
平成 15 年第 18 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 18  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年７月 31 日(木) 17：30～17:46  

2．場所: 官邸２階小ホール 

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    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 年度予算における新たな手法の導入について  

(2) 平成 16 年度概算要求基準について  

(3) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○ 16 年度予算における新たな手法の導入について（有識者議員提出資料）  

○ 平成 16 年度概算要求基準について（塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年18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、２つの議題がございます。 

まず、16年度予算における新たな手法の導入について御審議をいただきます。
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その後で、平成16年度概算要求基準の御決定をいただきたいと思います。 

なお、本日も西川副大臣にお越しいただいております。 

（西川経済産業副大臣） 申し訳ありません、出張中でございますので。 

（竹中議員） 本間議員は、所用のため欠席でございます。それでは、審議に移りた

いと思います。 

○16年度予算における新たな手法の導入について 

（竹中議員）基本方針2003及び16年度予算の全体像におきまして、歳出の質的改善を

更に促進する新たな予算の手法としまして「政策群」と「モデル事業」という考

え方が挙げられております。 

本日は、まず、これらの新たな手法の導入につきまして、牛尾議員から御説明

をお願いいたします。 

（牛尾議員） 本来、本間議員が御説明するはずでありましたが、今日は所用のため

欠席されましたので、代わりに説明をします。 

２日前のここの会議でも十分この「政策群」と「モデル事業」については申し

上げたわけですが、やはり歳出の質的な転換と申しますか、増加することができ

ない公的支出というものをどのように効率的にするか、それから世間では、やは

り公的投資に金が回るということは効率が低いという先入観があるので、これか

らは公的投資でも効率の高いものにしないといけないという手法として、この度

「政策群」と「モデル事業」ということをテスト的に、こういう提案をしたとい

うことでございます。 

この紙にあります①、②、③にすべて尽くされるわけでありますが、予算を梃

子に制度改革・規制改革を進めることで、構造改革と予算との連携を強めると。 

②は、府省縦割りではなく、政策を主眼にする府省横断的に予算を編成するこ

とで、政策の実効・効率を上げると。 

③は、より少ない財政負担で民間需要の誘発効果を高め、民間活力を最大限に

引き出すということで、手法をいろいろと考えてまいりました。 

これに添付されております政策群のイメージは、今日、初めて一般にこれが配

布されることになります。 

これは、あくまでも我々の例でありますけれども、これはほとんど総理を中心

にこの２年間やってきた工程表等に盛られた重要事項を政策群としてとりまとめ

たものであります。従来、小泉政権になってからの初年度と２年度は工程表とい

うのが軸になって各省が改善を進めて、北川三重県知事でもマニフェストという

のは、実は諮問会議の工程表が大きなイメージであったということを言っており

ましたが、そのぐらいの効果があったんです。ただ、これまでの工程表は各省、

各局を中心の工程表でありました。今度からは、政策的な面で各省にまたがった

工程表を考えることが非常に大事だというふうに私は考えております。そういう

ものを、今度の16年度予算において是非実現したいというふうに考えております。

モデル事業に関しましても、２日前にも申しましたように、多年度にわたる宣
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言、実行、評価という予算編成のプロセスを考えると。今、残念ながら各省から

は、これは十分なものができていないという懸念はありますけれども、まだ最終

予算までに十分時間がありますので、内閣府の方でも政策部門の推進と同じよう

に、いろんなアイデアを各省に投げかけていただきたいというふうに思っており

ます。最終的な予算編成までの、こういうことに対するフォローアップを行うと

ともに、主計局とも十分連携を取って、こういうものの実効を高めることに最善

の努力をしたいということで、この問題を提起したいと。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。御意見がございましたらどうぞ。塩川大臣

どうぞ。 

（塩川議員） 牛尾さん、政策群というのは、今日も党の政審、総務会で発表しまし

て、非常に関心を持っています。ついては、こういうことだったら抽象的な表現

で出ているから、これをどう扱うかというプロセスですね、扱い方ですね、これ

を具体的に書かないと、役人は皆自分のところでやりたいと、それでは政策の横

の連絡がつかない。 

だから、発起するのはどこであって、各原局であって、それを諮問会議に持っ

て来るんですね、ここへ持って来いということですね。そういうことで、統括官

のところでまとめさせるとか、そういう１つのプロセスとか工程というか、そう

いうことをちょっとイメージしておいてもらわないと、要するに権限争いみたい

になってしまう。 

（牛尾議員） そこまでは決まっていないです。今、具体的なことを言うとかえって

つぶれますので、こういう段階で皆さんが関心を持たれていることを理解した上

で。 

（塩川議員） いや、大変な関心を持っていますよ。ですから、そういうことを具体

的にどうするかということですね。 

（牛尾議員） だから、内閣府が中心になって集めるか、主計局の方が軸になってこ

ういうことをすると。 

（塩川議員） それは内閣府ですよ、だから、そこらをはっきりしておかないとね。 

（牛尾議員） これはこういう形になると思いますが、統括官の方もよく主計局と議

論して、大体８月末ぐらいまでに具体論を出そうと思っておりますので。 

（塩川議員） そうですね。環境なんか、一番いい問題ですね。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） まさに今、財務大臣が言われたことが問題で、概算要求をこの政策群

についてはどのようどういうふうに行うのかがまず１つ、あとどこで調整して、

どういうふうにやるか、どう決めるのか、ここで決めるのか。 

それから、先ほど言いましたように、これは初めての試みですから、全部はで

きませんよ。モデル的にある程度抽出してやるということです。まず概算要求を

どうやるのか。 

それから、今度は要求したものの査定の段階をどうやるのか、この前責任官庁
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を決めるようみたいな議論がありましたけれども、私はクッションが１つ入るだ

けで、かえってややこしくなるのではんじゃないかと思いますが、政策群として

まとめるのは財務省と責任官庁で２回行う、ばらばらでやるのはいかがかと思い

ますので。 

（牛尾議員） 財務省とよく連携を取った方がいいですね。 

（片山議員） その辺の仕組み、進め方をひとつお願いしたい。それが１点。 

それから、この政策群の評価なんです。モデル事業は評価に重点を置いている

ので、政策群も当然評価がなければいけないのです。そこで、今、私どもの方の

政策評価では、２以上の役所に係る政策、似たような事業については、統一的に

評価するというのが評価法の12条か何かにあります。だから、それをここに書い

てもらって、総合的、統一的な評価で、これについての結論を出すようにしたら

どうだろうと思いますけれども。 

（牛尾議員） ８月中に集中的にそういう議論をして、主計局とも綿密な連絡を取り

たいと思っております。 

（片山議員） 進め方ですね。ちょっと戸惑うところがあるかもしれませんけれども、

新しい試みですね。 

（牛尾議員） これまで工程表でも全部各省各局だったのが、政策的にそういうもの

ができるようになると、執行面で非常に横の流れができますね。 

（片山議員）  ただ、まとめ方もあるんです。大きい政策目標をどこまでまとめるか。 

（牛尾議員） だから、初年度はやりやすいものをやったんです。 

（片山議員） そうですね。モデル的というか。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。今の御議論は大変重要な御議論だ

と思います。その政策群の考え方はよいけれども、実務的な進め方、プロセス、

基本的には内閣府と財務省が協力をして諮問会議に諮っていただく、これは基本

だと思いますが、それぞれの役割分担については、試行錯誤のプロセスはあると

思いますが、是非事務的にもしっかりと詰めていきたいと思います。必要が生じ

ましたら、また個々に各大臣には御相談をさせていただきたいと思います。 

それと、概算要求との関係を明確化する。モデル的に取り扱う。評価との関連

を明確化する。それぞれ重要なポイントだと思いますので、御意見を踏まえまし

て民間議員のペーパーに沿って是非やらせていただきたいと思っております。 

○平成16年度概算要求基準について

（竹中議員）それでは、概算要求基準の議題でございますが、まず塩川大臣から提出

の資料に基づきまして説明をお願いいたします。 

（塩川議員） 	 概算要求基準につきまして、もう申すまでもなく15年度予算を実質的

に上回らないという程度にして、極力詰めたものでございまして、しかしながら

当然増がございますので、最終的には5,300億円の増加になっておるようでござい

まして、これは予算編成の過程において実行予算のときにできる限り処理したい

と思っております。それが１つです。 
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もう１つは、メリハリの点につきまして、党の政審、総務会で今日大体了解を

得まして、大体メリハリを８分野においてやるということの了解を得ました。 

それから、政策群の考え方、これはいいから積極的に進めていったらどうだと。

具体的にはどうなるんだという話はまだできておりません。 

それから、モデル予算、これも非常に評価がありました。 

続いて、数字につきまして、基本的な考え方は主計局長に説明させますので、

あとは御質問いただければと思っております。 

（細川財務省主計局長） お手元の資料で申し上げます。枠組み、仕組みにつきまし

ては、一昨日の諮問会議で御説明いたしました。その後調整してまいりまして、

数字について申し上げます。公共投資関係費の削減幅は３％、裁量的経費の科振

費相当除きの削減幅が２％、これを数字に落としますと、右下の増減額のところ

に公共投資▲2,700億円、裁量的経費▲900億円でございます。 

真ん中の義務的経費につきましては、人件費、特殊要因、それと年金・医療等

の増でございますが、このうち年金・医療等の増は、右下に書いてございますよ

うに、自然増が9,100でありましたが、2,200削減いたしまして6,900億円でござい

ます。 

なお、この義務的経費のうち年金・医療等を除いたものの中で大きいものとし

ては、特殊要因として、衆議院、参議院の選挙の経費約1,500億円ございます。こ

れらを足し合わせますと、プラス5,300億円となっております。これを、真ん中の

ところでございますが、今年の当初予算47,6兆円にプラスいたしますと、概算要

求基準額は48兆1,000億円になります。 

それから、前回申し上げましたが、奨励的補助金につきましては、昨年と同様

目標を立て、５％削減を目指すということといたします。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、特に御議論、御意見ございません

でしょうか。 

それでは、平成16年度一般歳出の概算要求基準の考え方を、経済財政諮問会議

として了承いたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） では、本議題に関しては、原案どおり了承することといたします。な

お、16年度概算要求基準については、明日の閣議において了解される予定となっ

ております。 

それでは、総理から御発言をお願いします。 

（小泉議長） ありがとうございました。党の方でも、塩川財務大臣に御努力いただ

きまして、了解をいただいたということで、ありがとうございました。明日、閣

議決定いたしますが、この改革路線を進める上で、経済財政諮問会議がますます

重要な役割を果たしていくと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思

います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。「政策群」と「モデル事業」につき
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ましては、引き続き関係の方々の御尽力をお願い申し上げます。 

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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