程で別途検討するということとしたい。 

   なお、提出資料の右下、「ほか、ＮＴＴ」云々と書いているが、これは 13 年度

２次補正で 2.5 兆円のＮＴＴの貸付金を活用した事業を行ったが、据え置き期

間が過ぎて、16 年度から償還が始まるというものである。その性格を踏まえ、

一般歳出の外で整理したい。 

（塩川議員） これに付け加えると、モデル予算の件で、現時点では、大体各省から

１件ずつ程度、総数で大体８件ほど出ているが、ほとんどがＩＴ関係とバイオマ

スである。これで試行錯誤やってみたら、再来年、17 年度以降、随分出てくる

のではないかと思っている。とりあえず、積極的に取り上げていきたい。 

（小泉議長） ＩＴ・バイオマス、どういう例があるか具体的なものは。 

（塩川議員） 電子政府形成ネット。ワンストップ窓口・ウィンドウ、これはＩＴ関

係である。それからバイオマス関係は、「概算要求における科学技術関係施策の

優先順位付け」がある。そのＳの分類の中にある。これは、科学技術会議が非常

に積極的に取り組んでいるので、産学共同の中でやりやすいと思っている。ただ、

毎年チェック・アンド・アクションはきちんとやってもらう条件になっている。

国土交通省関係は意外と少ない。これは相談を一回してみる。公共事業の関係で。 

（竹中議員） 関連して、片山大臣。 

（片山議員） 当省は、各省庁が概算要求を検討する毎年今の時期に、来年度予算に

おける国の補助金・負担金について、改善の申し入れを出している。今までは、

次官の名前で各省に出していたが、今回は三位一体の改革が 16 年度から始まる

ため、総務大臣名で各大臣宛に出すことにした。申し入れの中身を変えたわけで

はないが、格上げをしたということだ。格別新しいことは書いていないが、ざっ

と見て頂きたい。まず、16 年度予算編成では、「骨太方針 2003」を踏まえて改革

を行ってほしい。特に初年度であるため、しっかりと扱って欲しいということ、

そして、その際には、地方団体の意見を十分反映して欲しいということを、各省

庁に申し入れている。 

 次に、５点挙げている。「１．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・縮減し、また必置規制のような法令による義務付けはや

めて欲しいということであり、例えば、後に個別事項として名前を出している農

業委員会・改良普及事業等がある。それから、負担転嫁、単なる国の負担の地方

へのつけ回しはやめて欲しいということだ。 

   「２．国庫補助負担金の整理合理化の推進」。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実施して頂きたいとい

うこと。後ほど個別事項の説明の際に少し付け加える。 

   ここで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、来年度予算に

おける削減目標の設定と、これに沿った廃止・縮減をお願いしている。奨励的補

助金を枠で括ると３兆円ある。経常が１兆円、投資が２兆円。もちろん全部では
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ないが、奨励的補助金は「16 年度予算の全体像」にも書いていることであり、

ぜひ廃止・縮減をお願いしたい。 

   それから、いつも申し上げていることだが、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

って頂きたいということ。これは約 2,000 億円ある。 

   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い

うことだ。 

   １枚めくって頂き、「３．国と地方の財政秩序の確立」。いつも問題にしている

直轄事業についてだが、「直轄事業の範囲の基準の明確化」と書いているのは、

実は大きい道路・河川には直轄事業の基準が無く、予算が決まると政令で指定を

しており、何を基準に決めているのかよく分からないため、これを明確化して欲

しいということだ。 

   次に、これも以前申し上げたが、直轄事業で地方から負担金を取っている。直

轄事業は、国が直轄で実施し、地方も受益するということで負担金を取っている

が、そのうち、維持管理費を継続的に取り続けるのは如何なものか。これが 2,0

00 億円ある。前から国土交通省にも財務省にも申し上げているが、このことに

対する不満が最も多い。建設の方は後でも良いが、維持管理については直ちに検

討頂きたいと思っている。 

   もう一つの地方の不満は、事務費について、直轄事業では国の職員の退職手当

や公務災害補償費についても地方から負担金を取っている反面、補助事業ではそ

れを外している点だ。自分は出さず、逆に取るだけでは不公平という不満がある。

以前財務大臣に大分御理解を示して頂いたが。ひとつ見直しをお願いしたい。 

   それから、直轄事業の実施については、基準がはっきりしないと言及したが、

地方団体との事前協議のルール化等を考えて頂きたい。 

   次に、(3)記載の超過負担の問題。本来、補助対象が 10 であるべきところ、７

しか認めずに、その２分の１である 3.5 を補助するのだが、事業は実際には 10

かかるため、国の補助裏の 3.5 に加え超過負担を 3持たなければならない。かつ

てよりは大分良くなっているが、まだ残っているため、よろしくお願いしたい。 

   「４．国庫補助負担金等の補助負担等の要件の是正」。国が補助負担金を出す

際、地方団体の助成を事実上義務付けている。例えば、市町村を補助するとき、

国が２分の１出す場合には県は４分の１必ず上乗せをしろと、上乗せしなければ

補助しないと、事実上義務付ける。また、補助する場合に細かい対象の要件を多

数書く。これはやめた方がいい、ひとつよろしくお願いしたい。 

最後「５．地方団体の財政負担増等を伴う施策の抑制」。これは必置規制、ま

た、センター等をつくる場合に、建物をつくれば当然職員が必要となるが、職員

費などについては全て地方にしわ寄せがされている。 

そこで１枚めくって「個別事項」で指摘しているが、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るが、やはり６番

目の「新しい児童育成のための体制の整備」、例の幼保一元化だが、ぜひこの芽

出し、道筋をつけて頂く必要があるのではないか。農水省では、市町村事業に対

する細かい補助はやめてもらうこと、加えて農業委員会・協同農業普及事業。同

じことが、林野庁や水産庁にもある。 

１枚めくって頂き、国土交通省でも市町村事業等に対する細かい補助はやめる

こと、加えて、先述の直轄事業と３番目の地方道路整備臨時交付金のあり方をぜ

ひ見直して欲しい。 

 5



 

（塩川議員） これは大きい。 

（片山議員） その通り。それから、海上保安庁では、北朝鮮が多い放置座礁船の後

始末を全て地方団体がやっていること。最近のものは財務省にお願いし、国にも

一定の割合で負担してもらったが、全て地方に丸投げして逃げてしまう。保険に

も入っていないため、金の出所が無い。これについても何らかのルールをつくる

必要がある。 

（塩川議員） 放置自転車と同じだな（笑）。 

（竹中議員） ご審議頂く前に、主計局長から補足的な説明をお願いする。 

（細川財務省主計局長） なお、奨励的補助金については、一定の目標を掲げて努力

していくこととしており、昨年はマイナス５％だったと思う。 

（塩川議員） 片山議員に、一つだけお願いがある。交付税で、配分が足りないとこ

ろがある。基準財政需要額で。その財源が不足している。これを臨時財政対策債

で賄っているが、その償還費は交付税にリンクさせてはいないでしょうね。 

（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。これを

やらなければ地方はもたない。 

（塩川議員） ここをきちんとしないと、府県が結局そこへ逃げてしまう。よって、

片山大臣のリーダーシップできちんと収めて頂きたい。 

（片山議員） 今の法律では、交付税の法定率分が不足する場合は交付税率を引き上

げろと書いてある。しかし、現在の状況では交付税率を引き上げられないため、

代わりに赤字地方債を発行して、将来、その元利償還金の全額を基準財政需要額

に算入するとしている。交付税のダミー、身代わりのようなものです。 

（塩川議員） 基準財政需要額の点数のとり方を変える等しないと、当然、増税の問

題が出てきてしまう。 

（片山議員） 現在は、それをかなり抑えているのだが。 

（塩川議員） しかし、これが交付税でリンクされ、その分は後年度負担でどんどん

増えて行ってしまう。 

（片山議員） これは総務省と財務省とが知恵を出し合った案だ。検討はするが、ご

指摘はなかなか難しいと思う。 

（吉川議員） 予算編成のあり方として、「予算の全体像」を政府がこのタイミング

でつくるのは非常に大切だ。今年だけでなく、経済の現状をきちんと説明し、そ

れを踏まえて予算の考え方を明らかにするのは大切だ。先ほど塩川大臣は概算要

求基準は「予算の全体像」を参考にしてとおっしゃられたが、私は「予算の全体

像」が十分に反映されることを期待している。次回の会議で概算要求基準の数字

も説明されると思うが、「予算の全体像」の考え方と、どのように対応している

か。「予算の全体像」からずれてくることが今年あるのかどうか分からないが、

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るとい

う考え方があるならば、そのことも諮問会議で説明されることが望ましい。 

（塩川議員） 大勢を見れば、枠組みには大体順応されている。ただ、削減の率が問

題となる。削減対象は了承されるが、その率が党との折衝で一番しんどい。 

（本間議員） 概算要求基準には２つの役回りがあると思う。１つは、内閣と与党と

の意思決定の整合性をどう図っていくか。従来は実務的な形でなされていたので、

我々が「予算の全体像」の中で明確に書くと、かえってそれが障害になる面があ

ることも十分理解できる。しかし、もう一つの役回りとして、内閣が来年度どう

いうことをやるんだという意思を反映させて、前年度に比べたプライオリティ付

けも含め、方向性を明示し、国民に説明することがある。この役回りも重要だと
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思う。 

   今年は「基本方針 2003」を作成し、さらに具体的に「予算の全体像」の中で

新機軸を打ち出しているので、それを概算要求基準の中に反映させ、国民に説明

するという段取りを、これから意識的にやっていく必要がある。おそらく、今後

の経済政策の議論の中でマニフェスト的な考え方、対立軸が、色々な形で明確化

されていくだろうと思われるので、これを織り込んでいく必要性がある。今年は

間に合わないとしても、予算の概算要求基準を、来年は性格も含めて検討してい

ただけないだろうか。 

   モデル事業は前回も塩川大臣から積極的に御支援いただいたが、国土交通省か

らモデル事業の提案が出ていないというのは、極めて奇異な感じがする。「プラ

ン・ドゥ・シー」に一番適する事業形態になっており、積極的にやっていただき

たい。 

（塩川議員） 事業費全体の把握ができていないと思う。 

（本間議員） その辺についても事務方も含めてエンカレッジ、誘導をお願いしたい。 

（塩川議員） ＩＴ関係なども問題が多い。 

（牛尾議員） 概算要求基準は新聞でも大きく新機軸として取り上げる場合が多く、

今年は目玉として、政策群とモデル事業を考えた。資料の中でも、取り上げてい

ただき大変ありがたいが、概算要求の段階で積極的に他省にまたがる、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という意思が

伝わるような表現をぜひお願いしたい。 

   この３年間、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

いう前例がある。政策群は多省にまたがり、それをやる初めてのケースであるた

め、大きく取り上げられれば、構造改革が目に見えてくる感じがする。もちろん、

各省にまたがると財務省の場合は大変困難なことと思うが、政策群に関しては、

それぞれ一人の主計官にやってもらえれば、総合的な実行体制が見える。中身も

この２年間、総理を中心に言ってきたことが全部まとめてあり、予算を通じての

執行が国民に対しても分かりやすいものになるので、本予算で示すことは当然だ

が、概算要求の段階でも分かるようにお願いしたい。党との話も、難しいことに

なるだろうが。 

（塩川議員）  総論賛成で各論反対となる。16 年度予算の一つの方針として、事業

は認めてやろうと。事業を削るのは去年もしんどかった。事業はもうみな認め

る。その代わり、メリハリの付け方として、２年でやるものを５年や３年でや

るというやり方が一つのメリハリの付け方だと思う。皆バックに議員がおり、

削るのは厳しいため、そういうやり方が一つある。だから、今度は徹底的に単

価の見直しをやっている。これは今非常にやかましく言っている。この前から

物価関係を研究しているが、物価を把握しているところがどこもない。物価は

ここに聞けば分かるというところは、何かありますか。 

（吉川議員） 公共投資関係の物価か。 

（塩川議員） 公共投資だけでなく福祉も環境も全部。物価ほどいい加減なものはな

い。例えば、棒鋼は１トン ３万 5,500 円と３万 7,000 円と、それだけ差がある。

どこに物価水準を置いたらいいのか。それから、生コンも１トンで１万 1,500 円

と 8,000 円とがある。そのため、来年度から頭から５％削って予算を組ませてみ

て、高いか安いか、話をしてみたらどうかと。その代わり事業量は減らさない。

そのようにやるより仕方ないと思う。 

（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いった心配もあるた

 7



 

め、その兼ね合いは専門家に見せるべき。 

（塩川議員） 道路は 20％節約は仕様書を変えて規格を変えるとできる。道路公団

も 20％削るから新規をやらせてくれと言っている。それができるなら何で古い

ものの改修、修繕などもできないのかと私は言っている。 

（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･･･。 

（塩川議員） やはり単価を考え直さなければならないと思う。プロジェクト全体で

はないが、資材は何％引き等とし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する。私は事業は削るな、削ったら反発がきつい

から、コストで勝負してくれと言っている。 

（小泉議長） 鉄鋼は、今まで自動車業界から「安くして欲しい」と言われていたの

が、今度は逆に「上げてくれ」と言われて上げるとのこと。ああいう民間同士の

契約を少し学んだらいい。すごいせめぎ合いだ。 

（塩川議員） ゼネコンはまとめて買うのに、一般小売価格の表示価格で買っている。

それが計算の基礎になっている。それは日経ビジネス、日経の物価記事を読んで

勉強した。１トン３万 500 円と、３万 8,000 円とか、３万 7,500 円とかという

単価と差がある。公共事業で組み込んでいる単価は１トン３万 7,000 円だ。ただ、

３万 500 円の根拠は何かと言われると困るから、だからこそ、物価をつかまえる

ことは大事だ。 

（竹中議員） 資材のデータベースを公表しているところなど、いろいろ研究してい

るところはあるだろうから、ぜひいろいろな工夫をしていただきたい。 

   ほかに。 

（本間議員） 片山大臣の方から、非常に包括的に補助金の問題点について御指摘が

あったが、極めて重要だと思う。恐らく、これから諮問会議が頻繁に開けないこ

ともあろうかと思うが、恐らく三位一体の改革は、今後も非常に大きくクローズ

アップされる可能性があると思うので、少なくとも事務方では、作業を中断する

ことなく、勉強をすることが重要だと考えている。とりわけ、補助金については、

都道府県レベルでは相当勉強しているところもある。私は、あるところでシンポ

ジウムに出て、改革の進み方が遅いと言われた。ぜひ、内閣全体として、この問

題を夏休みを含めてやっていただきたい。 

   その際、税源移譲と補助金の問題だけでなく、交付税の問題をどう考えるか。

地方の借金のストックを最後、国と地方で償還をどう分担するかという問題も含

めて議論しておかなければならないと思う。ぜひ関連省庁全体の中で勉強の継続

をお願いしたい。 

（竹中議員） 諮問会議で議論してきた年金等の問題についても、内閣官房で継続的

に勉強する仕組みを考えていただいたと聞いている。今までの三位一体でも御苦

労いただいたが、勉強はぜひ続けていただきたい。まさに夏の間にこそ蓄積した

い。 

（片山議員） 民主党が三位一体のマニフェストを具体的に出すと言っている。法定

五税分の交付税は 10 兆 6,000 億円になっている。国税五税が相当減っているか

らで、そのためやりくりで７兆 4,000 億円足して 18 兆円配っている。それでは

地方の所要の一般財源は賄えないので、６兆円の赤字地方債を出している。ずっ

とやりくり続きで、大変なことになっている。やはり税源移譲とリンクしないと

意味がない。10 兆 6,000 億円しかない。あとは知恵を出し合い、やりくりをし

て７兆 4,000 億円を借り入れたり、赤字国債を出して、一般会計から加算しても
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らったり、地方債を６兆円出している。一部の人にはわかるが、国民の皆さんは

誰も知らない。一度、この数字をはっきり出して議論する必要があるかもしれな

い。本当のことを言わないとだめだ。 

（塩川議員） 結局、交付税の財源保障機能をどうするのか。 

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

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。そういう時代になってきたと思う。 

（竹中議員） 今の点は、まさに説明責任もちゃんと果たそうという、総理の御発言

だと思う。概算要求基準については、本日の審議を踏まえ、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。 

（小泉議長） ありがとうございます。今日も記者会見で私ははっきり言ったが、構

造改革路線転換なし、ようやく芽が出てきたところだから、この改革を更に加速

させていく。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、

大事な点なので、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

いしまして、メリハリの効いた予算編成でいきたいと思う。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、次回は概算要求基準の審議以外

に、新たな予算手法の導入に関するモデル事業等について、有識者議員から御意

見を示していただくこととしたい。 

   以上をもちまして、本日の諮問会議は終了としたい。ありがとうございました。 

 


