
平成 15 年第 30 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

○ 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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○規制改革について 

（竹中議員） それでは、金子大臣、宮内議長から 12 月 22 日に決定された総合規制改

革会議第３次答申について御説明を頂き、内閣府から規制改革効果について報告頂

く。 

（金子臨時議員） 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、積極的に取り組んでいただき、これ

まで進展が見られなかった医薬品等々、大変難しい課題でも改革に向けての一歩が

踏み出されたと思う。 

政府としては、この答申に盛り込まれた施策を尊重し、答申内容に基づいて、来

年度を初年度とする新たな規制改革推進のための３ヵ年計画を今年度末までに策

定したいと思う。 

内容については宮内議長からお話があると思うが、引き続き総理とともに規制改

革に全力をあげていくので、経済財政諮問会議にも御協力・御支援をお願いしたい。 

総合規制改革会議の皆様には、社会的な規制の分野にも取り組んでいただいた。

この分野は経済的な規制の分野に比べてハードルが高く、どうしてもそもそも論が

伴ってくる。今後の推進体制の在り方については、引き続き民間人の皆様を中心と

した機関を継続することを基本としつつ、社会的規制への対応等を考えながら、検

討しているところであるが、これについても御相談させていただきたい。 

（宮内総合規制改革会議議長） 総合規制改革会議で報告をとりまとめ、22 日に第３次

答申という形で、小泉総理に受け取っていただいた。その省略版が資料２であり、

当会議の最終年度の答申でもある。その取りまとめにあたり、３年間の取組と今後

の規制改革の推進について申し上げたい。 

資料１、規制改革の取組の始まりは 1995 年に行政改革委員会の規制緩和小委員

会が発足し、包括的かつ本格的な規制改革への取組が始まった。その後、1998 年

からの規制改革委員会が発足し、事後チェック型行政への転換をテーマに、新しい

ルールの整備を含む規制改革へと拡大した。そして、小泉改革政権誕生と共に、2

001 年からスタート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に関する基本的事項を総合的に調査審議する旨政令で

定められた。その活動を総括すると、規制で固まった社会的制度やシステム全体の

改革、官業改革など、新しい分野に踏み込んだ３年間であり、最も重要な改革が緒

につくところまで辿り着いた状況。 

３年間の取組の成果を事項数で見ると、当会議答申の指摘が約 900 事項 、推進

計画での政府決定が 1,150 事項である。経済的効果は、内閣府の方で 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

れている。これは、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あり、今後はこの３年間に取組んだ 1,000 を超える規制改革

の効果がより大きくあらわれてくると思う。さらに官営経済等の制度的な改革が進

めば、さらに計り知れない効果が生まれると確信している。 

第３次答申では、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

て策定し、経済財政諮問会議との連携、総理の御裁断も仰ぎ、一定の前進があった。

さらに、これらアクションプラン以外の各分野も含めた約 340 事項について、年内

に「最大限尊重」の閣議決定、来年３月の新たな規制改革推進計画に反映するよう、
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お願いしている。 

なお、今回は最終年度の答申に当たるため、関係府省と合意に至らなかった点に

ついては、今後の課題として答申に盛り込み、今後の取組につなげる。具体的事項

としては医療、教育、福祉、農業分野や、国や地方自治体などの公共施設・サービ

スの民間開放などがある。 

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きた。この改革の流れを中断することなく、さらに強力

に推進していくことが極めて重要だと感じる。 

（谷内政策統括官） 規制改革の経済効果について、報告させていただく。今回の報告

は、規制改革の効果を数量的に明らかにし、国民の理解を深め、規制改革へのモメ

ンタムを与える、という趣旨で、規制改革３ヵ年推進計画の一環として実施した。

規制改革の結果、競争が促進され価格が低下することで消費者や企業がどれだけ経

済的利益を得たかを推計している。 

分析対象は 90 年代以降 2002 年までに行われた規制改革だが、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ないため、結果の主なものは、90 年代にと

られた措置の効果であり、携帯電話や国内航空運賃などの規制改革諸々を対象にし

ている。ここでの利用者メリットは、経済学の理論では「消費者余剰」にあたる。 

   結果だが、90 年代以降の様々な規制改革により、2002 年度の１年間で 14 兆円の

利益があったと推計される。ＧＤＰの約４％に当たり、国民１人当たりにすると約

11 万円となる。仮に昔の規制が残っていたとしたら、利用者は１年間で 14 兆円を

余計に払うことになる、すなわち国全体で 14 兆円余計に払わなければならなかっ

たということで、14 兆円は１年間の規制のコストという意味も持っている。 

（奥田議員） この３年間で社会的規制の改革に精力的に取り組まれ、改革の範囲を官

製市場全般に広げられたという重要な足跡を残して頂いたことに敬意を表したい。 

しかし、皆さんの苦労にも関わらず、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、結論が先延ばしになったもの等もある。規制

改革が重要な局面になればなるほど、抵抗が強くなって難しい壁にぶつかっている、

ということが第３次答申に示されていると思う。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を最大限活用するしかないと思うが、規制

改革の効果をあらかじめ数字で示すことは困難である。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ため、改革のスピードをもっと

上げなければ、日本の将来は暗いと言わざるを得ない。 

総合規制改革会議には、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

いただくわけだが、来年４月以降はより強力な推進体制のもとで規制改革に取り組

む必要がある。新しい推進組織は、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ち、聖域なく課題を克服し、官から民へという流れを加速する

ために、政府官業の在り方を改革していく必要がある。新たな推進体制の下で、規

制改革を飛躍的に加速させることが今後の日本経済にとって最重要課題であると

いうことを、民間議員として強調しておきたい。 

（麻生議員） 株式売買手数委託料を 10 年間で 65％下げた一方、株価も下落した結果

になっているが、委託料を下げていなかったとしたら、さらに株価は下落したとい

うことか。 

（谷内政策統括官） その通り。委託料が下った結果、個人の株式市場への参加が非常

に増えている。 

（中川議員） 資料４ページ目「規制改革による価格低下が著しかった分野」について
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だが、例えば石油製品は、自由化、すなわち規制緩和の他に、外的な要因もかなり

寄与しているのではないか。例えばシンガポールとのＦＴＡ等の条約や、生産状況、

自然条件、さらにデフレといった外的要因と、規制緩和による効果をきちんと整理

した上で、「規制改革で増加した利用者メリットが約 14 兆円、国民一人あたり約 1

1 万円」という数字になっているのか。 

（谷内政策統括官） その通り。資料４ページ目の注で少しだけ触れているが、中川議

員ご指摘の通り、現実の価格はいろいろな要因で下がる。市況により規制緩和の効

果と関係なく価格は下がるが、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している。例えば、ガソリン価格について言えば原油の市場価

格が動いていれば、その分の影響は除いて規制緩和の効果だけを入れるなどの努力

をしている。資料に記載した数字は、現実の価格の下落ではなく、規制改革の結果

生じたであろう価格低下を推計したもの。 

（奥田議員） 実業界の立場から言えば、従来より、継続して日本の高コスト体質の改

善を言い続けてきたが、中川議員が指摘された理由や規制改革の効果により、この

ようにコストが低下してきたことは、日本の国際競争力を強めていく観点から誠に

喜ばしいと思っている。 

（牛尾議員） 数字で示したことで、成果が大変分かり易くなった。ところで、アメリ

カは、規制が非常に開放され、民間経済活動の幅が広いために、日本にとって輸出

し易いマーケットであり、もし、アメリカ並みの規制撤廃により政府の影響力の少

ない市場が日本で実現すれば、内需率は大きく上昇するであろう。その意味では、

民間の経済活動の幅をアメリカ並みに広げることを目標とする考えもあるのでは

ないか。規制改革により需要が何十パーセントという単位で増えるということは、

それだけ従来守られてきた既得権が価値を失うことを意味するため、当然厳しい抵

抗が予想される。私が経済同友会の代表幹事に就任して以来継続して活動してきた

９年間で、９年前に比べれば確かに凄い進展があったものの、アメリカと対比すれ

ばその差はまだ縮まっていないことは問題である。世界中でディレギュレーション

が大きな流れになっていることを再度認識し、９年間かけて改革をなぜここまでし

か進展させることができなかったかの理由をもっと学習する必要があると思う。 

（宮内総合規制改革会議議長） 資料に記載されている経済効果は、最近までのもの。

実は大きな規制改革については、激変緩和の観点からかなりステップを置いている

ため、まだ効果が出ていないものがあり、これから効果が出てくる。そして、先ほ

ど申し上げた、大きな制度的なものを仮に動かすことになれば、これまでより遥か

に大きな効果が期待できると思われる。 

もう１点、メリットの分析について。コストが下がるだけでなく、いわゆる競争

が増えることにより、そこにイノベーションが生じ、新しいものが生まれてきてい

ることが非常に大きい。従って、なかなか証明が難しいが、規制改革の結果、新し

いものが、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ている面

もメリットとしてあることを付け加えたい。 

（金子臨時議員） 牛尾議員からのご指摘については、2004 年４月以降の次の体制をつ

くる上で、どの分野に取り組むべきかにつき、大変参考となる御意見であるため、

ぜひ考えさせて頂きたい。 

   それから、経済効果についてもう少し分かり易くできないか。資料４ページにつ

いて、株式売買委託手数料と言うと、インターネットによる株式売買だけに経済効

果があったような印象を受けるし、トラック・電力のような分野において国民的に

どのような効果があったのか、という身近な観点からの記載がされていないと思う。
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総合規制改革会議の議員からは、「総合規制改革会議」よりも、「税金を安くする会

議」とか、「小さな政府をつくる会議」などのネーミングにして、何を実施してど

のようなメリットがあったのか、国民に分かり易いように工夫すべきだ、という意

見が出され、宮内議長からは「これからは変革ではなくて革命が求められる。」と

いう意見が出た。事務局には、この９年間で具体的な国民生活に密着した分野では

どのようなことが起こったかについて、分かり易く説明する工夫をするように指示

している。従って、マクロの分析等についても、国民に分かり易くするようもう少

し工夫して頂きたい。 

（竹中議員） 規制改革が引き続き構造改革の非常に重要な要であることに関しては、

皆一致していると思う。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

子臨時議員にさらに御検討を頂いていると承知している。総合規制改革会議には、

今までの大きな成果をさらに踏まえ、３月の実施期間までに更なる御尽力を賜りた

い。 

   経済効果については、1980 年代に、アメリカで分析がかなり活発に行われた。し

かし、日本では充分に行われてこなかった。そのため、今回、分析に力を入れ始め

たのであるが、国民に分かり易いという観点を踏まえ、金子臨時議員と協力してし

っかりと訴えていく、さらなる努力をする、ということだと思う。 

   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の議題として、平成 16 年度予算案について。まず、谷

垣大臣から御説明をお願いする。 

（谷垣議員） 平成 16 年度予算案については、経済財政諮問会議での議論も踏まえて

取りまとめ、昨日の閣議で概算の御決定を頂いた。 

予算案について概観すると、まず第一に、前年度同様の歳出改革路線を堅持する

ことが重要との基本的な考え方に立ち、第二に、一般会計歳出、そして一般歳出に

つき、実質的に前年度以下の水準に抑制する。その上で、第三として、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。このよ

うな方針でまとめさせて頂いた。詳細については主計局長より説明させるが、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たことを、改めて御礼

申し上げる。 

（細川主計局長） それでは、お手元の資料に基づき説明させて頂く。 

   平成 16 年度の全体のフレームであるが、まず歳入については、税収、これは若

干の増が見込まれるが、財源移譲、所得譲与税 4,250 億円が影響するので、若干の

対前年度減になっている。その他収入については、ＮＴＴ－Ｂの事業償還分という

のが平成 16 年度から始まる。これは、地方に補助をして、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いるので、その分

を含めて、その他収入は対前年約 2,000 億円増である。 

   国債費については、定率繰入等のやむを得ない増 4,600 億円程度、それから今申

し上げたＮＴＴ－Ｂ事業償還分を含め、7,700 億円程度の増になっている。 

地方交付税等であるが、これは対前年 9,053 億円の減になっている。地方財政計

画上の歳出については大幅なカットを行い、交付税として大きな削減になったとこ
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ろである。 

一般歳出は、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、対前年 398 億円の増になっている。ちなみに、去年は 450 億円の

増であった。このようなやむを得ない増が含まれていることを考えれば、予算は実

質的に前年度以下ということになると思う。それから、先ほど申し上げたＮＴＴの

補助を含め、全体の歳出総額は 82 兆 1,109 億円ということになる。対前年 3,200

億円余の増。この点についても、やむを得ない増を勘案すると、実質的に前年度以

下になっていると思う。 

公債金は総額 36 兆 5,900 億円であり、前年に比べて 1,450 億円の増にとどまっ

た。公債依存度については、昨年の 44.6％と同じ。以上が全体のフレームである。 

次に、平成 16 年度予算のポイントを図にまとめたものについて、４つの視点か

らポイントを説明することができると思う。 

まず、「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いろな改

正が今回行われたが、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あるので割愛させていただく。それと医療制

度の改革を行っている。 

それからもう１つ、これは諮問会議からも提案され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、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つの視点から取り組んだもの

である。 

それから、モデル事業については、10 事業について、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ある。それから「横の弾力化」、これは目間流用の弾力化

等である。いずれも、今年から始めた新たな試みであるが、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ある。 

今後ともこの手法については、重要な意味のあるものに育てていかなければいけ

ないと思っている。あとは See 機能の強化ということがある。 

それから、２つ目は、「効率化の視点」ということで、予算執行調査を平成 15

年度においても行っているが、これを的確に予算に反映するということを行ってい

る。特別会計の見直しについては、財審ですべての特別会計を対象に総ざらい的な

検討をし、11 月 21 日の諮問会議に御報告させて頂いたが、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頂いている。これについて、平成 16

年度からできるものからやっていくということで、資料にあるような具体例に取り

組んだところである。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

図っていきたいと思っている。さらに定員の縮減であるが、国家公務員は昨年の純

減を上回る 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

る。 

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

リの視点だと考えている。 

まず、科学技術の重点化であるが、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ある、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」を活用して、資料にあ

るような伸び率になったところである。さらに、競争的資金の拡充や、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ある。 

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」
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としたところである。それから、まちづくり交付金も創設している。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、資料にあるような充実

を行っている。その他、出入国審査体制、食の安全等もある。治安関係で増員を行

っているが、先ほど申し上げたように、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ある。雇用対策についても、きめ

細かな配慮を行ったところである。 

以上、主要経費別で伸び率を見ると、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％で若干伸びているが、その他は縮減されている。

１つだけ申し上げると、防衛関係費も、いわゆるＢＭＤを飲み込んで、マイナス 1.

0％というのは、過去最大の削減率である。 

以上のような取り組みの中で、先ほど申し上げたように、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ある。 

（麻生議員） お手元の資料に基づいて説明をさせていただく。 

国の行政組織等の減量・効率化については、この会議でも度々議論のあったとこ

ろであるが、平成 16 年度の機構・定員審査については、要求の有る無しに関わら

ず、幅広く既存の組織・業務等々の見直しを行わせて頂き、特にＩＴ化に伴い、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頂いたとこ

ろである。 

１ページ目のＩＴ化の推進については、内部管理業務、通称バックオフィスにつ

いて、ＩＴ化によって大幅な人員削減が見込まれると思うので、今後積極的に合理

化に取り組む必要があると思っている。特に経済産業省においては、各府省庁に先

駆け、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頂き、感謝

申し上げる。 

総務省としても、ＩＴの推進官庁として、省内に電子政府、電子自治体の推進本

部を設置し、有識者会議を既に開催しているが、政府や地方自治体を一体化してＩ

Ｔ化の総合的な推進に取り組んでいるところ。今後とも内部管理業務の見直しに積

極的に取り組み、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する。複数年度を認めて頂いているので、これは大いに進めら

れると思っている。 

２ページ目、「民間にできることは民間に」という原則の下、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し、農林水産省の統計部門約 4,700 人のうち

実査要員 2,400 人の計画的な合理化について、ただ減らすだけでなく、調査方法の

見直しや職員調査の限定、民間委託等々により計画的に進めていくこととし、また、

刑務所等々においても、正門警備業務や、外国人犯罪等の通訳業務、総務系の業務

等々は民間委託ということを推進していく。 

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、平成 16 年度

には 390 人の削減をすることとし、10 年間で 3,000 人削減ということで、見直し

も含めさらに進めたいと思っている。 

社会保険庁も、業務運営効率化で、昨年の 80 人に引き続き、今年も 110 人削減

ということにさせて頂きたいと思っている。 

いろいろと見直し、減量・効率化に努めた結果、平成 16 年度定員削減計画を大

幅に上回る削減計画を行うことができ、その結果、先ほどお話があったように、治

安等については、御存じのように思い切った増員をさせて頂いたが、それをした上

で、なおかつ 445 人の純減を達成することができた。今後とも、資料にあるような

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進めてまい
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りたい。 

（竹中議員） ほかに政策群、モデル事業の資料等々あるので、それらについて資料を

御参照いただきたい。 

今回の予算案の特色は多い。主計局長から御説明いただいたが、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、これは

実は次の「改革と展望」の話とも関係してくるので、「改革と展望」の御説明をさ

せていただき、その後一緒に御審議を頂きたいと思う。 

（小平政策統括官） 簡単に説明させていただく。 

１月の経済財政諮問会議で、例年出しているように、「改革と展望」の参考試算

というものをお示しさせて頂くことになっているが、現在作業中であるため、概要

について述べさせて頂く。 

名目ＧＤＰ成長率、実質ＧＤＰ成長率について、今回の「改革と展望」では、政

府・日銀一体となった取組により、構造改革もあわせ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％、あるいはそれ以上と考えている。また、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見込んでいる。 

消費者物価については、デフレ圧力が徐々に低下して、集中調整期間が 2004 年

度までであるが、その後には、プラスになると見込んでおり、2005 年度から消費

者物価はプラスになると見込んでいる。 

次に、基礎的財政収支について。国と地方を合わせた基礎的財政収支のＧＤＰに

対する比率であるが、2002 年度、2003 年度は大体５％台半ばで推移をしていると

みているが、2004 年度から縮小すると見込んでいる。2004 年度の歳入は前年度並

みであるが、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

的に縮小するため、2004 年度は大幅に改善する。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

と見込んでいる。以上を踏まえ、本文を若干修正している。 

（本間議員） 平成 16 年度予算の編成の上では三位一体の改革や予算手法のイノベー

ションなど、非常に画期的な幾つかのポイントがあって、大きな成果が上げられた

と思っている。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

度以下に抑制する」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分かりやすく説明して欲しい。例えば三位一体の改革は大きな

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、一般の

国民からすると、幾分わかりにくい部分がある。 

また、竹中議員が発言された通り、基礎的財政収支が改善の方向になってきたわ

けだが、そこではフローとストックのところで、いろいろと調整している部分があ

る。こういったところは、今後の課題という形で、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ということを、分かり易く説明頂ければと思う。 

（小泉議長） 麻生議員が予算の復活折衝の際に使った「しゃべる大根」というのは実

に分かり易く秀逸だった。分かり易い説明を心掛けることが重要である。例えば、

大陸棚調査の予算は別枠でないといけないと言っていた。別枠でこれをやってくれ

と。それが、ちゃんと枠の中でおさまっている。 

ミサイル防衛についてもそうである。別枠でないとできないと言っていたものを

含めて、全体で削減している。三位一体でもそう。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。こういうのをもうちょっ

とわかりやすく説明することが重要である。基礎的財政収支の方は、プライマリー
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バランスより分かり易い感じがする。 

（谷垣議員） 今、総理が発言された通り、わかりやすい説明というのは、もっと工夫

したいと思っているが、今日の予算案では、麻生議員に御苦労頂いた地方交付税の

削減がやはり大きかったと思う。 

それから、ＢＭＤというのを巨額なものを入れ、それでいろいろ効率化をしてマ

イナス１％というのは今までなかったことで、大きかったと思う。もう少しうまく

説明していきたい。 

次に、プライマリーバランスについて。公債依存度も昨年度 44.6％ということ

で、私としては、いろいろな脆弱性があるので大きなことは言えないが、基礎的財

政収支の黒字化に向けての１つの手がかりは得られたと思っている。2010 年代初

頭のプライマリーバランス回復というのは、任重くして道遠しという感じだが、こ

の改革案で示されている方針に沿って、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、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やっていかなければな

らないと思う。 

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であると思う。

日銀に、政府と一体となったさらなる実効性のある金融政策運営の実施をお願いし

たい。 

（竹中議員） 要は、１つの大きな手がかりが得られたが、手を緩めず、ますます改革

を加速しなければいけない、ということだと思うので、その方向でお願いしたい。 

 

○産業金融について 

（竹中議員） それでは、最後に、産業金融についての報告をさせて頂く。 

昨日の産業金融機能強化関係閣僚等による会合において、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いる。これは経済産業大臣、財務大臣、法務

大臣、日銀総裁、金融担当大臣等による会議である。金融庁の取組は３つある。第

１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、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

ること等である。特に第３の点に関して、22 日に公表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ある。 

（中川議員） 金融庁や日銀、法務省等、政府及び関係機関が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

と思う。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、

多様化をして具体的にやっていくということが重要である。信託会社を幅広にやる

とか、融資中心から証券化等の資金調達手段へ、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、あるいはリスク管理をしながら知的財産的なもの

も担保にやっていく、ということである。 

それから破産法、あるいは牛尾議員からも指摘のあった根保証の改正等も含めて、

あらゆる面で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政

府、関係機関一体となって取り組んでいきたい。 

（竹中議員） ありがとうございます。本日の諮問会議は本年最後の諮問会議となる。

御協力ありがとうございました。 

（小泉議長） 30 回も精力的に議論して頂いたことに感謝。今回の予算も、メリハリの
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効いた良い予算ができたと思う。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るが、これは矛盾した批判である。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だが、一方で、借金依存であるとい

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すべきということである。

今回の予算は改革路線に沿った厳しい予算だと思うが、いよいよ来年は三位一体の

３年間で４兆円について、いつかの時点で大筋、大枠の数字を示さなければならな

い。また、いよいよ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らない。大変な改革が待っているが、これからもよろしく

お願いしたい。この１年間本当にありがとうございました。 

 

（以 上） 


