
 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

     

   

     

     

    

     

       

 

 

 

 

  

平成 16 年第 15 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  5 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年７月 21 日（水）10:01～11:53 

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 細田 博之 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１） 郵政民営化について 

（２） 年後半の経済財政諮問会議の進め方について 

（３） 今後の経済動向と「17 年度予算の全体像」について 

3．閉会 

（説明資料） 

○郵政民営化への昀近の取組み状況（内閣官房郵政民営化準備室） 

○平成 16 年後半の経済財政諮問会議の主な議題について（有識者議員提出資料） 

○平成 16 年度年次経済財政報告概要（内閣府） 

○平成 16 年度経済動向試算（内閣府試算）について（内閣府） 

○17 年度予算の全体像について（有識者議員提出資料） 

○平成 17 年度予算における基本的な考え方（谷垣議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員）  それでは、ただいまから今年 15 回目の経済財政諮問会議を開催いたし
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平成 16 年第 15 回 議事録 

ます。 

本日の議題でありますけれども、まず昀初に「郵政民営化」につきまして、渡

辺室長から御報告をいただいた後、年後半の経済財政諮問会議の進め方につきま

して議論をさせていただきます。それから、今後の経済動向と「17 年度予算の全

体像」につきまして、御審議をさせていただきます。 

時間を一応とってはおりますが、総理、今日、午後御出発ということもありま

すので、できるだけ時間を短縮したいと思いますので、審議に御協力をお願いい

たします。 

それでは、郵政民営化につきまして、渡辺室長からお願いをいたします。 

○郵政民営化について

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） お手元に昀近の取組み状況という横長の資料

を用意いたしました。既に有識者会議では過去４回、民営化の意義であるとか、

ＪＲ、ＮＴＴ、ＪＴ、あるいは広域事業としての電力会社から御意見を聴いてま

いりました。今回は５回以降の報告でございます。 

１ページをお開きいただきたいと思います。１ページはいわゆるコンビニ業界、

お二人の方からヒアリングをいたしました。今後、いわゆる窓口ネットワークを

生かして、２万 4,700 の郵便局が新しい分野に出ていくときの一つの目玉である、

利便を向上させるという意味でこの業界からヒアリングをしたわけでございます。

業界の現状としては、売り上げは少しずつ伸びているし、出店の余地はまだあ

るということでございました。注目されますのは②でありますけれども、いわゆ

るワンストップサービスということでいろいろなサービス提供業務をやっており

ますけれども、それ一つ一つの採算性は低いんですけれども、お客さんが長い時

間コンビニにいてくれる、あるいはそこでほかの商品を買ってくれるというトー

タルサービス、トータル商売であるということを強調されておりました。 

郵政民営化に対しましては、非常に地域に根ざしたネットワークということで

高い評価を頂戴いたしましたが、提携をする場合には、収益性その他、立地条件、

地域性をよく考えなければいけないという御意見でございました。 

次は２ページであります。７月５日には郵政公社の 16 年３月期の決算をお聴き

いたしました。②にございますように、当期の利益は約２兆 3,000 億円というこ

とでございまして、相当な努力をされたということがはっきりいたしましたけれ

ども、ただ、株価の上昇など、マーケットの環境に助けられた面もあるというこ

とでございます。２兆 3,000 億円の中で、いわゆる金銭信託による利益、運用益

が１兆 2,000 億円ということでございますので、外的な要因で大分助かったとい

うことでございました。 

それぞれの事業につきましての分析ですが、郵便は今回前期と比べて利益を上

げたわけでございますが、内容的には減収増益ということでございます。収入は

640 億円減収いたしましたけれども、人件費や調達コストの削減で、節減努力に

よって 263 億円を生み出したということでございます。 
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なお、公社設立時に②のところでありますが、5,782 億円ありました債務超過、

今期は 5,500 億円に減少しておりますが、これは自力で 2007 年までに解消する

ことが難しいということをはっきりおっしゃっておりました。 

次に３ページであります。郵貯・簡保は共通するところが多いわけであります

が、残高が減少しております。例えば郵貯でありますと、前年が 233 兆円、本年

は 227 兆円ということでございます。この傾向はまだまだ続きますので、郵貯・

保険ともに①にありますように、資産運用、その他コンサルニーズへの対応であ

るとか、保険の内容も貯蓄性から保障性保険へとか、いろいろ新しいビジネスに

進出する必要があるということで、これまでのビジネスモデルは転換していかな

ければいけない。何をやるかは検討中ということでございました。 

それから③のところが、先ほど申し上げました指定単と書いてありますけれど

も、金銭信託による運用益であります。これを増やすかどうかということについ

ては議論がございましたけれども、こういう金銭信託を指定単の運用で増やして

いくということは、今のところはまだ難しいかなということでございました。 

それから、「その他」のところにありますが、これは質問に答えて、地域別のコ

スト比較ということは、必要性を十分に認識いるんだけれども、なかなかデータ

を掌握していないので難しいなと、このあたりは課題だということでございます。

４ページ、５ページは金融、保険の業界からヒアリングであります。両方併せ

まして、これまでとほぼ同じ主張でございました。目立つ点としては、郵貯事業

については、銀行業界から定額預金等の既存契約分は整理勘定へ分離する。改革

後の郵貯は②のところですけれども、通常預金を受入れ決済機能を提供するとい

うふうな、俗に言うナローバンクが望ましいということでございました。ただ、

その代わり、「・」の２つ目にありますように、いろいろなものをネットワークを

通じて販売をするというフィービジネスを増加させていくべきではないかという

ことでございました。併せて「官業ゆえの特典」の廃止ということで、政府保証

の解除、預金保険制度への加入、納税義務というふうなこと。さらには民間金融

機関と同一の規制・監督を実施する、三事業を分離する、地域分割をするといっ

たような議論がございましたが、昀後の地域分割につきましては、委員からの質

問に対しまして、どの程度ならいいのかということに対して具体的な数字の提示

がございませんで、第２地銀とか、地銀とかといったことを言っておられました

が、その規模であると分割の際限がないんだというふうな議論もあったわけでご

ざいます。 

次は保険であります。保険は一番強硬な御意見でありまして、今後の簡保事業

のあり方ということで①にありますように、本来的には「縮小・廃止」と、新規

契約引受の停止、既契約分の維持管理会社に分離ということを主張されましたが、

もし仮に事業を継続するという場合におきましても、競争条件の整備が必要だと

いうことでございます。先ほどの銀行のケースと同じでありますけれども、生命

保険協会からのちょっと変わった点としては、この括弧内にあります「（既存のブ

ランドイメージ）」、言葉としては「暗黙の政府保証」というふうなことをおっし
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ゃっていましたが、そういうものを含めて競争関係を整備してくれということで、

とりわけ一番下の①にありますように、新旧契約を分離して、それを別法人で管

理する。といいますのは、既に契約した分でも毎月掛け金が入ってまいりまして、

これは生涯続くわけでございますので、ここを分離してくれという強い主張をさ

れておられました。 

以上が、銀行、保険であります。 

次は６ページでありますが、ここは物流であります。郵政、特に郵便が物流の

分野に進出する。とりわけ国際物流に進出をするというのが可能性としては非常

に大きいわけでありますが、その際の問題のあり方、提携ということにつきまし

て議論をいたしました。国内の市場は過当競争をしていますし、この物流界とし

ては信書便事業参入というのは考えていないということでございました。 

②にありますように、国際物流市場は非常にメリットが大きいんだけれども、

競争は非常に激化している。例えばということで、ここに「国際インテグレータ

ー」という言葉を使っておりますが、ドア・ツー・ドアのみならず、デスク・ツ

ー・デスクということで、輸送用のジェット機を、例えばＵＰＳであれば 300 機

持っていて、そのほかに契約の飛行機が 300 機ある。600 機のジェット機を使っ

て世界じゅうに物を配っているというふうなところと戦っていくのは大変なこと

ですという議論がございましたけれども、郵政の民営化において、この一番下の

②にありますように、中国市場、東アジアの市場をはじめとする国際物流市場に

出ていく場合には、大いに業務提携を期待したいというふうなことでございまし

た。 

昀後に７ページ、今後の郵政民営化の予定でございますけれども、７月 16 日に

当諮問会議から提示がございました４つの機能についてのビジネスモデルが成り

立つかどうかということについての基本的概念の議論を 16 日にいたしました。こ

の議論に基づきまして、７月末には何らかの数字の入れたものをつくる予定にし

ております。これは諮問会議に御報告をさせていただきまして御議論を賜りたい

と思っております。 

なお現在、海外にチームを派遣いたしまして、窓口ネットワークが民営会社と

してどう成り立っているのかとか、ユニバーサルサービスにどう応えているのか、

あるいは組織がどう変遷してきたのかといったようなことについて調査をいたし

ております。調査結果も月末にはとりまとめられますので、諮問会議に御報告さ

せていただきます。 

なお、この会議の模様も含めまして、８月の下旬には郵政民営化に関するタウ

ンミーティングの開催を予定いたしております。 


８ページは御参考までに過去の議論の概要でございます。 


以上であります。 


（竹中議員） 	ありがとうございました。 

細部について御議論は多々あろうかと思いますが、これは今後集中的に審議を

する機会をつくるつもりでございます。進め方等については、また御相談をさせ
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ていただきます。今日の時点で御意見がありましたら、麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） いろいろ調べていただいて大変いいんだと思いますけれども、基本的

には、民営化された後の貸借対照表がきちんとバランスして、黒字になるかなら

ないかが昀大の興味である。民営後、補助金を交付しろといった考えは話しにな

らない。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今日、日経新聞に、また違ったコンセプトの記事が第１面に出ていた

んですが、あれは全く事実無根と考えていいんですか。 

（麻生議員） 事実無根と考えていただいて結構です。 

（竹中議員） 事実無根だと私も思います。基本的に田中直毅氏をはじめいろんな案

が出てくるときに、それにカウンターパートとして、攪乱的にどこかが書かせた

記事なんだと思います。ああいう事実はありませんし、これからまさに議論して

いくところですので、情報攪乱に惑わされないように、我々としてはしっかりと

議論をしていくことが大事だと思っております。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。今の御指摘をそれぞれ踏まえて、しっかり

とした議論を、責任を持ってやっていきたいと思います。 

それでは、室長ありがとうございました。 

（小泉議長） よく整理していただいてありがとうございます。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長退室） 

○年後半の経済財政諮問会議の進め方について

（竹中議員） それでは、続きまして年後半の諮問会議の進め方につきまして、有識

者議員から御説明をお願いいたします。吉川先生。 

（吉川議員） それでは、私から「平成 16 年後半の経済財政諮問会議の主な議題につ

いて」４議員連名の紙を御説明いたします。 

まず、現状認識でありますが、我々民間議員は、参議院選挙を通じて基本的に

は民意は次のようなところにあるのではないか。①、②、③をまとめました。 

１つは国民は、やはり構造改革を望んでいるということであります。幸いなこ

とに構造改革の大きな方向については、かなり国民的な合意ができてきているの

ではないかと考えております。 

２番目は社会保障制度を中心に、国民はより本格的かつ迅速な改革を望んでお

り、政府としては、こうした国民の声にさらに耳を傾ける必要がある、このよう

に認識しております。 

３番目は、これは基本方針、いわゆる「骨太の方針」をはじめ、あるいは民間

議員にしても機会あるごとに基本的な方針、考え方を明らかにしているとは思う

のでありますが、しかし、まだ「なぜ改革が必要であるか」ということを、さら

にわかりやすく国民に丁寧に説明をしていく、そして認識を共有していく必要が

ある、こういうことを我々としては考えております。 

そこで経済財政諮問会議としては、年後半、具体的には次のような問題を活発
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に議論して、それを速やかに実行に移していく必要があると考えております。 

以下１、２、３と番号が振ってありますが、第１は社会保障の一体的見直しで

あります。現在、年金の一元化問題ということが議論されているわけであります

が、年金の一元化と併せて、さらに大きく社会保障の一体的見直し、一体的見直

しというのは、年金、医療保険、生活保護、介護、こうしたものを一体的に考え

ていく必要がある。また、そうした一体的な制度改革については、この諮問会議

の場において行う必要がある。国民的な議論というのも必要でしょうが、しかし

やはり、諮問会議の場でしっかりとこの制度改革を議論していく必要があるので

はないか。我々としてはそのように考えております。 

年金制度につきましては、これまでの給付と負担についての検討を踏まえた上

で、制度設計について、選択肢をできれば我々からもなるべく早く提示したい、

このように考えております。 

もう一つの問題点は、社会保険庁の改革でありますが、この改革については、

例えば、これから１年かけてやるというような感覚では少し遅過ぎるというのが

我々の認識であります。具体的には今後１か月以内に改革の基本方針をとりまと

め、さらに１か月をかけて改革の具体案を策定する必要がある。ですから、９月

を目途にこうした制度改革案をまとめる必要があると考えております。これは改

革のプランでありますから、そのプランに基づいて実行しなければいけないとい

うことになりますから、その改革案の中には、その後のアクションプログラムと

しての工程表というものも書き込まれる必要があると考えております。 

以上が第１点、社会保障の一体的見直しについてであります。 

第２点は郵政民営化など「官から民へ」の改革の徹底ということでありますが、

郵政民営化については、ただいま報告があったとおりであります。 

この点に関係しまして２枚目でありますが、いわゆる市場化テスト等新たな手

法等を動員し、効率的で小さな政府への飛躍を果たすとともに、民間の活力が昀

大限発揮されるような環境整備を進めるということも重要であると考えておりま

す。 

それから３番目は、いわゆる重点強化期間の第一歩としての 17 年度予算、これ

はもちろん大切なことでありますが、本日、次の議題でありますので、ここでは

それを挙げるだけにします。 

４番目、「国から地方へ」の、いわゆる三位一体の改革の加速ということについ

て述べております。 

第１点としては、地方６団体の補助金改革案、これは総理の指示に基づいて、

現在検討が進められているわけですが、これを踏まえて三位一体改革の全体像を

決定する必要がある。 

第２点は、三位一体の改革を進める上では、当然、地方交付税制度及び地財計

画の改革、これが必要になるわけでありますが、これについても我々なりの考え

方をいつか示したいと考えております。 

ちなみに、我々の考え方がどのようなものであるか。基本的な考え方は、実は
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平成 13 年の５月、すなわち、３年前に第１回目の骨太をつくる直前の会議で、国

と地方の改革について、民間議員の考え方を詳細に出しております。我々として

は、基本的な考え方は３年前に示したものと同じである。地方交付税につきまし

ては、いわゆる財源保障機能をどう考えるか、それを考えると、いわゆるナショ

ナルミニマムというのは一体どのように考えるべきなのか、こうした問題の整理

も踏まえまして、我々の考え方は３年前、平成 13 年の５月ごろにこの会議に提出

した資料で開陳しております。国と地方については地域再生と関連して、基幹産

業の再生策、こうしたものの具体化を急ぐことも重要だ。 

５番目は人間力の強化。これは中長期的にも日本の経済社会にとって大変大き

な問題である。若年失業をはじめ、経済全体がよくなっている中でも課題を残し

ているのは御承知のとおりでありまして、政府としてさらに、この点についてき

っちりと対応していく必要があるということを言っております。 

教育についても、これから、立ち上がる日本経済 21 世紀ビジョンで議論される

べきであると考えております。 

６番目に「その他」とありますが、重要でないという意味ではない。まず第１

点として、東アジア諸国、アセアン等との経済連携を強化し、グローバル経済の

中で経済を活性化するということ。これは大変大事な点として挙げております。 

それから、これは全体にかかわるわけですが、一番初めにも述べましたとおり、

構造改革の必要性については、大きな方向性としては国民的なコンセンサスがで

きつつあるという認識を我々は持っているんですが、個々の問題については、や

はり考え方を丁寧に説明する必要がある。個々の問題については、なぜそうした

改革が必要であるかということを丁寧に国民に説明する必要があるということを

考えております。21 世紀のビジョンというものを有識者の力を得て、政府として

考え方を国民にわかりやすく説明する場として活用すべきである。こういうこと

を述べております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは御議論がありましたら、どうぞ言

っていただきたいと思います。 

（小泉議長） 社会保険庁の村瀬さん一人じゃどうにもならんと奥田さんが言われた

という話を聞いたんだけれども、どんどん必要な人を民間から送ってくださいよ。

（奥田議員） 昨日昼に大臣に出てもらって、改革の要旨とか、そこのお話をいただ

きました。経済界全体として、いずれにしても人を募集しなければいかんわけで

すから、それについて協力してくれというお話をいただきました。問題は、有識

者会議とか、運営評議会とか、顧問とか、そういうものをいろいろつくられると

いうような構想があるように昨日聞いたんですけれども、そういう問題について

は、我々、人を出す方はいいんですけど、官房長官とお話を詰めてやっていきた

いと思います。 

ただ、ここ１か月で昀終的な案が出るやに見えるんですけれども、どうも内容

を聞いていますと、出口の方のシステムはできているからいいんだけど、問題は
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入り口のデータのうち古いものが統合されていないと。ですから、データをイン

プットするのは非常に難しいですね。その点については、もうちょっと時間をい

ただきたいと、そういうことになると思います。 

（細田議員） 運営や考え方はなるべく早くまとめて固めていって、もちろん民間か

ら人を受け入れるというので、国家公務員として働く場合は、定員、定数の問題

もあります。それから組織のあり方の問題もありますし、予算の問題もあるでし

ょう。昀終的には予算で決めなければなりませんから、そうすると、予算要求を

どうするかとか、そういう話をどんどん、秋口にかけて詰めていかなければいけ

ません。その上でシステムの問題、それに対しても予算が要るのか要らないのか

ということも総合的にやらなければいけません。 

そういったことをこれからやるということで、またひとつよろしくお願いいた

します。 

（奥田議員） スウェーデンなんかに見られる、要するに、あれはオレンジレターと

いうんですか、各個人個人に「あなたは年金をいくら積み立ててあり、給付額は

いくらですよ」という、そういう詳細な個人個人に対する情報をシステムから出

す。この話については、システムを変えればいい話ですからできるんですけれど

も、問題はやはり入り口のところでシステムを切り替えたときに、古いデータの

統合に、時間がかかってしょうがないとか、そういう手間暇のかかる作業が非常

に多いと思いますので、そこが一番問題になると思います。 

（小泉議長） 問題点も含めてどしどしやっていただきたいと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） この「『国から地方へ』の加速」というところの３行目に「地方交付税

及び地財計画に向けて試案を提示する」と書いてございまして、大変結構なこと

だと思っておるんですが、これは御存じのように、地方税、国庫補助負担金、地

方交付税という３つは、地方の基幹的財源であり、相互に密接な関係があり、こ

れはぜひ、３つの基幹財源というのを一体として提出していただくという、試案

を御提示いただくのであれば、三位一体改革の全体像というのを出していただか

ないと、これだけというわけにいかないんだと思いますので、その点の御配慮を

よろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） 本間先生どうぞ。 

（本間議員） 今、麻生大臣が御指摘のとおり、三位一体では税源移譲３兆円、補助

金４兆円ということになりますので、マクロの経済運営との関係の中で、受け身

的に地方交付税あるいは地財計画の部分のところが設定されてしまうという嫌い

がございます。それが昨年度の予算編成の中でも昀終的にそれが切り込み過ぎた

とかいろんな御批判をいただきましたし、説明責任が十分じゃないんじゃないか

というような御指摘もいただきました。そういう意味で交付税、あるいは地財計

画そのものをやはり一度きちんと議論をする必要があるんではないかと。その前

提条件は三位一体の改革における税源移譲と補助金の問題。考え方については吉

川議員が申し上げましたとおり、我々は３年前にこの問題についての基本的な財
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源調整と財源保障の問題について議論しておりますので、それを踏まえながら、

一度少し論点を整理したいというのがここでの趣旨であります。 

（竹中議員） よろしゅうございますですか。中川大臣どうぞ。 

（中川議員） 全体としまして景気がよくなっていることは私も実感しておりますが、

例えばマクロの経済について、やはり配慮する必要があるのではないかというふ

うに思っております。 

例えば、この場だから具体的に言っていいでしょう。三菱自動車の問題であり

ますとか、それから、このめちゃくちゃ暑い状況の中で、暑いと景気が多分よく

なるんだと思うんですけれども、パンとかお米が売れないという状況があるみた

いで、やはり、素麺とか、蕎麦とか、そっちの方に行っちゃうらしいんだそうで

す。それから 31 度を超すと、アイスクリームを食べないでかき氷に行っちゃうと

か、データ的にはそういうことになっているらしいので、非常に細かい話なんで

すけれども、そういう状況もあります。かき氷業界がどのぐらいあるのか、ちょ

っと私にはよくわからないんですけれども、本当に大事な景気上昇の時期だと思

いますので、ぜひ、地域、業種など、きめ細かな配慮も必要ではないかというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。いかがでしょうか。 

それでは、若干整理をさせていただきます。基本的には今日の御提言と御議論

を踏まえて、今後審議を進めていきたいと思います。その都度、重要な問題につ

いて、もちろん御相談させていただきます。 

今日の提言の中で、若干、お願いも含めて申し上げたいと思うんですが、まず、

年金制度の改革について、民間議員から選択肢をなるべく早期に提示したいとい

うお申し出がありました。これは私としては、８月の末ぐらいに社会保険につい

ての集中審議をやることになると思いますので、できれば、そのときに何らか間

に合うような形でお願いできないだろうかという気がいたします。ぜひ、民間議

員で御検討をいただきたいと思います。 

社会保険庁改革につきましては、これは先ほど官房長官もおっしゃいましたが、

官房長官をヘッドとする委員会で、やはり先に基本方針を決めて、基本方針が決

まらないと民間も人をなかなか出せないということかとも思いますので、そこは

私もメンバーでありますから努力をいたしますが、官房長官の方でうまく仕切っ

ていただくということだと思います。 

３番目は、地方交付税等々の改革、これももちろん三位一体を念頭に置いた改

革の試案を提示いただけるということでありますが、これも８月の 20 日に地方自

治体からのいろんな案が出てきて、８月の末から議論が始まると思いますので、

それに間に合うような形でぜひ試案を提示いただきたいと思います。民間議員の

夏休みがなくなるということかもしれませんが、ぜひ、そこは８月でお願いを申

し上げたいと思います。 

（小泉議長） 申し訳ない。 

（竹中議員） 人間力、ミスマッチの話は引き続き中川大臣、私も参加し、官房長官
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に取り仕切っていただきます５大臣会合がありますので、そこでぜひしっかりと

議論をしていこうと。 

５番目が教育でございまして、教育のそもそも論というのは以前から出ており

ます。これは河村大臣からも私の方にお話がありまして、一度やってほしいとい

うことですので、８月末の集中審議の入り口のところで一度このそもそも論をや

った上で、その補助金等の議論に入っていくという段取りをぜひ考えたいと思い

ます。 

６番目が日本経済 21 世紀ビジョンでありますが、これにつきましては、先般、

専門調査会の設置をここでお決めいただいておりますので、それについての運用

の立ち上げについて、次回、案等々を出して御相談をさせていただきたいと思い

ます。 

７番目は昀後に中川大臣がおっしゃったきめ細かくさらに見ていく必要がある

ということについては、これは地域再生本部等々も含めてだと思いますけれども、

しっかりと対応していくということだと思います。 

以上、お願いした点はぜひよろしくお願いいたします。 

（中川議員） 今の竹中大臣のお話で、教育と人づくりというのは果たして同じなん

でしょうかというのを、一度どの場かよくわかりませんけれども、私のところは

「新産業創造戦略」というのをやっていますけれども、ものづくりとか、創造性

とかというもののための人づくりと、教育というのを一度検証する必要があるよ

うな気がしてならないんですけれども、これは総理の御判断ですが。 

（竹中議員） 基本的には教育の問題というのは、補助金の削減というところから直

接的には出てきて、補助金だけから考えちゃいけないだろうと。同じように経済

からいきますと、人材育成ということが出てくるわけですけれども、それだけで

はいけないだろう。だから、教育のそもそも論について、一度フリーディスカッ

ションをやってはどうかと、そういう話が出ていたと思うんですね。どこまで広

げるかという問題はあるのかもしれませんが、そういった問題意識のもとに一度

そもそも論を、これは麻生大臣からも以前御指摘があった、牛尾議員からも御指

摘があったことなので、それを一度やらせていただくのかなと思っているんです

が、いかがでしょうか。 

（中川議員） 人づくりというのと教育というのは果たして同じなのか、そもそも論

を一度議論する必要があるのかなといつも思っているんですけれども。 

（麻生議員） 私の方は義務教育の補助金を削るという金の面から入ってくる話で。

三位一体の議論になると、どうしても、補助金の観点から教育を議論することは

どうなのか、という話を必ず言われますので、そもそも論を議論したいと思って

おります。 

もう一つ、大臣のところでいろいろやっていただくので、報告だけ総理の方に

申し上げておきますが、知事会との会合はやりました。それは実にいろいろ御意

見も出まして、私自身出ていろいろ御質問等々にはすべてお答えしたと思ってお

りますが、知事会と市長会とはなかなか難しい問題がございますから、知事会の
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権限がどれだけ市長会に渡せられるかという問題は、次の問題として裏でうごめ

いている問題でもありますので、これは知事会、市長会、町村会などの６団体を

うまくきっちりまとめ上げてやらないと財務省から足元見られて揺さぶられるだ

けだぞと、しっかりまとめて持ってこいと。これだけやってもらって、これでい

いのか、話にならんだろうかと言ったら、知事会に向かって恐喝をされるんです

かと、わかりやすく言えば恐喝だよと、そう言ったもんですから、翌日、新聞に

出るかなと思ったら出ませんでしたですね。知事会はかなり気合が入って、終わ

った後、あれだけ言われてやれなかったらメンツにかかわるなとかという話にな

ったそうですから。 

（小泉議長） 批判ばっかりしないでちゃんと提案してくれるといい。 

（麻生議員） そうです。 

（牛尾議員） あれはたしか８月の 20 日までですよね。 

（麻生議員） はい。その日はちょうど新潟の台風の真っ昀中に新潟で開くことにな

ったもんですから、急きょ変更して東京でやることになったりしたもんですから。

（小泉議長） 知事会と市長会とばらばらじゃしょうがないんだよな。地方としてど

ういう意見かと。せっかく提案を聴くと言っているんだから、これを生かせばい

い。批判は簡単だけどな、まとめるのに大変苦労しているから。 

（牛尾議員） それはまとまるわけですか。 

（麻生議員） まとまると思います。 

（小泉議長） それはいい。 

（谷垣議員） 私も知事会長から、麻生議員から強く言われている、と聞いている。 

（竹中議員） それでは、ここまでのところで、総理よろしいですか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。しっかり対応していきたいと思います。 

○今後の経済動向と「17 年度予算の全体像」について

（竹中議員）それでは、今後の経済動向と「17 年度予算の全体像」について御審議を

いただきます。諮問会議としましては、経済と財政を一体とした議論を行うこと

が重要であるという立場でずっと議論してきました。今後のマクロ経済動向につ

いてお示しした上で、「予算の全体像」の議論を行うということをしたいと思いま

す。 

先般、16 日に今年度の経済財政白書を発表しております。この白書は諮問会議

での議論に分析的基礎を与えるということを目的としております。簡単にその状

況を大田統括官から、また 16 年度の経済動向試算について、浜野統括官から説明

をさせます。 

（大田内閣府政策統括官） 	お手元の横長の資料で御報告させていただきます。１ペ

ージをお開きください。 

左側のグラフにありますように、今回の景気回復では、政府支出に依存せず民

需主導の成長が続いております。右側にございますように、企業の負債は大幅に
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減少し、雇用の過剰感は昀近低下しておりまして、景気回復の背景に企業のリス

トラがしっかりと進んでいることがわかります。 

１枚おめくりください。雇用や賃金への回復の動きが徐々に広がり始めました。

左側のグラフは横軸が労働生産性の上昇率、縦軸が賃金の上昇率を見たものです。

下のグラフ、2002 年は両方とも下にある、この左下に多くの業種がありましたが、

2003 年はこれが右上にシフトしまして、生産性の回復とともに実質賃金も上昇し

ていることを示しております。右側は、景気の谷からの雇用の増減を累積したも

のです。サービス業で雇用が増加しております。それから、下の赤い太い線が産

業全体の合計ですけれども、今年に入って雇用が増加に転じております。 

１枚おめくりください。現在、消費を牽引する昀大の力はデジタル家電です。

今回アンケート調査を実施しまして、左側には薄型テレビの購入状況を御紹介し

ておりますが、60歳以上で積極的に購入が進んでいることがあらわれております。

それから右側は、この折れ線グラフですが、購入者に対して、ほかの消費を節約

したかどうか尋ねたものですが、５割から６割の人が「ほかの消費は節約しない」

と答えておりまして、他の消費に余り影響を与えていないことを示しております。

１枚おめくりください。今後の展望としまして、雇用の改善によって消費は持

ち直しが継続する。企業のリストラが進展しておりますので、ショックに対する

抵抗力が強まりつつある。したがって、民需中心の回復を続ける基盤が整いつつ

あると分析しております。今後のリスクとしましては、アメリカ・中国経済が減

速する場合には回復のペースが緩やかになります。それから、大きいリスクでは

ありませんけれども、政策面での効果としては、年金保険料の引き上げ等の影響

も留意していきたいと思っております。 

１枚おめくりください。現在残された課題として、地域経済のばらつきがござ

います。左側は失業率の地域間のばらつき度合いを見たものですが、足元少し右

肩が上がっておりまして、格差が広がっていることがわかります。これの一つの

背景は、労働移動が低下している。つまり職を求めてほかの地域の移るというの

が低下しております。この右側のグラフは人口の転入転出と失業率との関係を見

たものです。90年は失業率の高い地域で転出が多いという相関が見られましたが、

下のグラフ、2000 年になりますと、地域間での労働移動が大幅に縮小するととも

に、失業率との相関も見られなくなっております。 

先ほどの中川大臣から御提言いただきましたように、地域間の格差、業種間の

格差はさらに注意して分析していきたいと思います。今回の白書では、この地域

間の格差を縮小させるのに、全国一律ではなくて地域固有の取組みが必要である

こと。雇用についても地域での取組みが必要であると分析しております。 

（小泉議長） 労働移動と失業率の相関が見られないということはどういうことなん

ですか。地域でやっているということですか。 

（大田内閣府政策統括官） この一つの背景は、子どもの数が減っ て、親が子ども

を手放したがらない。それから、子どもも親の経済力に依存するというような傾

向が強まっているというような要因があります。したがって、この地域の中で職
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を求めて、よその地域の移るのが減っておりますので、それによる格差の縮小が

だんだん減ってきているということを示しております。 

（中川議員） あと、若年の失業率というか、雇用状況が影響しているんじゃないで

すか。 

（大田内閣府政策統括官） はい、かなり影響しております。若年 の失業率が地域

間の失業率の格差を生んでおり、その背景に先ほど申し上げた子どもの数が減っ

ていて、なかなか手放したがらないというようなこともあるようです。 

（牛尾議員） ということは、このまま流動性が鈍っているということか？ 

（大田内閣府政策統括官） はい、そうです。 

（竹中議員） 地域間流動性が鈍っているということである。 

（大田内閣府政策統括官） したがって、地域ごとの雇用対策、あるいは経済活性化

策が必要であるということが言えます。 

（吉川議員） 昔は 15 歳で集団就職の汽車に乗って行ったわけですけれども、みんな

長男、長女で親の近くにいたいという傾向が強くなった。 

（牛尾議員） ＩＴで大都市に動いたんですが、それがとまっちゃったんですね。 

（大田内閣府政策統括官） そうですね。 

（竹中議員） 南イタリアみたいになっているんですよね。 

（小泉議長） そんな悪いことじゃないじゃないの。どんどん都心に来て困るから。 

（麻生議員） 悪いばっかりじゃないですね。 

（中川議員） 違うんですよ、総理。仕事をしてなくてもいいとい う状況が続いち

ゃっているんですよ。 

（小泉議長） しなくてもいいと。しなくてもやっていけるんだ。 

（中川議員） 親が面倒を見るとか、自分の好きな仕事がないとか。 

（大田内閣府政策統括官） ただ、それも一因ではありますけれども、やはり、地域

ごとの政策が必要になってくるということもあらわしているんだと思います。 

（麻生議員） 在宅で勤務できますし、いろいろなものがあると思いますね。 

（牛尾議員） ちょっとここのところを丁寧に調べる必要があるね。ちょっと前と違

う傾向になってきたわけだね。 

（竹中議員） 「ニート」と言われる現象が出ているわけですね。社会現象の中で。 

（牛尾議員） 親の大分過保護からきているんだよね、ニートはね。もうちょっと調

べる必要はあるね。 

（大田内閣府政策統括官） はい、わかりました。 

１枚おめくりください。地域それぞれの活性化策としまして、一つの鍵は観光

です。左のグラフにありますように、韓国・中国からの旅行客が増えております。

もう一つの鍵は農業などの基幹産業を強化するということなんですが、右側のグ

ラフは日本の農地の生産性が低下していることを示しております。このグラスは

縦軸が耕作地が増えたかどうか、横軸がその農地の生産性、つまり１ヘクタール

当たりの農業生産高が増えたか減ったかを示しております。日本は耕作地が減る

と同時に農地の生産性が停滞していると、つまり土地の有効活用がなされていな
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いということを示しております。 

１枚おめくりください。残されたもう一つの課題として、グローバル化のメリ

ットをもう少し享受できるような経済構造にする必要があるということがありま

す。左は関税の撤廃が日本経済にどういう影響を与えるかを分析したものです。

一番左端が全世界での自由化、つまりＷＴＯベースの自由化がなされた場合、昀

も効果が大きいと。真ん中は東アジア諸国とＦＴＡを結んだ場合の効果、右端は

日本が入らずに東アジア、ＡＳＥＡＮでＦＴＡが結ばれた場合で、この場合、日

本にはマイナスの効果があります。それから右側のグラフは、御存じのように日

本の対内直接投資が極めて低いということを示しております。 

昀後のページにお進みください。左側はこの対内直接投資とそれにかかわる規

制との関係を見たものです。縦軸が対内直接投資の残高、横軸が規制の大きさで

す。規制が強い国では、対内直接投資の残高も少ないということが示されており

ます。こういう改革が必要です。 

以上、現在の景気回復をさらに持続的な経済成長をつなげるためには、地域そ

れからグローバル化の効果という、この２つ潜在力を引き出す必要があります。

この観点から経済構造改革を行うことで、日本経済は一段の成長の可能性が開け

るというのが今回の白書のメッセージです。 

以上です。 

（竹中議員） 御質問等後でまた振り返っていただきまして、今のような現状分析を

踏まえて、当面の経済がどうなっていくかという内閣府の試算でございます。 

（浜野内閣府政策統括官） それでは、「平成 16 年度経済動向試算（内閣府試算）に

ついて」という１枚紙を御覧ください。内閣府におきまして、昀新の経済指標等

を踏まえまして、16 年度経済動向についての試算を行っております。 

全体の所見といたしましては、そこにございますように、世界経済の回復が続

く中で、生産や設備投資の増加が続き、こうした企業部門の改善が雇用・所得環

境の持ち直しを通じ、家計部門にもさらに広がっていくということが期待される

ということで、民間需要中心の回復過程をたどるものというふうに見込んでおり

ます。 

具体的な計数といたしましては、実質ＧＤＰ成長率につきましては、16 年度当

初見通しは 1.8 ％と見込んでおりましたが、今回の試算では 3.5 ％なっておりま

す。 

内容といたしましては、民間昀終消費支出につきまして、雇用所得が改善して

いく、それから消費者マインドも改善していくということで、2.6 ％程度の増と

見込んでおります。設備投資につきましては、当初 7.2 ％増というふうに見込ん

でおりましたが、輸出あるいは生産の増加によります企業収益の改善を受けまし

て、9.9 ％増と見込んでおります。それから、外需につきましては、米国・中国

等の世界経済の回復を反映した輸出の増によりまして、0.5 ％の寄与度というふ

うに見込んでおります。 

名目ＧＤＰ成長率につきましては、当初 0.5 ％と見込んでおりましたが、1.8 ％
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と考えております。物価につきましては、主な国内企業物価が▲0.4 ％から▲

0.6 ％となっております。 

消費者物価につきましては、当初見通しで考えていたのとはほぼ同じ推移をた

どっているというふうに考えておりますが、今回見通しの原油の想定が当初見通

しのときと比べてかなり上がっている、ということを受けまして、若干の見直し

を行っているとところでございます。 

続きまして、17 年度予算の全体像につきまして、民間有識者議員からペーパー

がございますが、その一番後ろに、参考といたしまして昀後に「平成 17 年度マク

ロ経済の想定」というものがございます。これも併せて御説明させていただきま

す。 

これはこの諮問会議におきます予算の全体像の議論に資するために、一定の仮

定をおきまして、現時点で想定できます 17 年度のマクロ経済の一つの姿を描いた

ものでございます。これによりますと、民間需要を中心とした緩やかな拡大期間

が続くという姿になっております。もちろん、これはいろいろな想定を置いてお

りますので、現実の推移が前提・仮定と異なる場合には、経済の姿は異なってく

るということは当然でございます。 

実質国内総生産は 17 年度２％強というふうに想定しております。内訳といたし

ましては、民間昀終消費支出が雇用所得の改善で１％台半ば程度の増となる。民

間企業設備につきましては、企業の生産活動に係る在庫調整や設備投資にかかり

ます資本ストック調整が顕在化しないという前提のもとで、７％程度の増加と想

定をしております。外需につきましては、世界経済の回復が続くという前提のも

とで、寄与度として「微増」というふうに考えております。 

なお、政府支出につきましては、一定の想定を置かざるを得ませんので、内閣

府が本年１月に発表しております「改革と展望」の参考資料の考え方に基づきま

して、「微減」というふうに仮定をしております。 

17 年度マクロ経済の想定につきましての御説明をさせていただきました。以上

でございます。 

（竹中議員） それでは、今の紙でありますけれども、有識者議員から「17 年度予算

の全体像について」御説明をいただきたいと思います。 

（本間議員） それでは、私の方から有識者議員ペーパーについて 説明をさせてい

ただきます。 

  経済への影響分析並びに今年及び来年度の経済見通しの中で、予算が議論でき

るという非常に感慨深いものがございます。と申しますのは、マクロの経済運営

と財政の問題に関し、これまで日本の場合は必ずしも年内における経済運営の整

合性というもの、あるいは複数年度における経済運営と財政との関係というもの

が、非常に曖昧な形で行われてきたというのが実態だろうと思いますが、やっと

アメリカ、イギリス等と比肩できるぐらいの年内における経済マクロ運営と財政

との関係の定型化、スタイルというものがある程度確立されつつあるのではない

かということです。その点で、私は今年の予算編成の議論というものは画期的で

15




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年第 15 回 議事録 

あるという具合に考えております。 

と申しますのは、予算は予算で、あるいは経済運営なら経済運営ということで

ばらばらで、必ずしも国民が政府の経済行動活動に関してのイメージというもの

がとりにくいような状況が続いておりましたので、これを契機にしながら、質の

高いマクロ経済運営と財政の改革を踏み込んで、今後やっていく基盤ができたん

だろうと考えております。 

そのことを前提におきまして、17 年度予算につきまして具体にお話をさせてい

ただきたいと思います。今、お話がございましたとおり、かなり強い経済基調の

中で、来年度の予算というのは、私は国民から構造改革の一つの大きな柱として、

財政構造改革を推進しろということがメインの一つだろうと思いますので、今年

はきちんと国債費や人件費の影響を含めて歳出というものを前年度以下に抑制し

ていく。さらには、国債・地方債の発行、借入等も極力抑制し、国・地方の基礎

的財政収支を着実に改善するという道筋をとるべきだろうと思います。 

とりわけ金利の動向が微妙な段階に入っておりまして、財政運営のガバナンス

というものをきちんとマーケットに知らしめるという意味においても、この点は

非常に重要だろうと考えますので、ぜひはっきりとした抑制方針というものを確

立していく必要があろうと思います。 

量的には以上でございますけれども、重点課題の傾斜配分、我々小泉内閣にな

りまして４回目の予算編成にこれから入ってまいるわけでありますけれども、こ

の質的な改善、これについて、やはりもう一段踏み込んだ形での精査というもの

が必要になってくるのではないかと考えます。これにつきましては、重点４分野

という形でこれまでやってきたわけでありますけれども、これについて、さらに

どのように予算のメリハリ付けをしていくかということをここで考えなければな

らない。これにつきましては、具体的に後でまたお話をさせていただきたいと思

います。 

それから、ポリティカルな予算の編成、経済と財政の両立、整合性ということ

を強調いたしますのは、私はやはり国民への説明責任、アカウンタビリティ、こ

れが非常に重要な要素だろうと思っておりまして、今回のこの年金改革において

も、この点が必ずしも十分ではなかったというのは、吉川議員の先ほどのペーパ

ーの中にも指摘したとおりでございまして、この点については、何が目標でどの

ような成果が上がったのかということを十分意識しながら、この概算要求等以降

の予算の編成に盛り込んでいく必要性があろうかという具合に思います。 

今、申し上げましたとおり、マクロ経済との整合性、17 年度予算の骨格であり

ますけれども、マクロ経済との整合性は経済の強い基調の中で、抑制的な形、効

率的な形で運営していくということを前提にしながら、中身といたしまして、民

間議員で幾つか提案をいたしております。 

２ページに移っていただきたいと思いますが、まず、予算要求。これまで要求

ベースでの数値目標というものを設定をしてまいりました。これは御承知のとお

り、各省庁から 20％前年度比増で予算を概算要求させ、それを裁量的経費と義務
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的経費にシーリングを置いて、そして要求ベースでの数値目標化で質的な担保と

いうものをとろうとしたわけでありますけれども、先ほど申し上げましたとおり、

仕上がりベースで質的な改善というものがなかなか実現しにくいということで、

仕上がりベースに関しても、ある程度数値目標的な考えというものを織り込んで

いく必要性があるのではないかというのが基本的な考え方であります。 

まず、②のところでございますけれども、重点分野のメリハリ、20％でやって

おりますけれども、これをさらに効果を上げるためには、各府省が自ら予算を削

減した部分については、それを重点分野の施策に上乗せして要求できるような仕

組みというものを考えてはどうかということであります。 

それから２番目、これも先ほど申し上げましたとおり、仕上がりベースでの効

果のための数値目標、これはやはり今までの４年間を見てみますと、どうも実質

的に重点分野への資源の投入というものが必ずしもメリハリを付いた形では上が

っておりませんで、例えば人づくりが大事だということを言いながら、予算では

マイナスになっているようなところもございます。その意味で、我々としてはで

きれば重点分野と非重点の分野、昀低±５％ぐらいの差があってもいいのではな

いかという気がいたしておりまして、ぜひこのようなところについての工夫と、

それから財務省がメリハリの付いた成果というものが今後達成できるような提案

及びその内容の精査というものをお願いいたしたいと思います。 

それから予算要求に際しましても、重点分野というのが各省庁のある意味では

裁量性に任せているというような部分がございまして、事業の性格的なものが必

ずしも明確ではないわけでございます。その点で重点分野の予算についてはすべ

て定量的な達成目標、その達成手段及び目標の達成度合いの事後的な評価方法と

いうものを明記して、きちんと事前及び事後で質的向上に結びつけていく、そう

いう工夫というのが求められると思います。 

さらには、これは各国で行われている部分がございますけれども、新規施策の

計上に当たっては、既存施策の廃止・縮減を行い、予算見合いの原則というもの

を徹底していくということも重要だろうと考えております。 

３番目でございます。これはモデル事業と政策群を導入いたしまして、各府省

に総合的な予算の編成、あるいは多年度予算についての工夫というものでこれを

提案したわけでありますが、まだまだこの部分のところが質的あるいは量的にも

拡充していく必要性があるのではないかと考えます。特に電子政府の関係につい

て、各府省でモデル的に広く導入するような予算措置というものが可能になるよ

うなことを考えていくべきだろうと思います。それから政策群につきましても、

例えば総合科学技術の予算等につきましてまだまだ問題がございます。こういう

ような点についても、政策群としての予算の重点化をお願いいたしたいと思いま

す。 

４番目でございます、一般会計の問題について、あるいは一般歳出の仕上がり

については、これは予算編成上かなり神経質に議論するというのがございますが、

特別会計につきましては、これは前財務大臣の塩川先生が離れで等々の発言がご
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ざいましたけれども、なかなかこの点については、専門家ですら情報というもの

がわからない、あるいはＢ／Ｓ等の予算会計の不十分さもございまして、これが

手つかずの状況になっております。したがって、我々としましては、各特別会計

についての改革の成果目標、中期的な抑制の目標及び取組工程というものを明確

にし、改革案をまとめていただき、今年度から予算に反映していくということが

重要だろうと思いますし、中長期的には予算制度の公会計制度、あるいは特別会

計の全体の予算改革も含めて徹底的に情報開示をしていくということが求められ

ると思います。 

５番目でございます。これは評価等の予算への反映でございます。入り口ベー

スでの外形的なシーリング等は我が国は得意でありますけれども、この評価を事

前にどうするかとか、あるいは事後的にそれをフィードバックさせるというよう

なことに対しては、必ずしも予算編成プロセスの中で十分な担保はとれていない

というのが実情でございまして、各国とも新しい行政手法というもので考えてま

いりますときに、この５の部分のところは極めて重要でありますので、ぜひ予算

編成の現代化、革新ということを念頭に置きながら、徹底的に評価というものを

予算に反映するということを努力してやっていただきたいと思います。 

（2)の歳出のフレームであります。これにつきましては、我々としては「実質

的」というような言葉が時々つく場合がございますけれども、我々として、実額

として目標は少なくとも 16 年度水準以下に抑制をするということを提案いたし

たいと思います。 

さらには、三位一体に関しましては、先ほど麻生大臣のお話の中にもございま

したとおり、マクロのプライマリーバランスと経済との関係等の中で、地方歳出

についても同時に協力をしていただくということが前提になってこようかと思い

ますので、地方財政計画の規模についても 14 年度以降の計画と同様の継続努力を

継続をし、それを前提にしながら地方の側も努力をしていただくということが、

前の情報提供としては必要になってこようかと思います。 

次ページをお開きいただきたいと思います。その中身でございます。その中身

につきまして三位一体改革、社会保障関係費、公共事業費、独立行政法人及び行

政改革という５つの項目を頭出ししております。 

三位一体の改革につきましては、先ほど述べましたとおり、全体像はこれから

地方の声も踏まえながら、きちんと仕上げていくということが必要になろうかと

思います。それから社会保障関係費につきましては、これはやはり経済の力との

関係というものを社会保障給付費の伸びというものを念頭に置かなければ、これ

は社会保障関係費が大きな政府を助長するということでございますので、これも

また社会保障関係費というものをシーリングというような形でなくても、ぜひ、

きちんと持続可能な範囲の中に納め込んでいくという努力をやっていく必要性が

あろうかと思います。 

それから、議論を諮問会議でなかなかしておりませんけれども、介護保険制度

が保険の対象者の拡大も含めて、今議論の俎上に乗っているという話を聞いてお
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ります。これも総合的な観点から、やはりきちんとした対応というものが求めら

れていくだろうと思います。さらに社会保険庁改革、これは業務の効率化、ＩＴ

化の問題ももちろん出てまいりますので、この辺のところについては予算に反映

するようお願いをいたしたいと思います。 

３番目は公共事業でございます。これはこれまでずっとやってきたわけであり

ますけれども、新年度予算の場合におきましても、前年度比－３％以下に抑制を

するということをお願いをいたしたいと思います。これは、地方等の関連の中で

景気上昇のこの実態を踏まえて、拡大要求というものが地方活性化等の関係の中

で出てくる危険性もあろうかと思います。しかし、スタンスとして、この数値目

標というものをやはり念頭に置く必要があろうと思います。 

それから民間主体の投資、これはＰＦＩ等なかなか我が国で普及のテンポが遅

いわけでありますけれども、国の予算を極力効率化し、有効に活用するためにも、

ぜひこの手法の拡大ということを考える必要性があろうかと思います。 

独立行政法人及び行政改革につきましては、これまた重要な要素でございます

ので、この点についても、この予算と幾分距離を置いているような感じがいたし

ますけれども、ぜひきちんとした連動というものをお願いしたいと思います。 

さらには、歳入面の改革、４番目でございます。この歳出改革路線というもの

を堅持していくということは、先ほど申し上げましたように、市場、特に国債市

場への影響というものが非常に大きくなるものがございます。その意味では、国

債・地方債の発行というものを抑制し、プライマリーバランスの改善への道筋を

本格化していくということだろうと思います。また、抜本的な税制改革スケジュ

ールに載っておりますけれども、これにつきましても、内容の精査も含めてさら

に充実をさせていく必要があろうかと思います。 

特別会計につきましては、これは先ほどの御議論の中に織り込んでおりますけ

れども、一般会計からの繰入や民間からの借入等を、前年度以下に抑制をすると

いうことであります。 

昀後に地方債・国債の関係でございますけれども、債務管理を推進するために、

これは理財局等で検討しておるわけでありますけれども、適切な体制づくりとい

うものを早期に実現をしていく必要性がありますし、地方債につきましては、こ

れは必ずしもはっきりとした情報提供がなされておりませんので、この点につい

ても、環境整備も含めて説明責任を果たしていく必要性があろうかと思います。 

論点は多岐にわたりましたけれども、以上で私の方からの説明は終わります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、谷垣大臣から資料が提出されて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

（谷垣議員） 横長のペーパーをお出ししておりますが、「基本方針 2004」では義務

的経費費を含めて歳出を厳しく見直して、重点課題に対してメリハリのある配分

を行うなど、持続可能な財政の構築と予算の質の向上を目指すと、こういうふう

にされております。そこで、１枚おめくりいただきましたところでございますが、

平成 17 年度予算編成に当たりましては、１の「歳出総額の抑制とメリハリ付け」
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のところに書いてございますが、昀終的な予算措置で上限額は厳しく設定する一

方、十分な要望枠を確保するということを行いたいと思います。 

それから、「各省の要求・要望の質の改善」というところで、要求時点から編成

過程を通じて公共投資関係費、それから裁量的経費については、既存施策の廃止・

縮減を促すとともに、義務的経費についても、聖域なく歳出を見直すため制度改

革を促す。そして、この制度の見直しを含めたスクラップ・アンド・ビルドを促

すということでやらせていただきたいと思っております。 

それから成果目標の明示、あるいは事後評価の徹底、こういうことを通じて国

民によりわかりやすい予算をつくる。それから省庁横断的な予算につきましては、

要求時点までに総合調整を行って、編成過程においても所管の枠を越えて施策を

集中したい、こういった基本的な考え方をもって臨みたいと考えております。 

それから「基本方針 2004」にございますように、引き続き歳出改革路線を堅持

するということにいたしまして、一般会計歳出、一般歳出ともに実質的に前年度

以下の水準に抑制することを目指して基礎的財政収支の改善を図ってまいりたい。

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、経済動向と予算の全体像につき

まして、どうぞ自由にご発言をいただきたいと思います。 

（福井議員） ただいま内閣府から経済の現状分析と、それから見通しについて御見

解を拝聴し、それから本間議員から来年度予算について御提言を拝聴して、私と

しては強く同感を覚えながら、一言だけ申し上げさせていただきたいと思います

が、景気回復が軌道に乗り始めてまいりまして、今後の経済運営の昀重点という

のは、民間活力をさらに強いものにして、潜在成長能力を引上げていくと、そし

てその潜在成長能力をフルに発揮させていく、ここに政策の重点が置かれるべき

ということは明確ではないかというふうに思います。 

私ども金融政策の立場からは、潜在成長能力を引上げ、それをフルに発揮させ

るために必要な金融環境を常時提供していかなければならないと、そういうふう

に強く意識しております。ただ、この場合に１つだけ前提条件があって、景気回

復が本格化し、潜在成長能力が上がり、よりダイナミックに景気展開がしていく

ということは、民間の資金需要がそれだけ強まっていくということですので、政

府の資金需要との間で競合関係はむしろ方向としては強まっていくということで

ございます。したがいまして、その競合をうまく調整して、その潜在成長能力が

一番発揮されやすい金融環境を提供していくという場合の大前提は、財政規律を

しっかりと堅持していく、これが不可欠。特に日本の場合には、これまでの経緯

の中で多額の国債発行残高が既に累積しているということでありますので、なお

さらその財政規律に対するマーケットの注目の仕方が強いという点を十分念頭に

置かなければいけないのではないかというふうに思います。 

そういう意味からは、ただいま本間議員から御提言がありましたように、来年

度予算以降、ますます歳出の重点化、合理化を図ってメリハリの効いた予算をつ

くる。そして国債発行額については、極力これを抑えていくということでプライ
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マリーバランスの改善、政府の既に明確に示されておられる方針が本当に実現し

ていくんだという感覚を国民の中にしっかり持っていただくということが非常に

重要だと考えます。 

過去数カ年の実際の財政運営でその下地が非常にしっかりできてきているとい

うふうに思っていますので、我々が計算しましても、プライマリーバランスの改

善は既に始まっているんじゃないかなと思っていますが、この路線をしっかり将

来に伸ばして地固めしながら、その上に経済運営をしていけばいいかと、こうい

うふうな感じで思っております。 

（竹中議員） それでは中川大臣、麻生大臣の順番でお願いします。 

（中川議員） この内閣府の資料で下の方に原油価格 35.7 ドル、これは多分、今日

42 ドルということでＷＴＩではないのだろう思いますけれども、やはり昀近どん

どん上がってきているということを配慮しなければいけないことではないかとい

うふうに思います。 

以上です。 

（竹中議員） 一応前提のお話だけ簡単に。 

（浜野内閣府政策統括官） 為替レート及び原油価格については、市場で決定される

ものであるということ、それから政府が特定の数字を想定することは、マーケッ

トに予断を与えかねないということでございますので、従前より作業開始までの

間の実勢相場を踏まえて機械的に計算をさせていただいております。具体的には、

原油価格につきましては、作業開始前の３か月間、為替につきましては、作業開

始前の１か月間の平均を用いております。 

（中川議員） ベースは何ですか、ドバイですか。 

（浜野内閣府政策統括官） はい。これはドバイスポット価格の平均値に運賃・保険

料を上乗せしたものでやっています。 

（中川議員） ＣＩＦでやっているわけですね。 

（浜野内閣府政策統括官） はい。 

（竹中議員） 留意事項として中川大臣のおっしゃるとおりだと思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣、谷垣大臣の順番で御発言をお願いいたします。 

（麻生議員） 「17 年度予算の全体像について」のところ、２ページ目の下のところ

に「地方財政計画の規模についても、14 年度以降の計画と同様の削減努力を継続

する」というところは書いてございますけれども、ぜひ御理解をいただいておき

たいと思いますが、平成 13 年度の決算と平成 16 年度の地方財政計画というのを

比較して見ますと、地方の歳出総額というのを見ていただくと 97 兆 4,000 億円

から 84 兆 6,000 億円まで▲13 兆円、13％マイナスになっております。それに対

して国の歳出額は 84 兆 8,000 億円から 82 兆 1,000 億円、２兆 7,000 億円減っ

ておりますということになりまして、こちらは 3.2％マイナス。何となく本間先

生の話を聞いていると、地方は何もしとらぬ、中央だけ一生懸命やっているとい

う感じになっていないか。 

この差は実態として、これは実質数字ですからひとつ頭に置いていただいて、
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少なくとも今、市長会やら何やらすさまじい勢いで夏休みはほとんどなしで、市

長、町長はもちろんのこと、すさまじい勢いで、三位一体についてやってきてい

ただいている。 

地方自治体は実に千差万別でございますので、一律には申し上げにくいところ

なんですが、私どもとしては、地方がきちんとやれば確実に安心して改革が進め

られるというように、いわゆる総額確保ということで、この間の骨太方針の昀後

のところにも、地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保する

とか、地方交付税の算定額を通じて適応に対処するということを書いていただい

ておりますので、ちょっとここのところだけは、地方を今まとめるには正直すさ

まじい腕力が要るところだと思いますので、総理になるべく御迷惑をかけない範

囲でこれだけ押し切りたいと思ってやっておりますので。 

もう一点、直接これに書いていないんですが、この間、私もちょっと発言しま

したので、また何となく忘れられそうなんですが、ＯＤＡ、これにつきましては、

諮問会議の記述どおりにしていただかぬといかぬところなんだと思うんですが、

平成 16 年度のときは、科学技術振興費に相当する額を除くというのが書いてある

だけなんですが、「科学技術振興費及びＯＤＡ」というように一言書いていただく

か何かしないと、これは 8,000 億円にまでなっておると思いますので、これがそ

の他と同じように２％減ということになると、160 億円減ということになってし

まう。総理が今年のサミット等々で日本のＯＤＡが底打ち感を出しておられると

きに、160 億円減でまた減らすのかという話は、ちょっといただけぬ話だと思い

ますので、この点は、書き方は官庁文学にお任せするといたしましても、少なく

とも、これが前回より、今年よりまた減るようなメッセージが伝わるのは、国際

的には甚だよろしくないと思っておりますので、御配慮のほどよろしくお願い申

し上げます。 

（竹中議員） 谷垣大臣どうぞ。 

（谷垣議員） 来年度予算は、集中調整期間後の構造改革の仕上げと、それから新た

な成長に向けた大事な予算だと思っておりまして、歳出を厳しく見直していく、

それから先ほどからの御議論の重点課題に向けてメリハリを付けていく。そして、

持続可能な体質をつくりながら予算の質の向上を図っていくという意味で、私は

大変大事な予算だと思います。「基本方針 2004」を踏まえて着実にやりたいと思

っておりますが、先ほど福井総裁のお話にもありました、これからの民間活力を

維持していく上で政府の資金需要との競合関係をどうするかというようなことも

全く私も問題意識を共通にしておりますので、そういう意味でも財政規律、公債

発行の抑制ということには意欲を燃やしてやっていきたいと、こう思っているわ

けです。 

今回の有識者議員の御提案も、そういう基本的な考えを踏まえてつくっていた

だいたものだと思いまして、基本的には共感するところが大部分なのでございま

すが、今回お示しいただいた平成 17 年度予算の全体像では、「基本方針 20004」

とは若干異なる、ややこれは高すぎるハードルかなと思うところとか、あるいは
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今後の予算編成過程を通じて政治的にも詰めなくてはならないところが残ってお

りまして、私とすると、今、全部の問題を指摘するわけにはまいりませんが、例

えば、歳出を名目で前年度水準以下に抑制する。実質的というのは外せという御

主張で、問題意識は先ほど申し上げたようによくわかります。しかし、現実的に

考えますと、ＮＴＴ－Ｂタイプの償還時補助金が増えている。これが国債費の増

と合わせて 0.8 兆ということになるんですが、あと、国債残高の増加に伴う定率

繰入の増とか、あるいは高齢者の増に伴う社会保障関係費の増、こういう真にや

むを得ない増というのがございます。年金についても、今年の法案で随分やって

いただいたわけですけれども、まだ、それでも出てくる、そういう増については、

先ほどの御提案を入れますと、その他の経費のより一層削減ということで賄って

いかなきゃならんということになりますが、先ほどのようなやむを得ない増を考

えますと、まだ、増えるのは確実にそこは予想されるわけですが、どこが増えて

くるというのは、まだ何ら確信が持てない中で、これをお受けしましたというの

は予算編成の任にある私の職責には反するのではないかと思っておりまして、今

の段階でそこをお約束してしまうのは、政府全体の信任にもかかわるのではない

かというふうに思っております。したがいまして、実質的に前年度水準以下を目

指すとの、去年あるいは一昨年同様の目標を目指して努力してまいりたいという

ふうに思っております。 

それから、昀低５％以上重点分野とそれ以外をつけろということで、今、麻生

大臣からお話のあったＯＤＡの方はそういうことなんですが、これは先ほど仕上

がり段階でもコントロールしたいということでございましたけれども、要するに

昀終着地点を今設定してしまいますと、査定をする前のいろいろな議論というの

も実は封じてしまうようなことになりかねませんで、むしろ重点化に逆行してい

くんじゃないかというふうに思うんです。 

それから防衛費とか、あるいは先ほどの麻生大臣の経済協力費、これは重点分

野以外の予算になっているわけですが、現時点で▲５％以上と言われても、麻生

大臣の顔を見ただけで、なかなかこれはお約束が今できる段階ではないのではな

いかと思います。 

いずれにせよ、具体的な予算編成をこれからやっていきます際には、当然、「基

本方針 2004」に沿ったものにしていくために、全力を挙げていくつもりでござい

ますので、ぜひ御協力をお願いしたいと思っております。 

それから、特会に対する一般会計からの繰り入れですが、国債費あるいは地方

交付税、年金国庫負担金といったいわば外生的に繰入額が決まってくるものもあ

ります。また、特会の借り入れにつきましても、いろんな性格がございますので、

今、一律に前年度以下という基準を設けられる性格のものではないということも

御理解をいただきたいと思います。 

それから、先ほどマクロ経済を見通した予算編成ということがありまして、足

下の経済情勢が想定を上回って推移しておりますので、そういう動向を踏まえる

べきことは十分理解しておりますけれども、具体的な数値に言及いたしますと、
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これは政府の見通しかというようなことになりまして、いろんな問題が派生して

くるということもあるのではないか。したがって、政府としての数字は政策と一

体で年末に閣議了解をしていただくことが、従来もそうでありましたし、基本で

はないかと考えております。したがいまして、こういう数字をお出しになるとき

の性質については、対外的な御説明を十分お願いしたいと思っておりますし、年

末の経済見通しにつきましては、手続を踏んで政府として意思統一をしていただ

きたいと、かように思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） ２点発言させていただきたい。まず第１点目は、来年度の予算編成の

基本的な考え方、これはマクロ経済の運営と財政再建、２つ両方を総合的に判断

しなければいけないと常に考えているわけですが、私は日本経済の現状と、それ

から来年度の見通しということからすれば、平成 17 年度の予算は、やはり財政再

建にはっきりと軸足を移すべきだと考えます。政府全体として、そうしたメッセ

ージを世の中に伝えるような予算編成を行うのが正しいと思います。この点は、

先ほど福井総裁もおっしゃったことだと思いますが、この点が一番大切な点では

ないかと思います。 

今、谷垣大臣は当然増に言及されて実際の予算編成というのはなかなか難しい

ということで、実質的に縮減ということを言われたんですが、昀終的には予算と

いうのは数字ですから、数字のことを実質的という、形容詞で語っていても限界

がある。繰り返しですが、昀後には予算というのは数字の問題ですので、この点

も踏まえて、財政再建の道筋をはっきりメッセージとして伝えるような予算編成

をするというのが現時点では大切ではないかと思います。これが１点目。 

それから２点目は、そうした中で大切なことは、メリハリを付けるということ

だ。これは何年もこの会議で我々申し上げてきたことですが、言うは易く行うは

難しということなのかもしれませんが、どうしてもシーリング的に一律カット的

なことが行われやすい。予算というのは、場合によっては倍増があってもいい。

しかし他方では、５割カットといったようなこともあるべきであり、それが本当

にメリハリを付けるということだと思う。財務省にはぜひその点をしっかりやっ

ていただきたいと思うわけです。 

その点で１つ具体的な提案として、要求要望段階から、予算要求をする各省に

自ら縮減をする、そのことに何かメリットを与えるような予算づくりを工夫でき

ないだろうか。主計局でも当然見られているとは思いますが、何でもそうですが、

現場が一番よく知っている。無駄についても各省が自ら一番よく知っているはず

だ。しかしながら、自分でそれを縮減するということにメリットがなければ、誰

もやらないわけですから、自ら進んで縮減すればメリットがあるというような、

そうした予算編成づくりを工夫していただけないか。そうしたことも通して、メ

リハリをきちんと付けるということをお願いしたいと思います。 

以上です。 
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（竹中議員） 奥田議員、麻生大臣の順番でお願いします。 

（奥田議員） 私からメリハリ付けの件について、ちょっと暴論かもしれませんけど、

日本のこれからの 21 世紀で国際的に活躍していく、あるいは国際的な位置付けを

上げていくという話になると、どうしても防衛関係費とか、ＯＤＡをこの表に、

谷垣大臣がお出しになった表の一番昀後に書いてありますけれども、ＯＤＡをど

んどん切っていくとか、防衛関係費をどんどん切っていくというのは、これはや

はり、もちろん理由があるから切ったんだという話かもしれませんけど、やっぱ

り政策としては、こういうものはある程度維持するか、あるいは増加させていか

なけりゃならない費用じゃないかということで、国策とか、あるいは、これから

の国家ビジョンとかそういうものを考えれば、お金の話だけが先行して国の政策

がおかしくなってしまうことになる可能性がないように、その点はぜひお願いし

たいと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣どうぞ。 

（麻生議員） 今、吉川先生の言われたこと、私も全くそう思うんですが、90 年代に

おける２度の景気回復局面で景気回復をつぶしたのは、社会保障負担を高めたり

消費税を上げるなど、アクセルを踏むべきところで、ブレーキを踏んでしまった

ためである。今回はやっと名目で 1.8 いくかいかないかという話になっておりま

すので、財政再建というのは、きっちりやりゃいかぬところなんですが、ただ、

この経済がやっと出てきた、しかもこれはかなり民間活力によってここまで出て

きたところが大きいところだと思っておりますので、これをまた、政府の方でブ

レーキを踏むような形にとられかねないような話だけはシグナルとしては間違っ

ていると思いますので、その誤解のないようによろしくお願い申し上げたいと存

じます。 

（竹中議員） 吉川委員どうぞ。 

（吉川議員） 財政をカットすると、当然マクロ経済にはマイナスの負荷が加わる。

それは大臣が今おっしゃるとおりです。財政支出を１兆円抑えると一体どれくら

いマクロ経済、すなわち、ＧＤＰに影響が出るか。内閣府の試算ですと、その乗

数は 1.2 ぐらいだ。乗数が正確に 1.2 かどうかわかりませんが、しかし１からそ

んなには離れてないだろうというのが多くの人のコンセンサスなわけです。とい

うことは、乗数 1.2 とすれば、１兆円カットで 1.2 兆円のマイナスが出る。これ

はＧＤＰに直しますと、大体 0.22 ％くらいなんですね。ＧＤＰは 500 兆円です

から。こうした影響が出るということは事実であります。そのことは、私自身も

十分認識しておりますが、しかしながら、財政再建は、マクロ経済運営と並んで

重要な政策の目標であるということも、大臣御承知のとおりであります。昀終的

には総合的な判断ということになるわけでしょうが、私は先ほども申し上げたと

おり、今年度、それから予算が関わる来年度についての現在における見通しから

すれば、軸足は財政再建の方に移すのが正しいと考えています。これは政府全体

の大きな判断だと思います。 

ちなみに、先ほどの内閣府の計算でも、政府支出については微減で、その上で
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来年度民需主導で２％強成長するとなっている。民間の見通しでも大体同じよう

な結果です。来年度若干の減速があっても、大臣が言及された過去２回のような

ことを現在見通ししているような民間の機関は少ないと考えています。 

（麻生議員） 今の私の話、少し混線というか、間違っておられると思うんですが、

私が申し上げているのは、アメリカが変なことにならないとか、中国も極端なこ

とにならない限りは、ある程度民間の活力で経済成長する方向になる。私はこの

３年間で各社の財務諸表のバランスシートがプラスに転じ、銀行から金を借りな

いで、キャッシュフローの範囲の中で経済力を付けて、自分で設備投資している

ということは、過去に例がありませんから、そういった意味ではえらいことで、

逆に言えば金貸しの方はたまらぬということに多分なっているはずですが、そう

いった形になっているところまで出てきた。これはすごいことだと思うんですが、

僕はこれを後押しするという雰囲気にしておいていただくのが大事だと申し上げ

ているので、ブレーキを踏んだというような意味で、歳出を切ったからイコール

ブレーキを踏んだことになりませんので、出すべきところに出しておきさえすれ

ば、そっちの方が進めている方向になると思いますので、一般の受け取るイメー

ジというものが、もう景気がよくなったからブレーキを踏んだ、というイメージ

にはならないようにしていただきたいと申し上げておるだけです。 

（竹中議員） ちょっと整理をさせていただきますと、今日の議論がマーケットに誤

解を与えるといけないと思いますので、私なりの解釈を申し上げさせていただき

ますけれども、いわゆるブレーキ・アクセル論というのは昔からあるわけですけ

れども、むしろ恣意的に、裁量的にブレーキ・アクセルを乱用しないことが重要

なんだというのが小泉内閣の姿勢であると思います。したがって、財政について

は 10 年程度をめどにプライマリーバランスを改善させる。そのために当面歳出を

ＧＤＰのサイズで測って大きくしないという、その路線は決して変えるわけでは

ありません。問題は、こうした経済が比較的よい時期に財政規律への我々の姿勢

をいっそ明確に示す、そういうことが重要だと。皆さんおっしゃっているのは、

そのような範囲の議論であるというふうに解釈をさせていただきたいと思います。

（吉川議員） 大臣のおっしゃるとおりだ。ちなみにアクセルとしては規制改革とか、

そうしたものも大いに進めることが必要だと考えています。 

（竹中議員） 昀後には制度の問題だと。 

（牛尾議員） 小泉政権になってから、民間主導型で民のものは民へ、その手段とし

てアウトソーシング、民営化も進めていく。それに対して今回の参議院選挙では、

賛成だけれども、やや遅過ぎるんじゃないかと言われているぐらいの時代の底流

があるので、少なくともそれを巡航スピードに戻すという点では「前よりも財政

再建に軸足を移す」という表現が結果として正しいんだと思うんですね。ただ、

その表現を乱用すると、急にブレーキを踏んだという、そこは注意深くする必要

はあるけれども、客観的に見て、当初考えているよりかはスピードが遅くなって

いる。それでもこうやって民間主導型の形に行っているわけですから、やはり 17

年度、18 年度の重点施行時期は、やや巡航スピードを上げる必要がある。 
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それと並行的に、今出ましたように、やっぱり規制撤廃とか、そういうところ

をもっと明確に打ち出す必要があるということは事実ですね。これも非常に遅れ

気味になっているわけですね。すべてが方向は正しいけれども、やや遅れ気味だ

という懸念に対して、今、福井総裁がおっしゃったように、民間の潜在力がもっ

ともっと発揮できるような環境づくりこそ政治の大命であると。そのときに、谷

垣財務大臣に申し訳ないんだけど、毎年毎年実質的論争というのはあるんですか

ら、「実質的に」というのを、これとこれを除いてというふうにおっしゃった方が

まだわかりやすいと思うんです。もしそういうことに固執されるなら。大体当然

増のものでも吸収して、健全財政にするのが財政作成でありまして、これは無理

だ、これは無理だというと、みんなそれぞれ、これは当然増だと言われてしまう

と、実質的にはものすごく増えてくるわけで、それを昀小限に切り詰めるという

ことは、どういう表現がいいのか、「実質的」は適切じゃないと思いますね。もし

使われるなら新たな表現を提案されるべきだと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） まさに経済運営と財政の中長期的な管理をどういう具合に進めていく

のかということで今御議論があったと思いますが、私はやはり、国民に向かって、

あるいは対外的にも経済財政運営に関して、１つの編成プロセスにきちんとした

イノベーションをしたんだと、これからは周到に経済の動きと財政というものを

見ながらやっていくんだ、このことをぜひ強調していただきながら、それが市場

に対して安心感を与えオーバーキルもしない。それから、中長期的な非整合的な

形にはやらないんだということをぜひ繰り返し繰り返し発信していくという点を、

福井総裁のお話の中にもあったと思いますので、ぜひ強調していただきたいと思

います。 

それからもう一つ、谷垣大臣、今、牛尾議員の方からもお話がございましたけ

れども、「実質的」という言葉が非常に曖昧で、この「実質的」を入れたというこ

とは、具体的には予算編成の場の中でやりやすくなるということは事実だろうと

思いますし、そのことがもたらすふんわかとした扱い様というものにおいて、特

に主計局の皆さんがこれを武器にされるということはわかるわけですけれども、

しかし、原理原則、考え方というものをはっきり打ち出した上で、それが達成で

きないときに、なぜそれが達成できなかったのかということを、実質の中身を入

れて説明をしていくということは非常に重要なポイントではないかという気がい

たします。これは牛尾議員がおっしゃった問題とほぼ同じ考え方で、説明責任を

十分果たしていく、そのことでぎりぎり精査をしていくときには、これは原理原

則としてこういう考え方なんだということで、そこの辺の仕分けの問題を御検討

願いたいと思うし、我々はボトムラインとして、この「実質的」な言葉の曖昧さ

を除去しながら、その効果を上げるような考え方をぜひ打ち出していきたいとい

う具合に考えます。 

それから２番目、特別会計は事情を言えば、おっしゃるとおり事業型系と管理

型系で随分違ってまいります。しかし、一律でこれは性格は違うから難しいよと
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いう言い方をされますと、これまた管理の手法として非常に甘くなりますので、

考え方としては、一般会計からの繰入というものは、前年度費をベースラインに

する。それ以上はしないと。しかし、それを上回るときには、その理由が何なん

だということをやはり考えて説明をしていくということが求められのではないか

という感じがいたします。 

したがいまして、その意味で、やはり我々として今民間議員のペーパー、なか

なか谷垣大臣のお立場からすると難しいというお思いがあるかと思いますけれど

も、ぜひこれから詰めていく際も我々の考え方を尊重していただければという具

合に思っております。 

（谷垣議員） 私もこれから予算編成に向かうに当たっては、狙う方向は民間議員の

ペーパーの考えておられることとそんなに違うことを考えているわけではありま

せん。ただ、「実質増」とか、あるいは「やむを得ない」というのが曖昧だとおっ

しゃられるのですが、これは今おっしゃったように、事後的に今年やむを得ない

ことは何だというのは、もう少し説明の仕方をきちんとするという必要があるい

はあるのかなと思うんですが、現実問題として、本間先生が多分御推測いただい

たことだと思いますが、大体これとこれはやむを得ないのだというようなことを

厳格に定義していきますと、予算編成の途中で何かそこが緩んでしまうとか、そ

ういう予算編成の技術、それがだんだん達成できそうだということになりますと

緩んでしまうとか、現場の技術的な要因もかなり私はあると思うんですね。です

から、事後的な説明をどうしていくかというあたりはもう少し工夫で、大体こう

いうようなことを毎年考えているんだなというのは、もう少し努力が必要かなと

思います。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 吉川先生と麻生大臣のお話なんですけれども、さっき申し上げたよう

に、業種、業態、地域でまだよくない、あるいは有効求人倍率、失業率がまだよ

くないところもありますし、それから、この前も総理が行かれましたけれども、

ああいう災害でまたダメージを被っているところもありますので、さっき麻生大

臣がおっしゃったように、この段階で「財政再建改革だ」というメッセージを与

えるというのは、なかなか過去２回の政策運営の経験を考えると私もちょっと、

もう少し様子を見た方がいいのかなというふうに私自身は思います。 

（竹中議員） 官房長官。 

（細田議員） 私は吉川議員の言われましたことと関係するんですが、役所というの

は、合理化して、人減らししたり、ポスト減らしすることを褒めないんですよね。

民間の会社だと、提案してここで５人も減らせた、幾らコストが下がった、よく

やったと、いい提案だったと言って評価する。言ってみれば、これは役所にはな

いわけですよね。膨大な事業予算なんかはまた別だとは思いますが、普通のルー

チンの仕事で、そういうことが全然評価されないんですよ。だから、どんどん合

理化して、要らないものは切っていくというインセンティブがないので、これは

多分事務次官会議かなんかでやるのが一番いいと思うんだけど、要するに人事評
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価のシステムで合理化していく、そして同じことをやるのでも、少ない人間で、

人がこれだけ要らなくなるというような作業をすれば当然評価されると、こうい

うことをもっと強く言わないとだめなんです。地方だって同じことなんです。こ

こが一番大事なんだけど、いつも予算は横ばいになって、いじらなければ、財務

省だって、そんな細かいことを言わないから、そのまま前年どおりだというのが

たくさんあるんですよね。だから、これはもうちょっと事務的に副長官あたりが

音頭をとって、これから役所はそういうふうにするんだと、もっとちゃんと言っ

た方がいいと思いますよ。随分効果があると思いますよ。本当に合理化しようと

思えばね。 

（奥田議員） 個人的な話で申し訳ないですけど、私、長寿科学財団の会長をやって

おるんですけど、財務諸表を見たら、決算で 3,000 万円お金を返すと書いてある

わけですね。初めて国にお金を余ったから返すというから、3,000 万円返すなん

て初めて見たけど、どこかで金を使ったらどうだと言ったら、やっぱり長寿科学

財団の会員というのは、非常に年をとった真面目な学者の先生とか、お医者さん

とかそういう方が多いんですけど、その人たちから言わせれば「3,000 万円は残

ったんだから、これは返す」と。初めてああいうものが出てきてびっくりしたん

ですけれども、ああいうケースというのは役所では全然ないんですか。 

（細田議員） 「全部使い切ろう」ということにもなるし、「存在するものは合理的で

ある」ということになりやすいんです。 

（奥田議員） だから、見せるところは全然ないのね。 

（竹中議員） 谷垣大臣のところでいろいろそういうこともお考えくださっていると

思うんですけれども。 

（谷垣議員） スクラップ・アンド・ビルドというのが今までありまして、これは引

き続きやらなきゃなりません。あとどういうことができるかですね。 

（竹中議員） 手短にすみません、本間先生お願いします。 

（本間議員） 重点分野の話なんですけれども、先ほど申しましたとおり、看板とし

て重点分野の予算を何か付けているみたいなイメージなんですけれども、内容を

調べてみますと、ちょっと申し上げましたが、人間力、ＩＴ関連とかは 16 年度予

算で▲１％なんですね。それで、全体で重点枠が 2.6 ％強伸びているというのは、

全部社会保障関係費の義務的な部分が伸びて、それがかさ上げしているみたいな

イメージになっているわけですね。これは何か羊頭狗肉みたいな話でございまし

て、やはり義務的な伸びの部分のところと、裁量的にこれから重点化をしていく

というような問題は、先ほどからＯＤＡの問題等も出ておりますけれども、例え

ば、イギリスでは、財政首脳会議ということで、分野のプライオリティ付けをも

っと明確に議論する。その上で切るところをきちんとコントロールし、各省庁に

下ろすというようなこともございますので、ぜひ看板と実態の乖離、これは財務

省が精査をしていただいて、今後の予算へ編成の中で生かしていくようなことを

お願いしたいというふうに思います。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 
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（谷垣議員） 今、本間先生のおっしゃった点は、メリハリ付け全体は、今日お示し

したペーパーでもある程度進んできているということをお示ししているわけです

けれども、結局、重点４分野が一般歳出の６割ぐらい占めているわけですね。そ

れで、後の４割のところが結局、先ほど申し上げた防衛関係費とか、人件費なの

で、重点４分野へのメリハリというだけで、本当にメリハリになっているのか。

もっと個別をよく見て精査していかないと、今、先生がおっしゃったような解は

出てこないにではないかというふうにも思うんですね。その辺はもう少しまた工

夫をしていかなくてはいけないと思います。 

（竹中議員） それではどうもありがとうございました。若干の整理をさせていただ

きます。 

まず、一番昀初にマクロ経済と財政の関係については、本間先生の方から質の

高いマクロ経済運営を行う基盤がようやくできたという御評価をいただいたと思

います。それを踏まえてしっかりと対応していくということがぜひ重要だと思い

ます。 

予算の全体増の中身につきましては、大きくは２点に尽きていたと思います。

財政規律の一層の確立の問題と、それとメリハリの問題であろうかと思います。

メリハリにつきましては、特に５点民間議員を中心にお話がございまして、今後

さらに詰める点としてあるのは５点あるかと思います。 

１つは、歳出の水準、前年度以下、実質的の中身というのをどのように明確化

できるのか、どのようにしていくのかということについては、引き続きぜひ知恵

を絞るところだと思います。メリハリについては、民間議員から「仕上がりの姿

の数値目標を出せないか」という御指摘がございましたが、それについても、現

実にはできることとできないことをはっきりとさせていくということ。 

それに加えてメリハリを付けたところについては、やはりよいことがあるとい

う、そのインセンティブ、誘引をどのようにつくっていくか。これは谷垣大臣の

方でもいろいろ御検討いただいていることをさらに詰めていただくということだ

と思います。 

３番目は、モデル事業と政策群の更なる拡充、これはぜひ実現に向けて努力を

したいとところだと思います。 

特別会計について、17 年度から骨太で書かれたこと、目標の設定等々も含めて

しっかりと成果が出るように努力をしていただくということだと思います。 

５番目は、事後的な評価を予算に反映させる。これについても、数年前から言

われているわけですけれども、何らかの形で今年姿が出るようにぜひ努力をして

いただきたいと思います。 

それと、ちょっと言葉で恐縮でございますけれども、財政の運営そのものの減

速は、我々は一貫して変えていないんだということを示す意味から、今日の議論

で一致しているのは、財政規律確立への姿勢を一層明確化していこう。財政再建

に軸足を移すというふうに言うと、ちょっと誤解を招くといけませんので、細か

くてすみませんが、表現は統一をさせていただく方がよろしいのかなというふう
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に思っております。 

いずれにしても、方向は同じでありますけれども、あとＯＤＡ等々について意

見が強く出されたということは特記すべきだと思います。方向は一致しているわ

けですけれども、昀終的にどのような形になるか、ぜひ各省で汗を流していただ

いて、それで次回の諮問会議において、この全体像をぜひとりまとめたいと思い

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

（小泉議長） これから夏休みですが、大変重要な時期で、まず郵政民営化の具体案、

これをとりまとめていく。それと 17 年度の予算編成、また三位一体改革の全体像

を決定していく、それから社会保障、これは年金一元化だけじゃありません。医

療保険、介護保険、生活保護を含め、全体像を見直していく。極めて重要な課題

が山積しておりますので、休みで英気を養いつつも、本格的な議論をしていく。

大変だと思いますが、今後よろしく勢力的な御議論をお願いしたいと思います。 

それと経済動向と 17 年度予算の全体像。今、全体のいい景気の状況を加速させ

ながら、財政規律を保っていくという、難しいんですが、プライマリーバランス、

財政の基礎的収支を改善させていく。そういう中で民間主導の持続的な経済成長

に結び付けていくということが大事だと思っております。次回の諮問会議で予算

の全体像のとりまとめをお願いしたいと思いますので、概算要求の策定を含めて、

今日の議論を踏まえて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。次回、またよろしくお願いします。 

（以 上） 
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