
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

 

 

   

 

 

  

平成 15 年第 30 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 15 年第 3  0 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 12 月 25 日(木) 17:04～18:03 

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 内閣府特命担当大臣（金融・経済財政政策） 

同    麻生 太郎 総務大臣 

同    谷垣 禎一 財務大臣 

同    中川 昭一 経済産業大臣 

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 

臨時議員 金子 一義 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

       宮内 義彦 総合規制改革会議議長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)規制改革について 

(2)平成 16 年度予算案等について（報告） 

(3)構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定（案）について 

(4)産業金融について 

3．閉会 

（説明資料） 

○規制改革の推進に関する第３次答申－活力ある日本の創造に向けて－

2003 年 12 月 22 日の取りまとめに当たって（宮内総合規制改革会議議長資料） 

○90 年代以降の規制改革の経済効果（内閣府） 

○谷垣大臣提出資料 

○国の行政組織等の減量・効率化の推進について（麻生議員提出資料） 
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平成 15 年第 30 回 議事録 

○構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定（案） 

○竹中金融担当大臣提出資料 

○経済活性化のための産業金融機能強化（改革の方向）（中川議員提出資料） 

（配付資料） 

○16 年度予算におけるモデル事業について（財務省） 

○16 年度予算における「政策群」の活用について（内閣府・財務省） 

○経済活性化のための産業金融機能強化策（産業金融機能強化関係閣僚等による会合）

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年30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。 

議題でありますけれども、まず第１に、規制改革でございます。第２に、16年

度予算案等について御報告等をいただきます。第３に改革と展望、そして第４に

産業金融についての御報告をさせていただきます。 

第１の議題であります規制改革につきましては、本日、金子大臣と宮内議長に

御出席を賜っております。 

○規制改革について

（竹中議員） それでは、規制改革でございますけれども、まず、金子大臣、宮内議

長から12月22日に決定されました総合規制改革会議第３次答申についての御説明

をいただき、内閣府から規制改革効果についての若干の御報告をさせていただき

ます。 

それでは、金子大臣よろしくお願いいたします。 

（金子臨時議員） 今、竹中大臣におっしゃっていただきました、22日に第３次答申

が取りまとめられまして、宮内議長から総理に手渡していただきました。宮内議

長はじめ委員の皆様方には本当に長い間、精力的な御議論をいただきましたこと

を改めて感謝を申し上げます。 

今年度、総合規制改革会議では、３年間の活動を締めくくる総括的な取組とし

て、17重点項目について集中的に、積極的に取り組んでいただきまして、かなり

経済活動や国民生活に密着した幅広い分野についてお取組をいただきまして、こ

れまでなかった進展が見られた医薬品等々、大変難しい課題でも一歩改革に向け

て踏み出されたと思っております。 

この答申に盛り込まれました各般の施策を尊重するとともに、政府として答申

内容に基づきまして、来年度を初年度とします規制改革推進のための３か年計画

を今年度末までに策定することを進めさせていただきたいと思っております。 

内容については、宮内議長からお話がこれからあると思いますけれども、引き
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続き総理とともに規制改革の推進に全力を挙げてまいります。諮問会議の皆様方

にも今後とも格段の御協力、御支援をお願いを申し上げたいと思っています。 

一言だけちょっとつけ加えさせていただきますと、総合規制改革会議の皆様方

に、経済的な規制から社会的な規制への分野に取り組んでいただきました。この

分野というのは経済的な規制の分野よりもなおハードルが高い部分、つまり、そ

もそも論がどうしても伴ってくるという意味で、今後の取組ということについて、

前回の諮問会議でも申し上げたように民間人の皆様を中心とするというものを引

き続き継続し、かつ今申し上げたような社会的規制に対応していくために、どう

したらいいのかということを考えながら、この在り方というものも、また御相談

をさせていただきたいと思っています。私の方からは以上であります。 

（竹中議員） それでは宮内議長お願いいたします。 

（宮内総合規制改革会議議長） 宮内でございます。11月26日に引き続き規制改革の

審議にお招きいただきまして大変お礼を申し上げたいと思います。 

総合規制改革会議では、ただいま金子大臣のお話のとおり、お手元にお配りを

いたしました大部な報告を取りまとめさせていただきまして、22日に第３次答申

という形で、小泉総理にお受け取りいただいたわけでございます。それの省略版

が資料２という形で簡潔に書かれております。これは当会議の最終年度の答申で

もございます。また、その取りまとめにあたりまして、３年間の取組と今後の規

制改革の推進など考えておりますところを少し申し上げさせていただきたいと思

います。 

お手元の「規制改革に関する第３次答申の取りまとめに当たって」と題しまし

た資料をごらんいただきたいと思います。ページをおめくりいただきまして、こ

れまでの規制改革の取組の流れを図でつくらせていただきました。1995年に行政

改革委員会、規制緩和小委員会、こういうものが発足いたしまして、３年ごとの

期間でございました。包括的かつ本格的な規制改革への取組が始まりました。当

初はいわゆる、経済的分野の個別規制の緩和・撤廃が中心でございました。その

後、真ん中にございます1998年からの規制改革委員会、ここでは事前規制型要請

から事後チェック型行政への転換、こういうことをテーマに掲げまして、新しい

ルールの整備を含みます規制の改革、そういう新しい視点による取組へと拡大い

たしました。そして、小泉改革政権の誕生と軌を一にいたしまして、2001年から

スタートいたしました総合規制改革会議では、経済社会の構造改革を進める上で

必要な規制の在り方の改革、これに関する基本的事項を総合的に調査審議する、

このように政令で定められました。その活動を統括いたしますと、規制が固まり

となっておりますような社会的な制度、システム全体の改革、これは今、金子大

臣がおっしゃった件でございます、あるいは、官業改革とも言えるような新しい

分野に踏み込んだ３年間でございました。その結果、最も重要な改革が緒につく

というところまでたどり着いた、こういう現況であろうかと思います。 

次のページをごらんいただきたいと思います。３年間の取組の成果を具体的に

挙げますと、大変多くのものになってまいりますので、事項数で申し上げますと、
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当会議の答申での指摘が合計約900 事項、推進計画で政府決定が1,150 事項、こ

ういう数に上っております。経済的効果についても後ほど内閣府から詳細な御説

明があるというふうにお伺いしておりますが、2002年度における消費者メリット

増加額が合計約14兆円、国民一人当たり約11万円と試算されております。 

これは過去に進みました経済的14分野での規制改革が実態的な効果としてあら

われてきたことを示す数字でございます。したがいまして、今後は新たにこの３

年間に取り組みました1,000 を超える規制改革の効果がより大きくてあらわれて

くると思います。さらに加えて申し上げますと、いわゆる官営経済とでも申しま

すか、こういう大きな制度的なものの改革が進めますと、さらに計り知れない効

果が生まれる。こういうふうに確信しております。 

次のページをごらんいただきたいと思います。今回の第３次答申につきまして

は、さきに申し上げました制度システムの改革の典型でございます。これを官製

市場という名前をつけたわけでございますが、官製市場を中心に17の重点検討事

項をアクションプランとして策定いたしました。当経済財政諮問会議との連携、

あるいは総理の御裁断も仰ぎながら、この難しい分野につきましても一定の前進

を図ることができました。これらアクションプラン以外の各分野を含めました合

計約340 事項にわたる成果につきましては、年内に「最大限尊重」の閣議決定、

そして来年３月には、新たな規制改革推進計画に反映する、このような形のもの

をお願いしているところでございます。 

なお、今回は最終年度の答申に当たるために、関係府省と合意に至らなかった

点につきましては、今後の課題などとして答申に盛り込み、今後の取組につなげ

ることといたしました。 

その具体的な事項につきましては、最後のページに主な事項のみここに記載い

たしました。個別詳細の御説明は省略いたしますが、医療、教育、福祉、農業な

どは、それぞれ消費者利用者の膨大なニーズが潜在しておりまして、需要と雇用

の創出が大きく期待できる分野であろうと思います。また、国や地方自治体など

の公共施設・サービスを民間に開放することによって、単なるコストの削減とい

うことでなく、質の向上による需要の創造、あるいは雇用の拡大を図ることがで

きるものと考えております。 

最後に改めて申し上げますが、規制改革は９年間の取組を経て、社会システム

改革、官営経済改革という最も重要な領域へと差しかかってまいりました。当政

権の改革への熱意と意欲によりまして、こうした難問につきましても改革の端緒

を開くことがこの度できたわけでございます。したがいまして、この改革への流

れを中断することなく、更に強力に推進していただくということが極めて重要で

はなかろうか。このように感ずるわけでございます。私からの説明は以上でござ

います。 

（竹中議員） ありがとうございます。続きまして、内閣府から規制改革の効果の試

算の話がございますので、谷内統括官。 

（谷内政策統括官） 私の方からは規制改革の経済効果について、内閣府で取りまと
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めた報告書のエッセンスを御紹介します。 

資料の方は赤い表紙の冊子が本体でございますが、説明の方はこの上に置いて

あります横長の「90年代以降の規制改革の経済効果－内閣府」というもので御説

明させていただきます。 

１ページ目を開いていただきますと、このレポートではどういうことをやった

かというのが書いてありますが、規制改革の効果を数量的に明らかにして、国民

の理解を深めて、規制改革というモーメンタムを与えるという趣旨で行っていま

す。規制改革推進３か年計画の一環として実施しております。 

「何を測っているか」ということですが、規制改革の結果、競争が促進されて

価格が低下する、その価格低下によって、消費者とか企業といった利用者がどれ

だけ経済的利益を得ただろうかというのを推計しています。規制改革は価格低下

だけではなくて、サービスの質の向上とか、あるいは消費者の選択の幅の拡大と

いったメリットもございますが、ここでは価格低下に伴う利益を測定しています。

分析の対象ですが、90年代以降直近の2002年までに行われた様々な規制改革の

効果を対象にしています。ただ、ごく最近とられた措置については、まだ効果の

発現が十分ではありませんので、ここで推計した結果の多くは90年代にとらえた

措置の効果ということであります。 

90年代以降どのような規制改革を行ったかということですが、主なものをここ

に書いてありますけれども、携帯電話だとか、国内航空運賃、こういった規制改

革諸々を対象にしています。 

２ページ目ですが、推計結果を御紹介する前に、そもそも何を測っているのか

というのを簡単に御紹介します。ここで利用者メリットというのは、経済学の理

論では「消費者余剰」という難しい言葉の概念のものでございますが、したがっ

て、経済学の教科書にあるようなグラフが書いてありますが、ここのシャドーが

かかっている部分を推計しているんですが、今回推計された金額のほとんどは、

この①の部分ですので、①が何を意味しているかを簡単に御説明したいと思いま

す。 

あるサービスとか、財を10万円分買っていった人がいるとします。規制改革が

行われた結果、２割価格が減ったとしますと、８万円で済んでしまった、２万円

得をしました。５万円で使っていた人は４万円払えばよいので、１万円得します。

全国でどれだけみんな得をしたかというのを集計した。その利益が消費者メリッ

トであります。 

では、推計結果３ページ目を紹介します。90年代以降の先ほど御紹介した様々

な規制改革で、2002年度、１年間で14兆円の利益があったという推計になってい

ます。国民所得、あるいはＧＤＰの約４％に当たります。国民１人当たりにしま

すと約11万円、この14兆円というのは、見方を変えて言うと規制のコストである

と言えます。つまり、昔の規制が今も残っていたとしたら、利用者は14兆円だけ

余計に１年間払わなければいけなかった。規制改革が行われたことによって14兆

円、国全体で余計に払わなければいけなかったということで、14兆円は１年間当
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たりの規制のコストという意味も持っています。 

３ページの下の方には主な分野でどのぐらい利用者のメリットがあったかを示

していますが、これらの分野をすべて集計したものが１年間で14兆円ということ

であります。 

４ページ目、特に価格が低下したもので、特に大きかったものをここに挙げて

おりますが、ここにありますように、ものよっては大変大幅に価格が低下した。

それに伴って消費者のメリットが大きくなったということであります。 

５ページ目以降は主要な結果の細かい係数でございますので説明は省略させて

いただきます。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは規制改革についての御議論をいた

だきたいと思いますが、まず、奥田議員から。 

（奥田議員） 最初に宮内議長からお話がございましたが、３年間にわたりまして御

尽力を賜りました。この３年間、重点12項目プラス５項目など、社会的な規制の

改革に精力的に取り組まれまして、構造改革特区を創設され、さらには官業、あ

るいは官製市場全般に改革の範囲を広げるということで、重要な足跡を残してい

ただいたということに敬意を表したいと思います。 

しかし、一応の苦労にもかかわらず、６月の骨太の方針以来はなばなしい成果

は決して得られたとは言えない。また、その他の項目でも結論が先延ばしになっ

たもの、あるいは結論を得る期日すら明記されていないというものが散見されま

す。規制改革が重要な局面になればなるほど、規制を所管する役所、あるいは既

得権益者の抵抗も強くなりまして、大変難しい壁にぶつかっていることが第３次

答申を読ませていただきまして、それは如実に示されていると思います。 

財政制約に直面する日本経済の活性化のためには、民間の知恵と創意工夫とい

うものを最大限活用するしかないと思いますが、規制改革の効果をあらかじめ数

字で示すことは、今、数字がございましたが非常に困難でありまして、民間ビジ

ネスに携わる者なら、誰でもがこれは知っておることでございます。規制改革が

進めば民間企業は新しいビジネス機会と需要をどんどんつくり出すわけでござい

まして、規制改革のスピードをもっと上げなければならない。そうでなければ日

本の将来は暗いと言わざるを得ないと思います。 

総合規制改革会議につきましては、設置期限の来年３月まで引き続き残された

課題に全力で取り組んでいただくわけでございますが、来年４月以降は再度より

強力な推進体制のもとで切れ目なく規制改革に取り組む必要があると我々思って

おります。新しい推進組織につきましては、第１に規制改革について優れた知識

と経験を有する民間委員が主導権を持って、聖域なく課題を克服するというこれ

までの伝統をぜひとも引き継ぐべきであるということ。 

第２に官から民へという流れを加速するためには、狭い意味の規制改革に留ま

らずに、先ほどお話が出ましたが、広く官業、あるいは官製市場の民営化、民間

開放まで対象を広げて、政府官業の在り方を改革していく、こういう必要があり

ます。新たな推進体制のもとで、規制改革を飛躍的に加速させるということが今
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後の日本経済にとって最重要課題であるということを、ここで繰り返し民間議員

としては強調しておきたい。こういうふうに思います。以上でございます。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 株式売買手数委託料が10年間で65％下がって、株価は下がったという

結果になっているんですよね、谷内さん。結果としては、そういうことになって

いますでしょう。 

（谷内政策統括官） はい。 

（麻生議員） ということは、これを下げていなかったらもっと株は下がったという

ことでしょうか。 

（谷内政策統括官） そうです。これが下がった結果、個人の株式市場への参加が非

常に増えているんです。 

（中川議員） ちょっといいですか。 

（竹中議員） どうぞ中川大臣。 

（中川議員） この４ページ目の価格が下がったメリットのところですけれども、例

えば、石油製品なんていうのは、多分、自由化というもの、これはもちろん規制

緩和なんでしょうけれども、外的な要因、例えばシンガポールＦＴＡなんかも結

構効いているのかもしれません、ぎりぎりだからわかりませんが。米ですと93年

にボーンと上がって、大凶作だったわけで、今年またちょっと高いわけですけれ

ども、それと自然条件とが外的要因、条約とか、それからまたもっと言えば、デ

フレとか、それと規制緩和による14兆円ですか、11万何千円、これらは一応きち

っと整理した上でこの数字になっているわけですか。 

（谷内政策統括官） はい、そうです。４ページ目の注にちょっとだけ書いてあるん

ですが、今、おっしゃったように、現実の価格はいろんな要因で下がります。原

油の価格が下がれば、それでも下がって、規制緩和の効果と関係なく下がるわけ

ですが、一応、各分野について規制緩和の結果生じたであろうという部分だけを

推定する。例えば、原油の価格が動いていれば、その分は除いて規制緩和の分だ

け入れるとか、そういった努力をして、ここに書いてあるのは、現実の価格の下

落ではなくて、規制改革の結果生じたであろう価格低下を推計しているものです。

（中川議員） 推計ですね。 

（谷内政策統括官） そうです。 

（奥田議員） 実業界の方から言いますと、従来からずっと日本の高コスト体質の改

善ということは言い続けてきたわけですけれども、これが今、中川大臣が言われ

たような理由もあるし、規制の問題もあるし、こうやって下がってきたというこ

とは、やはり日本の国際競争力を強めていくということで誠に喜ばしい、そうい

うふうに我々としては思っております。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） この成果というは、こういう数字にすることによって大変にわかりや

すいんですが、アメリカは非常に規制が開放されて、民間経済活動の幅が広いた

めに、アメリカのマーケットというのは日本にとって輸出しやすいマーケットな
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んですね。もし、アメリカ並みの規制撤廃、政府の影響力の少ない市場が日本で

実現すれば、内需率というのは非常に上がってくるだろう。そういう意味では、

民間の経済活動の幅を、とりあえず、目標としてはアメリカ並に広めるという考

えもあるのではないか。需要というのは何十％という単位で増えるわけでありま

すから、そういう意味では規制改革は、それだけ従来守られた既得権というもの

が価値を失うわけですから、当然、抵抗もきついことは予想されるわけです。僕

は経済同友会の代表幹事になったときから、ずっと一緒にやってきたもんですか

ら、９年間を見て、確かに９年前に比べればものすごく進んだと。しかし、アメ

リカと対比すれば、その差はまだ縮まっていないというところに非常に問題があ

る。世界中がディレギュレーションというのが大きな流れになっていることをこ

こで再度認識して、なぜ９年間ここまでやったけど、ここまでしか進まないのか

という理由を我々はもっと学習する必要があるということを申し上げたいと思い

ます。以上です。 

（竹中議員） それでは、もしございましたら宮内議長、金子大臣の順番で……。 

（宮内総合規制改革会議議長） ありがとうございます。今の経済効果ということで、

最近まででございますが、実は大きな規制というのは激変緩和ということで、か

なりステップを置いております。したがいまして、大きなものはまだ効果が出て

こないということがございますので、これまでに話が決着したもので、これから

効果が出てくるだろう。それから、先ほど申し上げました大きな制度的なものを

もし動かすことになりますと、これまでの効果より、はるかに大きなことが期待

できるということが１つでございます。 

もう１点申し上げたい点は、今のメリットの分析でございますが、実はコスト

が下がるだけでなく、いわゆる競争が増えるということによりまして、そこにイ

ノベーションといいますか、新しいものが生まれてきている、これが非常に大き

いわけであります。したがいまして、規制改革の結果、新しいものが、いわゆる

利用者の利便性を高めるということで経済活動の中に入ってきた。これはなかな

か証明できないわけでありますけど、そういう面もあるということをつけ加えさ

せていただきたいと思います。 

（竹中議員） 金子大臣。 

（金子臨時議員） 今、牛尾議員からお話がありましたね。そこの分析ですね。次回、

１月以降の体制をつくる上でも一つの視点として、どの分野なのかということに

ついて、大変いい御意見を承りましたので、それをぜひ我々も考えさせていただ

きたい。 

それから、もう１つ、今日、この経済効果、私も初めて拝見したんですけれど

も、もう少しわかりやすくできないもんですかね。株式売買委託手数料なんてい

うと、どこかのインターネット株式の部分だけが経済効果があったような話に、

トラック・電力といったような部分が４ページ目になると必ずしも国民的にどう

いう効果があったのかという、身近なところで必ずしも結びついていないような

気もしないでもないもんですから。 
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実は昨日、御苦労いただいた委員の皆様方ほぼ全員にお集まりいただいて、宮

内議長を含めて、委員の皆様と御議論をさせていただいたんですけど、牛尾議員

ね、総合規制会議というネーミングがだめだと思うんです。むしろ、税金を安く

する会議とか、小さな政府をつくる会議とか、そこから国民に何をやって、どう

いうメリットがあったのかというのをもう少しやるべきではないか、工夫すべき

ではないかという委員の皆様方、それから宮内議長からは、これからは変革では

なくて革命なんだと、それを求められるんだという、それぞれ様々な御意見がそ

れぞれの委員から出ました。今の分析を国民が見て、ピーンと、あるいはスポン

と落ちるんだろうかということについては、もう少し工夫していただく必要があ

ると思いますので、審議官、事務局には、この９年間で具体的な国民生活に非常

に密着したところでは、どういうことが起こったのかということを事務局方には

少し分かりやすく工夫してくれということを言っておりますので、それとマクロ

の分析等をなるべく一致させていただきたいと御要望だけ申し上げます。以上で

す。 

（竹中議員） ありがとうございます。規制改革が引き続き構造改革の非常に重要な

要であるということに関しては大方の皆さんの一致だろうかと思います。今後ど

のように体制を強化するかということも含めて、金子大臣の方でさらに御検討を

いただいているというふうに承知をしております。総合規制改革会議におかれま

しては、大きな成果をさらに踏まえて、３月の実施期間までに更なる御尽力を賜

りたいと思います。 

経済効果の話は、実はこれは1980年代に、このような分析がアメリカで随分活

発に行われた。にもかかわらず、日本で十分行われてこなかった。そういう観点

から、今ここでこういう分析に力を入れ始めたのでありますけれども、国民にわ

かりやすくということを踏まえまして、これはやはり金子大臣のところと協力を

してしっかりと訴えていく、さらに努力をするということかと思っております。 

それでは、引き続きよろしくお願いいたします。金子大臣、宮内議長ありがと

うございました。 

（金子臨時議員、宮内総合規制改革会議議長退室） 

○平成16年度予算案等について（報告）

○構造改革と経済財政の中期展望－2003年度改定（案）について

（竹中議員）  それでは、第２の議題でございます。16年度予算案であります。まず、

谷垣大臣から御説明をお願い申し上げます。 

（谷垣議員） 平成16年度予算案につきましては、この諮問会議での御審議も踏まえ

まして、お手元の資料のように取りまとめることができまして、昨日の閣議で概

算の御決定をいただいたところでございます。 

この予算案について、私の立場から概観いたしますと、まず第一に、前年度同

様の歳出改革路線を堅持することが重要であるという基本的な考え方に立ちまし

て、２番目として、一般会計歳出、それから一般歳出につきまして、実質的に前

 9




 

 

   

    

 

   

    

    

    

    

    

平成 15 年第 30 回 議事録 

年度以下の水準に抑制すると。その上で３番目として、予算の内容については、

大胆なメリハリをつけて、重点的、効率的な予算配分をする、こういう方針でま

とめさせていただいたところでございます。詳細については主計局長より説明を

させたいと存じますが、皆様の御協力で平成16年度予算の編成作業を終わること

ができましたことを改めて御礼を申し上げる次第でございます。ありがとうござ

いました。 

（竹中議員） 局長お願いいたします。 

（細川主計局長） それでは、お手元の谷垣議員提出に基づきまして説明させていた

だきたいと思います。 

おめくりいただきまして、２枚目の16年度予算フレームというところから説明

させていただきます。横になって方でございます。 

   16年度の全体のフレームでございますが、まず歳入につきましては、税収、こ

れは若干の増が見込まれるところでございますけれども、財源移譲、所得譲与税

4,250 億円が影響いたしますので、若干の対前年度減になっております。 

その他収入でございますが、ここに書いておりますように、ＮＴＴ－Ｂの事業

償還分というのが16年度から始まります。これは実は表上は、その他の収入のと

ころと、それから国債費のところと、一番下の補助のところと３か所出てまいり

ます。地方に補助をいたしまして、それが一般会計に戻ってきて、それから歳出

として国債費に入るという仕組みになっておりますので、その分を含めまして、

その他収入は対前年約2,000億円増でございます。公債金は最後に申し上げます。

国債費につきましては、定率繰入等のやむを得ない増4,600 程度、それから、

今申し上げましたＮＴＴ－Ｂ事業償還分を含めまして、7,700億円程度の増になっ

ています。 

次の地方交付税等でございますが、これは対前年9,053 億円の減になっており

ます。地方財政計画上の歳出につきましては大幅なカットを行い、交付税として

これくらいの大きな削減になったところでございます。 

一般歳出でございますが、高齢者数のやむを得ない増、参議院選、それから年

金の引上げにかかる増等を含めまして、対前年398 億円の増になっております。

ちなみに、去年は450 億円の増でございました。このようなやむを得ない増を含

めまして、こういう金額になっておりますが、実質的に前年度以下ということに

なると思います。 

それから、先ほど申し上げましたＮＴＴの補助を含めまして、全体の歳出総額

は82兆1,109億円ということになります。対前年3,200億円余の増でございます。

この点につきましても、やむを得ない増を勘案いたしますと、実質的に前年度以

下になっていると思います。 

最後に、戻りまして、公債金ですが、総額36兆5,900 億円であります。前年に

比べて1,450 億円の増にとどまりました。公債依存度につきましては昨年の

44.6％と同じでございます。 

以上、全体のフレームでございますが、お戻りいただきまして、16年度予算の
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ポイントを図にいたしましてまとめたものでございます。４つの視点からポイン

トを説明することができると思います。 

まず左上ですが、「構造改革の視点」ということで、１つは、制度的な大きな

いろんな改正が今回行われましたが、国と地方の三位一体の改革、それから年金

制度改革、これは前回、この会議で取り扱われたものでございますので割愛させ

ていただきたいと思います。それと医療制度の改革を行っています。 

それからもう１つ、これは諮問会議からも提案されました予算手法のイノベー

ションということで、まず政策群、10政策群について３つの視点、府省間の連携

強化と重複排除、規制改革等と予算の連携、民間潜在力の誘発という３つの点か

ら取り組んだものでございます。これは後ほどご説明があると聞いております。 

それから、モデル事業につきましては、10事業につきまして、定量的な目標を

まず設定し、それに対して厳しい事後のチェックを前提にした「縦の弾力化」、

これは国庫債務負担行為の活用等でございます。それから「横の弾力化」、これ

は目間流用の弾力化等でございます。そういう観点から取り組んでいるところで

ございます。いずれも、今年から始めました新たな試みでございますが、第一歩

としてこのような成果が上がってきているところでございます。 

今後ともこの手法については、重要なものとして意味のあるものに育てていか

なければいけないと思っております。それから、あとはSee機能の強化ということ

で、ここに挙がっているようなことでございます。 

それから、２つ目の視点でございますが、「効率化の視点」ということで、予

算執行調査を15年度においても行っておりますが、これを的確に予算に反映する

ということを行っております。 

それから、特別会計の見直しでございますが、財審ですべての特別会計を対象

に総ざらい的な検討、11月21日の諮問会議にこの点は御報告させていただきまし

たが、見直しの基本的な考え方と50項目を上回る具体的な方策を提言していただ

いております。これにつきまして、16年度からできるものからやっていくという

ことで、ここに書いておりますような具体例に取り組んだところでございます。 

もう１つはコスト縮減で、公共事業を中心にコストの縮減を図ってまいりたい

と思っております。 

さらに定員の縮減でございますが、国家公務員は昨年の純減額を上回る445 人

の純減が行われ、政府全体のスリム化が図られているところであります。 

次に、総額が全体として抑制される中で、何よりも大切なのは、重点化、メリ

ハリの視点だというふうに考えております。 

まず、科学技術の重点化でございますが、総合科学技術会議において、いわゆ

る優先順位づけ、府省横断的な順位づけでございますが、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」と

いうことで、それを活用いたしまして、このような伸び率になったところでござ

います。さらに、競争的資金の拡充、それから、実用化が見込まれるものについ

て研究開発プロジェクトを盛んに行う。これから国家的・国際的なプロジェクト、

例えば「しらせ後継船」の建造に着手するということでございます。 
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また、公共投資の重点配分ということにも取り組み、このような伸び率の「ハ

リ」としたところでございます。それから、まちづくり交付金も創設いたしてお

ります。 

さらに、「安心」の確保という観点から、特に治安、刑務所等について、ここ

に書いてあるような充実を行っております。その他、出入国審査体制等、食の安

全もございます。治安関係でこれだけの増員を行っておりますが、先ほど申し上

げましたように、全体としては縮減する中で、ある意味ではメリハリを効かせて

提言が行われているところでございます。 

雇用対策については、ここにありますようなきめ細かな配慮を行ったところで

ございます。 

以上、主要経費別で伸び率を見てまいりますと、このグラフで書いております

ように、科学技術振興費が4.4 ％で一番大きく、社会保障が4.2 ％、中小企業が

0.5 ％で若干伸びておりますが、その他はここにあるような数字で縮減されてい

るところでございます。その意味でのメリハリでございます。 

１つだけ申し上げますと、防衛関係費もいわゆるＢＭＤを飲み込んで、▲1.0 と

いうのは過去最大の削減率でございます。 

以上のような取組の中で、先ほど申し上げましたように、国債発行抑制の視点

ということで、先ほど申し上げたような数字になったところでございます。 

３枚目は今グラフで申し上げました主要経費別の数字をここに掲げたものでご

ざいます。以上でございます。 

（竹中議員） 麻生大臣お願い申し上げます。 

（麻生議員） お手元の資料に基づいて説明をさせていただきます。 

国の行政組織等の減量・効率化につきましては、この会議でもたびたび御議論

のあったところであります。16年度の機構・定員審査におきましては、先ほど細

川局長の方から話がありましたように、要求の有る無しにかかわらず、幅広く既

存の組織・業務等々の見直しを行わせていただいて、特にＩＴ化に伴いまして、

業務改革、アウトソーシング等により、更なる減量・効率化を推進させていただ

いたところであります。 

１ページ目のＩＴ化の推進につきましては、内部管理業務、通称バックオフィ

スにつきましては、ＩＴ化によって大幅な人員削減が見込まれると思いますので、

今後積極的に合理化に取り組む必要があるものと思っております。特に中川大臣

の経済産業省におきましては、各府省庁に先駆けまして、内部管理要員の40％の

削減目標の設定という意欲的な御対応をいただきまして感謝申し上げます。 

総務省としても、ＩＴの推進官庁といたしましては、省内に電子政府、電子自

治体の推進本部というのを設置させていただいて、同本部の下に、役人だけでは

だめですということで、有識者会議を既に開催いたしておりますが、政府また地

方自治体を一体化して、ＩＴ化の総合的な推進に取り組んでいるところで、今後

とも内部管理業務の見直しに積極的に取り組んでいき、特に旧式なコンピュータ

システムについては、業務改革による合理化を計画的に推進、特に複数年度を認
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めていただいておりますので、これは大いに進められると思っております。 

２ページ目、「民間にできることは民間に」という原則の下に、民間等へのア

ウトソーシングを一層促進していくことといたしておりまして、農林水産省の統

計部門約4,700 人のうち、実査要員としての2,400 人の計画的な合理化というこ

とで、ただ減らすというのではなくて、調査方法の見直し、いわゆる職員の調査

でなければならぬというような職員調査の限定、また民間委託等々によりまして、

定員の合理化を計画的に進めたいということであります。また、刑務所等々にお

きましても、正門警備業務とか、外国人犯罪等の通訳業務、また総務系の業務等々

は民間委託ということで推進をしてまいります。 

3ページ目、このほかにも昨年から食糧業務の合理化を推進中で、既に合理化

が進んでおりますが、16年度には390 人の削減をさせていただくことにいたしま

して、14年度末の約9,000 人を10年間で3,000 人削減ということで見直しも含め

まして、さらに進めたいと思っております。 

社会保険庁もよく話題になるところですけれども、業務運営効率化も、昨年の

80人に引き続きまして、今年も110 人削減ということにさせていただきたいと思

っております。この他、いろいろ見直し、減量・効率化に努めてさせていただい

た結果、16年度定員削減計画というのを大幅に上回る削減計画を行うことができ、

その結果、先ほどお話がありましたように、治安等につきましては、御存じのよ

うに思い切った増員をさせていただきますが、先ほどの細川さんの資料にもあり

ましたとおり、それをした上で、なおかつ445 人という純減を達成することがで

きました。治安等の増員としては、特に刑務所、入管、検事等々治安要員1,339 人

の増、昨年が730 人の増ですから約２倍ということになろうかと思いますが、増

の上、445 人の純減ということであります。今後とも引き続き、ここに書いてお

るような記載事項の着実な実施、また毎年度の機構・定員の審査にあわせた見直

しを今後とも進めてまいりたいと思っております。 

私の方から以上です。 

（竹中議員） ほかに政策群、モデル事業の資料等々ございますので、それについて

御参照いただきたいと思います。 

今回の予算案の特色はたくさんございます。主計局長から御説明いただきまし

たが、１つのマクロ的なポイントは、基礎的財政収支の赤字縮小が見込まれると

いうことでありまして、これは実は次の「改革と展望」の話とも若干絡んでまい

りますので、時間の関係もありますので、「改革と展望」の御説明をさせていた

だいて、その後、一緒に御審議をいただきたいと思います。小平統括官お願いい

たします。 

（小平政策統括官） 来年１月の経済財政諮問会議で、例年出しておりますように、

「改革と展望」の参考試算というものをお示しさせていただくことになっており

ますけれども、現在、作業中でございまして、概要について述べさせて頂きます。 

名目ＧＤＰ成長率、実質ＧＤＰ成長率につきまして、今回の「改革と展望」で

見通しておりますのは、政府・日銀一体となった取組によりまして、構造改革も
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あわせまして、民間需要主導の着実な成長が実現して、中期的には実質1.5 ％、

あるいはそれ以上。名目成長率についても2006年度以降、概ね２％程度の成長経

路を辿るというふうに見込んでおります。 

それから、消費者物価につきましては、今度の改定では、デフレにつきまして

は、デフレ圧力が徐々に低下をして、集中調整期間、2004年度まででございます

けれども、その後には、消費者物価はプラスになるというふうに見込んでおり、

2005年度から消費者物価はプラスになると見込んでいるところでございます。 

次に、基礎的財政収支でございますけれども、国と地方を合わせた基礎的財政

収支のＧＤＰに対する比率でございますけれども、2002年度、2003年度は大体５％

台半ばで推移をしておりますけれども、2004年度から縮小をするというふうに見

込んでおります。2004年度の歳入は前年度並みでございますけれども、歳出削減

を進めるほか、補正等で前年度から繰り返される支出も相対的に縮小するという

ようなことで2004年度は大幅に改善するということでございます。その後も民間

需要主導の持続的な成長が実現し、歳出削減、あるいは財政収支改善の努力を続

けていくことで、基礎的財政収支の赤字が縮小して、2010年代初頭には、基礎的

財政収支が黒字化するというふうに見込んでおります。 

以上、簡単に御説明申し上げました。本文をお配りしておりますけれども、今

申し上げましたところを本文に前回から変更して反映をさせていただいておりま

す。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは御意見ございましたら、両方あわ

せて御審議をお願いいたします。本間議員。 

（本間議員） 平成16年度予算の編成では、三位一体の改革でありますとか、予算手

法のイノベーションですとか、非常に画期的な幾つかのポイントがございまして、

こういう大きな成果が上げられたと私どもは思っておるわけです。仕上がりベー

スが、概算要求基準で目標としていた「実質的に前年度以下」という形を一般会

計歳出全体で見事に達成している。そこの仕掛けの部分を国民にわかりやすく説

明して欲しい。例えば三位一体の改革では大きな制度変更を伴っているので、こ

れを吸収して、こういう姿になっているか、プロとして私どもはわかるわけです

が、一般の国民の方々からすると、幾分わかりにくい部分かございます。 

それから、大臣がおっしゃったとおり、プライマリーバランスが改善の方向に

なってきたわけですが、そこではフローとストックの関係でいろいろと調整して

いるところがございます。そういう部分のところは、やはり正直に今後の課題と

して、これからの予算編成の基本的な改革に向けて動いているんだということを、

ぜひわかりやすく今後とも御説明いただければという具合に思います。以上です。

（竹中議員） 後でお答えいただくことがあれば、お答えいただくとしまして、問題

点がございましたら、どうぞ先にお出しいただきたいと思います。 

（小泉議長） わかりやすい説明では、「しゃべる大根」というのは実にわかりやす

いよ。これは機械がしゃべっているんだよ。当てるの。しゃべる大根というとみ

んな注目するでしょう。あの説明はわかりやすいよな。どこの産地ですかという
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……。 

（麻生議員） あれは小泉総理の手法を控えめな総務省が積極的に採用させていただ

いた…。 

（小泉議長） あの説明、「しゃべる大根」は秀逸だよ。 

（麻生議員） ありがとうございます。 

（小泉議長） ああいうわかりやすい説明を心がけるのが必要だな。というのは、大

陸棚調査ね、これは予算の別枠じゃなきゃだめだと言っていたじゃないか。別枠

でこれをやってくれと、そうするとちゃんと枠の中でおさまっている。ミサイル

防衛だってそうですよ。新しいものを、これは別枠でないとできないというのは、

全体で削減しているんだから。三位一体でもそうですよ。所得税を譲与して補助

金を削減している。交付税、それでもちゃんと全体が減っているんだ。こういう

のをわかりやすく、「しゃべる大根」ほどわかりやすくなくてもいいから、もう

ちょっとわかりやすく説明するというのも大事だなあ。基礎的収支の方は、プラ

イマリーバランスよりわかる感じはするよ。 

（奥田議員） そうですね。 

（小泉議長） そうだろう、基礎的財政収支。 

（竹中議員） 財務大臣か、局長か、特にございますでしょうか。 

（谷垣議員） 今、総理がおっしゃられたように、「しゃべる大根」ほどうまくいく

かどうかわかりませんが、わかりやすい説明というのは、これからもっともっと

工夫したいと思っておりますが、やはりやっている最中で、これは当初の予想よ

り大きかったなというのは、麻生大臣に随分御苦労いただいたんですが、この地

方交付税の削減といいますか、これはやっぱり大きかったと思いますね。 

それから、先ほどからお話が出ておりますように、ＢＭＤというのをでかいも

のを入れて、それでいろいろ効率化をお願いしてマイナス１％というのは今まで

なかったことで、この過程でこの２つなんかはいろんな工夫もありましたけど、

大きかったなと思います。そこらはもうちょっとうまく説明していきたいと思い

ます。ちょっとプライマリーバランスのことについて……。 

（竹中議員） どうぞ。 

（谷垣議員） 先ほど竹中大臣から言っていただきましたように、先ほどちょっと予

算のところで申し上げましたけれども、公債依存度も昨年度44.6％ということで、

私としては、基礎的財政収支の黒字化に向けて１つの手がかりは、いろんな脆弱

性がありますからあんまり偉そうには言えないんですけれども、１つの手がかり

は得られたなと思っております。2010年代初頭のプライマリーバランス回復とい

うのは、これは荷重くして道遠しというような感じでございますけれども、この

改革案で示されているような方針に沿って、構造改革を加速する、それから社会

保障制度の見直し、三位一体の改革、それから公共投資に関する改革といったよ

うな歳出改革を政府を挙げてやっていく、そのための議論はこれからさらにどん

どんやっていかなきゃならぬということで、平凡なことでございますが、そう思

います。 
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それから、やはりプライマリーバランスを回復していくためには、名目ＧＤＰ

の増加というのが大きな前提で、デフレの克服というのは不可欠の課題じゃない

かなと思います。日銀総裁に更なる実効性のある金融政策運営の実施、これは私

どもいろいろ御一緒やらなきゃならないことがたくさんありますが、またお願い

したところだと思っております。 

（竹中議員） 引き続き、要は、１つの大きな手がかりが得られたと、しかし手を緩

めていけないと、ますます改革を加速しなければいけないということだと思いま

すので、その方向でぜひお願い申し上げたいと思います。 

○産業金融について

（竹中議員） それでは、最後になりましたけれども、産業金融についての御報告だ

けさせていただきます。 

昨日の産業金融機能強化関係閣僚会議におきまして、経済活性化のための産業

金融機能強化策が取りまとめられております。これは経済産業大臣、財務大臣、

法務大臣、日銀総裁、それと金融担当大臣の会議でございまして、ちょうど中川

大臣から御説明いただきますが、金融庁の取組だけ先に申し上げさせていただき

ますと、３つありまして、まずは信託制度の整備を通じた金融の活性化、投資フ

ァンドの投資先の多様化に合わせて投資家保護を拡充すること、そういった問題。

第２に、担保・保証に過度に依存しない資金調達に向けた取組。第３に中小地域

金融機関の中小企業に対する経営支援強化を図ることなどでございます。特に第

３の点に関しましては、22日に公表しました金融検査マニュアル別冊「中小企業

融資編」の改訂の中で、そうした支援も織り込んでいるところでございます。 

中川大臣の方から御説明をお願いいたします。 

（中川議員） 結論的に言うと、今、竹中大臣や日銀、あるいは法務省等々、政府、

それから関係機関一体となって経済活性化、これは再生という意味と飛躍という

意味と両面からやっていかなければいけないということで、１枚紙で一番最後に

ある若干賑々しい紙でございますが、要は、従来の手法、担い手、それから産業

金融の手法、リスク対応というものを多様化して具体的にやっていくということ

でございます。今もお話がありましたけれども、信託会社を幅広にやるとか、あ

るいはまた、融資中心から証券化等の資金調達手段、あるいはまた、リスク対応

では不動産を中心とした担保あるいは保証から、動産といいましょうか、あるい

はまた、リスク管理をしながら知的財産的なものも担保にやっていこうというこ

とでございます。 

それから破産法、あるいは牛尾議員からも御指摘のありました根保証の改正等

も含めて、あらゆる面で従来の手法から柔軟かつスピーディに産業の活性化、そ

してまた再生というものに重ねて政府、関係機関一体となって取り組んでいきた

いということでございます。以上です。 

（竹中議員） 	ありがとうございます。以上、御報告をさせていただきます。 

本日の諮問会議は本年最後の諮問会議となります。先ほど申し上げましたよう

 16




 

 

 

平成 15 年第 30 回 議事録 

に、合計30回やらせていただいたということでございまして、大変御協力をあり

がとうございました。総理何か。 

（小泉議長） 30回か、よく精力的にやっていただきましてありがとうございます。

今回の予算もメリハリの効いたいい予算ができたと思います。批判する方は緊縮

路線、あるいは借金依存体質が変わらないと言っていますけどね、相反する意見

だと。緊縮路線という人は、もっと国債を増発して景気対策をやれという批判で

しょう。借金依存だって批判している人は、もっと国債の発行を減らして増税し

ろということでしょう。相反する矛盾した批判なんだよね。いかに改革が難しい

かと。今回の予算は改革路線に沿った厳しい予算だということだと思いますが、

いよいよ来年は三位一体も更にあと３年間で４兆円、これはいつかの時点で大筋、

大枠の数字を示さなきゃならないと思っています。今までの改革を進めていかな

きゃなりませんし、いよいよ大物、官製分野の規制改革の本丸である郵政民営化

も来年にはこの会議で案を出さなければなりませんので、大変な改革が待ってい

ますけど、これからもよろしくお願いしたいと思います。この１年間本当にあり

がとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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