
 

平成 16 年第 15 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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) 
○ 郵政民営化への最近の取組み状況（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） 
 

（概要） 

○竹中議員から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○郵政民営化について 

（竹中議員）  本日は最初に「郵政民営化」について、渡辺室長から御報告をいただき、

次に年後半の経済財政諮問会議の進め方について議論する。それから、今後の経済

動向と「17 年度予算の全体像」について、審議をさせていただく。 

（渡辺内閣官房郵政民営化準備室長） 資料に沿って説明する。今回は第５回有識者会

議以降の報告である。 

   １ページはコンビニ業界の方からのヒアリングである。今後、窓口ネットワーク
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を生かして、24,700 の郵便局が新しい分野に出ていくときの１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。 

   コンビニ業界の売上は少しずつ伸びている。また、ワンストップサービスとして

色々とサービスを提供しており、その採算性は低いが、お客様が長時間コンビニに

いて、他の商品を買ってくれるというトータルのサービス・商売であることを強調

していた。郵政民営化に対しては、地域に根ざしたネットワークということで高く

評価していたが、提携する場合には、収益性、立地条件、地域性等をよく考えなけ

ればいけないとの意見であった。 

   ２ページ、７月５日には郵政公社の 16 年３月期の決算についてヒアリングを行

った。当期の利益は約２兆 3,000 億円だが、金銭信託による利益が１兆 2,000 億

円分あり、マーケットの環境に助けられた面もある。 

   事業ごとでは、郵便は利益を上げたが、内容は減収増益である。収入は 640 億円

減収したが、人件費や調達コストの削減によって 263 億円を生み出した。 

   なお、公社設立時に 5,782 億円あった債務超過は今期 5,500 億円に減少してい

るが、これを自力で 2007 年までに解消することは難しいとのことであった。 

   ３ページ、郵貯・簡保は、残高が減少している。郵貯では、前年 233 兆円、本年

227 兆円で、この傾向はまだまだ続く。資産運用、その他コンサルニーズへの対応、

保険内容の貯蓄性から保障性へのシフトなど、新しいビジネスに進出する必要があ

り、これまでのビジネスモデルを転換するための検討が行われている。 

   ③のところに、指定単について言及しているが、金銭信託を指定単の運用で増や

していくことは、今のところ難しいとのことであった。 

   「その他」欄であるが、地域別のコスト比較の必要性を十分に認識しているが、

データを掌握しておらず難しい、このあたりは課題だということである。 

   ４、５ページは金融・保険業界からのヒアリングであり、これまでとほぼ同じ主

張であった。改革後の郵貯は通常預金を受入れ決済機能を提供するような、俗に言

うナローバンクが望ましい、その代わりに様々なものをネットワークを通じて販売

するというフィービジネスを増加させるべき、ということであった。併せて、「官

業ゆえの特典」を廃止し、民間金融機関と同一の規制・監督の実施、三事業の分離、

地域分割といった議論があった。地域分割については、どの程度かという具体的な

数字の提示はなく、第２地銀、地銀の規模を考えてといった話であったが、その規

模では分割の際限がないといった議論もあった。 

   保険は、一番強硬な意見であった。今後の簡保事業のあり方については、本来的

には「縮小・廃止」、仮に事業を継続する場合も、競争条件の整備が必要といった

主張であった。既存のブランドイメージ、暗黙の政府保証、それらを含めて競争関

係を整備してくれということで、特に新旧契約を分離し別法人で管理するべきとの

強い主張があった。 

   ６ページは物流である。郵便が物流、とりわけ国際物流に進出する可能性は非常

に大きいが、その際の問題のあり方、提携について議論した。物流界は、国内市場

は過当競争となっており、信書便事業参入は考えていないとのことであった。 

   国際物流市場のメリットは大きいが、競争は非常に激化している。ここに「国際

インテグレーター」とあるが、デスク・ツー・デスクということで、例えばＵＳＰ

は輸送用のジェット機 300 機、契約の飛行機 300 機をもっている。600 機のジェ

ット機を使って世界中に物を配っているところと戦うのは大変なことという議論

もあったが、中国・東アジア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ことであった。 
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   ７ページ、今後の郵政民営化の予定である。７月 16 日に当諮問会議から提示さ

れた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の基本的概念の議

論を行った。この議論に基づき、７月末には何らかの数字を入れたものを作成し、

諮問会議に報告させていただきたい。 

   なお、現在、海外にチームを派遣し、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、ユニバーサルサービスにどう応えているのか、組織がどう変遷

してきたのか、などの調査をしており、調査結果も報告させていただく。 

   また、８月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してい

る。 

（竹中議員）  細部については、今後集中的に審議する機会をつくるつもりであるが、

今回の時点で何か。 

（麻生議員） いろいろと調べていただいて大変よいと思うが、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最大の興味である。民

営化後に補助金を交付しろ、といった考えは話にならない。 

（牛尾議員） 今日の新聞に、また違ったコンセプトの記事が出ていたが、あれは事実

無根と考えてよいのか。 

（麻生議員） 事実無根と理解している。 

（竹中議員）  私も事実無根だと思う。基本的に田中直毅氏をはじめ様々な案が出てく

るときに、攪乱的に書かれた記事だろう。記事のような事実はなく、情報攪乱に惑

わされないようにしっかりと議論することが大事である。 

（小泉議長） ここで議論するということである。 

（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 

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

紙を説明させていただく。 

まず、現状認識だが、我々は参議院選挙を通じて、基本的な民意は次のようなと

ころにあるのではないかと考えた。 

   １点目、国民はやはり構造改革を望んでいる。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ものと考えている。 

   ２点目は、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。 

   ３点目は、「骨太の方針」をはじめ、民間議員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が、「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、認識を共有していく必要があると我々は考え

ている。 

   そこで、経済財政諮問会議としては、年後半、次のような問題を活発に議論し、

それを速やかに実行に移していく必要があると考える。 

   第１は社会保障の一体的見直しである。現在、年金の一元化問題が議論されてい

るが、さらに大きく社会保障の一体的見直し、すなわち年金、医療保険、生活保護、

介護などを一体的に考えていく必要がある。もちろん国民的な議論も必要だが、や

はり諮問会議の場でしっかりと制度改革を議論していく必要がある。 

   年金制度については、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、我々からもなるべく早く選択肢を提示したいと考えている。 

   社会保険庁の改革については、これから１年かけてやる感覚では少し遅過ぎると
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認識している。具体的には、今後１カ月以内に改革の基本方針をとりまとめ、さら

に１カ月をかけて改革の具体案を策定し、９月を目途に制度改革案をまとめる必要

があると考えている。これは改革のプランであり、実行されるべきものとなるため、

その後のアクションプログラムとしての工程表も必要だろう。 

   第２は、郵政民営化など「官から民へ」の改革の徹底である。いわゆる市場化テ

スト等新たな手法を動員し、効率的で小さな政府への飛躍を果たすとともに、民間

の活力が最大限発揮されるような環境整備を進めることも重要だ。 

   第３に、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も

のである。 

第４は「国から地方へ」の、いわゆる三位一体の改革の加速についてである。地

方六団体の補助金改革案は総理の指示に基づき、現在検討が進められているが、こ

れを踏まえて三位一体の改革の全体像を決定する必要がある。 

   また、三位一体の改革を進める上では、地方交付税制度及び地財計画の改革が必

要で、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いる。 

   ちなみに、我々の基本的な考え方だが、平成１３年５月、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、

認識は変わっていない。地方交付税については、財源保障機能、ナショナルミニマ

ムを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て我々の考え

方は、三年前に開陳している。国と地方については地域再生との関連で、基幹産業

の再生策の具体化を急ぐことも重要だ。 

   第５は人間力の強化である。これは中長期的にも日本の経済社会にとって大きな

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は残されて

いる。政府としてさらに、きっちりと対応していく必要がある。 

   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

べきであろう。 

   その他の事項では、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点を挙げている。 

   はじめにも述べたが、我々は、構造改革の必要性については、国民的なコンセン

サスができつつあるという認識を持っている。ただし個々の問題について考え方や、

なぜ改革が必要であるかを丁寧に国民に説明する必要があるだろう。21 世紀ビジョ

ンを、有識者の力を得て、政府としての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。 

（小泉議長） 社会保険庁の村瀬長官お一人ではどうにもならない、と奥田議員が言わ

れたという話を聞いた。どんどん必要な人を民間から送っていただきたい。 

（奥田議員） 昨日昼に、厚生労働大臣から改革の要旨等を話していただいた。民間人

起用については、経済界全体として募集しなければならないので協力してほしいと

いうお話があった。有識者会議や、運営評議会や、顧問等の設置といった構想があ

ると聞いたが、経済界として人を出すことは良いが、そういう問題については、官

房長官と話を詰めてやっていきたいと思う。 

   ただ、ここ１カ月で最終的な改革案が出るようだが、内容を聞いていると、年金

の出口のシステムはできているから良いのだが、入口のデータのうち古いものが統

合されていないことが問題だ。データをインプットするのは非常に難しい。その点

については、もうちょっと時間をいただきたいということになると思う。 

（細田議員） 運営や考え方はなるべく早くまとめたい。民間人起用については、国家

公務員としての定員・定数の問題がある。また、組織の在り方の問題や予算の問題
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もある。最終的には予算で決めなければならないので、予算要求をどうするかとい

った議論を秋口にかけて詰めていかなければならない。その上でシステムの問題や

それに対する予算の要否などを総合的に検討しなければならないので、よろしくお

願いしたい。 

（奥田議員） スウェーデンなどに見られるように、年金は、積立額がいくらで給付額

がいくらだという個人に対する詳細な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ことなのだが、問題は、入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ようがないとか、そういう手間

暇のかかる作業が非常に多いと思うので、そこが一番問題になる。 

（小泉議長） 問題点も含めて、どしどしやっていただきたい。 

（麻生議員） 資料の「『国から地方へ』の加速」の３行目に「地方交付税及び地財計

画の改革に向け試案を提示する」とあり、大変結構なことだと思うが、御存じのよ

うに、これプラス国庫補助負担金、地方税という３つは、地方の基幹的財源であり、

相互に密接な関連があり、ぜひ、３つの基幹的財源の改革を一体として、三位一体

改革の全体像を出していただきたい。これだけという訳にいかないと思うので、そ

の点の御配慮をお願いしたい。 

（本間議員） 今、麻生議員が御指摘のとおり、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るので、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が設定されてしまうという嫌いがある。昨年度の予

算編成の中でも最終的に切り込み過ぎた等色々な御批判があったし、説明責任が十

分ではないという御指摘もあった。そういう意味で、交付税あるいは地財計画その

ものをきちんと議論をする必要があるのではないかと。その前提条件は、三位一体

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たと

おり、我々は３年前に基本的な財源調整と財源保障の問題について議論しているの

で、それを踏まえながら、今一度、少し論点を整理したいというのがここでの趣旨

である。 

（中川議員） 全体として景気がよくなっていることは私も実感しているが、例えばマ

クロ経済については、やはり配慮する必要があるのではないかと思う。 

   例えば、三菱自動車の問題であるとか、この様に非常に暑いと景気がよくなると

思われているが、パンやお米が売れず、素麺や蕎麦などにいってしまうそうである。

それから、31 度を超すとアイスクリームを食べないでカキ氷を食べる等、データ

的にはそういうことになっているらしい。非常に細かい話で、カキ氷業界がどうい

った状況か明確には分からないが、本当に大事な景気上昇の時期なので、ぜひ、地

域、業種など、きめ細かな配慮も必要ではないかと思う。 

（竹中議員） では、若干整理をさせていただく。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、重要な問題については、その都度御相談をさせ

ていただく。 

   今日の提言の中で、若干、お願いも含めて申し上げたいのだが、まず、年金制度

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の申し出があっ

た。私としては、８月末ぐらいに社会保険についての集中審議を行うことになると

思うので、できれば、その時に間に合う形でお願いできないかと思う。ぜひ、民間

議員で御検討をいただきたい。 

   社会保険庁改革については、官房長官をヘッドとする委員会で先に基本方針を決

めていただく。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

と思う。私もメンバーとして努力するが、官房長官の方でうまく仕切っていただく
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ということだと思う。 

   ３番目は、地方交付税等々の改革、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だが、これも８月 20 日に地方自治体からの案が出て

来て８月末から議論が始まると思うので、それに間に合うような形で試案を提示い

ただきたいと思う。人間力、雇用のミスマッチについては、引き続き、中川議員、

私も参加し、官房長官に取り仕切っていただく５大臣会合があるので、そこでしっ

かりと議論をしていく。 

   ５番目が教育だが、教育のそもそも論というのは以前から出ている。これは、河

村大臣からも私にお話があり、一度議論してほしいということなので、８月末の集

中審議の入口のところで、このそもそも論を議論した上で、その補助金等の議論に

入っていくという段取りを考えたいと思う。 

   ６番目が日本経済 21 世紀ビジョンであるが、これについては、先般、専門調査

会の設置を諮問会議でお決めいただいているので、次回、運用の立ち上げについて

案等を出して御相談させていただきたいと思う。 

   ７番目、最後に中川議員がおっしゃったきめ細かく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うが、しっかりと対応して

いくということだと思う。以上、お願いした点は、ぜひよろしくお願いする。 

（中川議員） 今の竹中議員のお話を伺っていて、「教育」と「人づくり」というのは

果たして同じなのかということを、どの場かわからないが、一度議論する必要があ

るのではないかと思う。経済産業省では、「新産業創造戦略」を進めているが、も

のづくりのための人づくり、創造性のある人づくりというものと、教育というもの

を一度検証する必要があるように思う。これは総理の御判断だが。 

（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、という流れ。同じよう

に経済からいくと、人材育成ということが出てくるわけだが、それだけではいけな

いだろうと。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、諮問会議においても、そういう話が出ていたと思う。どこまで

広げるかという問題はあるのかもしれないが、そういった問題意識のもとに、一度

そもそも論を、これは麻生議員、牛尾議員から以前御指摘があったことでもあり、

やらせていただこうと思っているのだが、いかがか。 

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

必要があるのか、といつも思っている。 

（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。三位

一体の議論となると、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るので、そもそも論の議論をしたいと思っている。 

   もう１つ、報告だけ総理に申し上げるが、知事会との会合を行った。実に色々な

意見も出て、私自身出席し、御質問等々には全てお答えしたと思っているが、知事

会と市長会とはなかなか難しい問題もあり、例えば知事会の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る。

今回の話を地方六団体で、うまくきっちりまとめ上げなければならない。しっかり

まとめて欲しいと自分から強く言ってある。知事会もかなり気合いが入っている。 

（小泉議長） 批判ばかりでなく、ちゃんと提案してくれるといい。知事会と市長会と

がバラバラではしようがない。地方としてどういう意見かと。せっかく提案を聴く

と言っているのだから、この機会を活かせばいい。批判は簡単だが、意見をまとめ

るのは大変。 
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（牛尾議員） それは、まとまるのか。 

（麻生議員） まとまると思う。 

（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） しっかりと対応していきたい。 

 

○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）   諮問会議としては、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た。今後のマクロ経済動向について示した上で、

「予算の全体像」の議論を行いたいと思う。 

   先般、７月 16 日に今年度の経済財政白書を発表している。この白書は諮問会議

での議論に分析的基礎を与えることを目的としており、簡単にその状況を大田政策

統括官から、また、16 年度の経済動向試算について、浜野政策統括官から説明を

させていただく。 

（大田政策統括官） 資料１ページの左側のグラフ、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いる。右側のグラフでは、企業の負債は大幅に減

少し、雇用の過剰感は最近低下しており、景気回復の背景に企業のリストラが進ん

でいることがわかる。 

   ２ページ。雇用や賃金への回復の動きが徐々に広がり始めた。左側の上下のグラ

フは、2003 年は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いる。

右側の、景気の谷からの雇用の増減を累積したグラフからは、サービス業で雇用が

増加しており、今年に入って雇用が増加に転じていることがわかる。 

   ３ページ。現在、消費を牽引する最大の力はデジタル家電である。今回アンケー

ト調査を実施した。左側の薄型テレビの購入状況では、60 歳以上で積極的に購入

が進んでいることを示している。右側は、購入者に対して、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、他の消費に余り影響を与えていないことを

示している。 

   ４ページ。今後の展望として、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、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いる。今後のリス

クとしては、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る。

それから、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にも留意して

いきたい。 

   ５ページ。現在残された課題として、地域経済のばらつきがある。左側のグラフ

は失業率の地域間のばらつき度合いを見たものだが、足元少し右肩が上がっており、

格差が広がっていることがわかる。これの１つの背景として、職を求めてほかの地

域の移るという労働移動が低下している。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だが、90 年は失業率の高い地域で転出が多いという相関

が見られたが、下のグラフ、2000 年になると、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いる。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う。今回の経済財政白書では、この地

域間の格差を縮小させるために、全国一律ではなく地域固有の取組みが必要である、

雇用についても地域での取組みが必要である、と分析している。 

（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か。 

（大田政策統括官） １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
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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る。したがって、地域の中で職を求めて、よその地域に移る

ことが減っているので、それによる格差の縮小がだんだん減ってきていることを示

している。 

（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のではないか。 

（大田政策統括官） かなり影響している。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ある。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る。 

（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だが、今ではみんな長

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で大都市に動いたが、それが止まってしまった。 

（竹中議員）  南イタリアのようになっている。 

（小泉議長） そんな悪いことばかりではないのではないか。都心への集中が抑えられ

ている面もある。 

（中川議員） しかし、仕事をしてなくてもいいという状況が続いている。 

（小泉議長） 仕事をしなくてもやっていけるということか。 

（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。 

（大田政策統括官） ただ、それも一因ではあるが、やはり、地域ごとの政策が必要に

なってくるということだと思う。 

（麻生議員） 在宅で勤務できるし、いろいろなものがあると思う。 

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

てきたようだ。 

（竹中議員）  「ニート」と言われる社会現象が出ている。 

（牛尾議員） 「ニート」は、親の過保護からきている。もうちょっと調べる必要があ

る。 

（大田政策統括官） ６ページ。地域それぞれの活性化策として、１つの鍵は観光であ

る。左のグラフにあるように、韓国・中国からの旅行客が増えている。もう１つの

鍵は農業などの基幹産業を強化するということだが、右側のグラフにあるように、

日本の農地の生産性が低下している。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、つまり土地の有効活用がなされていないということを示している。 

   ７ページ。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。左側のグラフ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

析したものである。一番左端が全世界でＷＴＯベースの自由化がなされた場合の効

果。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

果がある。それから右側のグラフは、日本の対内直接投資が極めて低いということ

を示している。 

   ８ページ。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

ある。規制が強い国では、対内直接投資の残高も少ないことが示されている。 

   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る。この観

点から経済構造改革を行うことで、日本経済の更なる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ある。 

（竹中議員）  引き続き、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
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くかという内閣府の試算である。 

（浜野政策統括官） それでは、「平成 16 年度経済動向試算（内閣府試算）について」

という資料。内閣府において、最新の経済指標等を踏まえて、16 年度経済動向に

ついての試算を行っている。 

   全体の所見としては、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、

民間需要中心の回復過程をたどるものと見込んでいる。具体的な計数としては、実

質ＧＤＰ成長率については、16 年度当初見通しは 1.8％ と見込んでいたが、今回

の試算では 3.5％ となっている。 

   内容としては、民間最終消費支出について、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 ％と見込んでいる。設備投資に

ついては、当初 7.2％増と見込んでいたが、輸出あるいは輸出生産等の増加による

企業収益の改善を受けて、9.9 ％増と見込んでいる。外需については、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、0.5 ％の寄与度と見込んでいる。 

   名目ＧＤＰ成長率については、当初 0.5％ と見込んでいたが、1.8％ と考えてい

る。物価については、国内企業物価が▲0.4％ から 0.6％ となっている。 

   消費者物価については、当初見通しで考えていたのとほぼ同じ推移を辿っている

と考えているが、原油価格が上がっていることを受けて、若干の見直しを行ってい

るところである。 

   続いて、「17 年度予算の全体像」に関する民間有識者議員のペーパーの一番後ろ

に、参考として添付してある「平成 17 年度マクロ経済の想定」という資料も併せ

て御説明させていただく。 

   これは、諮問会議における「予算の全体像」の議論に資するために、一定の仮定

をおいて、現時点で想定できる 17 年度のマクロ経済の１つの姿を描いたものであ

る。これによると、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

ている。もちろん、これはいろいろな想定を置いているので、これからの現実の推

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あ

る。 

   これによると、実質国内総生産は 17 年度２％強と想定している。内訳として、

民間最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

ついては、企業の生産活動にかかる在庫調整や設備投資にかかる資本ストック調整

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いる。外需につ

いては、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」と考え

ている。 

   なお、政府支出については、一定の想定を置かざるを得ないので、内閣府が本年

１月に発表している「改革と展望」の参考資料の考え方に基づいて、「微減」と仮

定をしている。 

（竹中議員）  それでは、有識者議員から「17 年度予算の全体像について」御説明を頂

く。 

（本間議員） 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

論できるということに対し、非常に感慨深いものがある。というのは、これまで日

本の場合はマクロ経済運営と財政問題に関し、必ずしも年内における経済運営の整

合性、あるいは複数年度における経済運営と財政との関係が、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うが、やっとアメリカ、イギリス等と比肩で

きるようなマクロ経済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ある。その点で、私は今年の予算編
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成の議論は画期的であると考えている。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やっていく基盤ができたと考えている。 

   今のお話の通り、かなり強い経済基調の中で、来年度の予算については、構造改

革の１つの大きな柱として、財政構造改革を推進するということだろうと思うので、

きちんと国債費や人件費の影響を含めて歳出を前年度以下に抑制をしていく。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である。 

   とりわけ金利の動向が微妙な段階に入っており、財政運営のガバナンスをきちん

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

えるので、ぜひはっきりとした抑制方針を確立していく必要があると思う。 

   小泉内閣になって、４回目の予算編成に入るけれども、この質的な改善、重点課

題の傾斜配分について、やはりもう一段踏み込んだ形での精査が必要になってくる

と考える。これについては、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。 

   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

強調するのは、私は国民への説明責任、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いるからである。今回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、吉川議員が先ほどの資料の中でも指摘した通りで

ある。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ると思う。 

   今申し上げたとおり、マクロ経済との整合性の下での、17 年度予算の骨格である

が、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、中身として、民間議員で幾つか提案をしている。 

   ２ページ、まず、予算要求。これまで要求ベースでの数値目標を設定してきた。

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、裁量

的経費と義務的経費にシーリングを置いて、要求ベースでの数値目標化で質的な担

保をとろうとしたわけであるが、仕上がりベースで質的な改善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る。 

   ②にある重点課題へのメリハリある予算配分については、重点分野のメリハリの

効果をさらに上げるためには、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を考えてはどうかという

ことである。 

   それから、仕上がりベースでの数値目標、これは今までの４年間を見てみると、

どうも実質的に重点分野への資源の投入が必ずしもメリハリを付けた形では上が

っていないので、できれば重点分野と非重点の分野、最低±５％ぐらいの差があっ

てもいいのではないかという気がしており、ぜひこのようなところについての工夫

と、メリハリの付いた成果が今後達成できるような提案及びその内容の精査を財務

省にはお願いいたしたい。 

   予算要求に際しても、重点分野を各省庁の裁量性に任せているような部分があり、

事業の性格的なものが必ずしも明確ではない。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ような工夫が求

められると思う。 

   さらに、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
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いの原則を徹底していくことも重要だろうと考えている。 

   ③について、モデル事業と政策群を導入してきたが、まだ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る。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が可能になることを考えていく

べきと思う。それから、政策群についても、例えば総合科学技術の予算等について

まだ問題がある。政策群としての予算の重点化をお願いしたい。 

   ④の一般会計の問題、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

上かなり神経質な議論になるが、特別会計については、専門家ですら情報がない、

あるいはＢ／Ｓ等の予算会計の不十分さもあり、手つかずの状況になっている。し

たがって、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ことが

重要だと思う。また、中長期的には、予算の公会計制度、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ことが求められると思う。 

   ⑤の評価等の予算への反映について、入口ベースでの外形的なシーリング等の評

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のが

実情である。各国においても新しい行政手法を考えていくときに、この⑤の部分は

極めて重要であるので、ぜひ予算編成の現代化、革新を念頭に置きながら、徹底的

に評価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。 

   (2)の歳出のフレームについて、「実質的」という言葉がつく場合があるけれども、

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、ということを提案し

たいと思う。 

   三位一体に関しては、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ことが前提になってこようかと思

うので、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努力を継続し、

それを前提にしながら地方の側も努力をしていただくことが必要になってこよう

かと思う。 

   次ページ、その中身について、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いる。 

「①三位一体の改革」は、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。 

「②社会保障関係費」は、経済の力と社会保障給付費の伸びの関係を念頭に置か

なければならない。社会保障関係費が大きな政府を助長するので、社会保障関係費

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

め込んでいく努力が必要であると思う。それから、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いる。これも総合的な

観点から、きちんとした対応が求められていくと思う。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くるので、この辺のところについ

ては予算に反映するようお願いしたいと思う。 

   「③公共事業」は、これまでずっとやってきたが、新年度予算の場合においても、

前年度比▲３％以下に抑制をすることをお願いしたいと思う。これは、地方等の関

連の中で、景気上昇の実態を踏まえて拡大要求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う。しかし、スタンスとして、この数値目標を念頭に置く

必要があると思う。 

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
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が、国の予算を極力効率化し、有効に活用するためにも、ぜひ手法の拡大を考える

必要性があると思う。 

   「④独立行政法人」及び「⑤行政改革」についても重要な要素であるので、この

点についても、きちんとした予算との連動というものをお願いしたい。 

   (4)歳入面の改革。歳出改革路線を堅持していくことは、市場、特に国債市場へ

の影響が非常に大きい。その意味では、国債・地方債の発行を抑制し、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と思う。また、抜本的な

税制改革スケジュールに載っているが、これについても、内容の精査も含めてさら

に充実をさせていく必要があると思う。 

   特別会計については、これは先ほどの議論の中に織り込んでいるが、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る。 

   最後に地方債・国債の関係で、債務管理を推進するために、これは理財局等で検

討しているわけであるが、適切な体制づくりを早期に実現をしていく必要性がある。

地方債については、必ずしもはっきりとした情報提供がされていないので、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ると思う。 

（竹中議員） 谷垣議員から資料が提出されているので、よろしくお願いしたい。 

（谷垣議員） 横長のペーパーをお出ししているが、「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されている。そこで、１枚

おめくりいただき、「平成 17 年度予算編成」の１の「歳出総額の抑制とメリハリ付

け」のところに書いてあるが、最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う。 

   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いる。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。

省庁横断的な予算については、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

たいと考えている。 

   それから、「基本方針 2004」にあるように、引き続き歳出改革路線を堅持すると

いうことにして、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。 

（竹中議員） それでは、経済動向と予算の全体像について、自由にご発言をいただき

たい。 

（福井議員） 内閣府の経済の現状分析・見通しについての御見解と、本間議員の来年度

予算についての御提言を拝聴して、強く同感した。一言だけ申し上げさせていただ

きたいと思う。景気回復が軌道に乗り始めるなか、今後の経済運営においては、民

間活力をさらに強め、潜在成長能力を引上げた上で、その潜在成長能力をフルに発

揮させることに政策の重点が置かれるべきということは明確であると思う。 

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強く意識している。ただ、

この場合に１つだけ前提条件がある。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が展開するということは、民間の資金需要が強まっていく
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ということであり、政府の資金需要との競合関係は強まる方向に向かうことになる。

そうした中で、その競合をうまく調整し、潜在成長能力を最大限発揮できるような

金融環境を提供する上での大前提は、財政規律をしっかりと堅持していくというこ

とである。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

累積しており、財政規律に対するマーケットの注目が一層強いという点も十分念頭

に置かなければいけないと思う。そういう意味からも、本間議員から御提言があっ

たように、来年度予算以降、ますます歳出の重点化や合理化を図ってメリハリの効

いた予算をつくり、また国債発行額については極力これを抑え、既に政府が明確な

方針として示しているプライマリーバランスの改善が本当に実現していくという感

覚を国民にしっかり持っていただくことが非常に重要だと考える。過去数カ年の財

政運営において、その下地が非常にしっかりできてきていると思っているので、こ

の路線をしっかり将来に伸ばして地固めしながら、経済運営をしていけばいいと思

っている。 

（中川議員） 経済見通しに関する内閣府の資料の下の方に原油価格 35.7 ドルとある

が、やはり最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

とではないかと思う。 

（浜野政策統括官） 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あるので、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いる。具体的には、原油価格については、作

業開始前の３カ月間、為替については、作業開始前の１カ月間の平均を用いている。 

（中川議員） ベースは何か、ドバイか。 

（浜野政策統括官） 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

たものでやっている。 

（中川議員） CIF でやっているわけか。 

（浜野政策統括官） その通り。 

（竹中議員） 留意事項として中川議員のおっしゃるとおりだと思っている。 

（麻生議員） 「17 年度予算の全体像について」の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」と書

いてあるが、ぜひ御理解をいただきたいと思うが、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ると、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 億円と▲13 兆円、13％マイナスになっ

ている。それに対して国の歳出額は 84 兆 8,000 億円から 82 兆 1,000 億円で、２

兆 7,000 億円減っており、こちらは 3.2％マイナス。何となく本間議員の話を聞い

ていると、地方は何もしとらぬ、中央だけ一生懸命やっておるという感じになって

いないか。これは実質数字だからひとつ頭に置いていただいて、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、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あるので、一律には申し上げ

にくいところだが、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最

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

いるので、総理になるべく御迷惑をかけない範囲で押し切りたいと思ってやってい

る。 

   もう１点、直接これに書いていないのだが、ＯＤＡ、これについては、諮問会議
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の記述どおりにしていただかないといけないところだと思う。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だが、「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。ＯＤＡは

8,000 億円にまでなっていると思うので、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が底打ち感を出すメッセージを出しておられるときに、また 160

億円減らすのか、という話は、ちょっといただけぬ話だと思う。書き方は官庁文学

にお任せするとしても、少なくとも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いる。御配慮のほどよろしくお願いした

い。 

（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、新たな成長に向

けた大事な予算だと思っており、歳出を厳しく見直していく、それから、先ほどか

ら議論があったように、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

な予算だと思う。「基本方針 2004」を踏まえて着実にやりたいと思っているが、先

ほど福井議員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については私も問題意識

を共通にしているので、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。 

   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、基本的には共感するところが大部分なのだが、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 2004」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いる。今、全部の問題を指摘す

るわけにはいかないが、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る。

しかし、現実的に考えると、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。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ある。年金についても、今年の法案で随分やっていただ

いたわけだが、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

入れると、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

うことになるが、先ほどのようなやむを得ない増を考えると、確実にそこは増える

と予想されるわけだが、それ以外にも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、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思っている。したがって、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思っ

ている。 

   それから、最低５％以上重点分野とそれ以外の差をつけろということで、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あったが、要するに最終

着地点を今設定してしまうと、査定をする前のいろいろな議論を封じてしまうこと

になりかねない。むしろ重点化に逆行していくと思う。防衛費や経済協力費、これ

は重点分野以外の予算になっているわけだが、現時点で▲５％以上と言われても、

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う。いずれにせよ、
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具体的な予算編成をこれからやっていく際には、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あるので、ぜひ御協力をお願い

したい。 

また、特会に対する一般会計からの繰り入れだが、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る。また、

特会の借り入れについても、いろんな性格があるので、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。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、足下の経済情勢が

想定を上回って推移しているので、そういう動向を踏まえるべきことは十分理解し

ているが、具体的な数値に言及すると、これは政府の見通しかというようなことに

なり、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。よって、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

あったし、基本ではないかと考えている。したがって、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いるし、年

末の経済見通しについては、手続を踏んで政府として意思統一をしていただきたい

と思っている。 

（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だが、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る。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う。先ほど福井議員も仰ったが、こ

の点が一番大切な点かと思う。 

   谷垣議員は当然増に言及され、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が、最終的には予算というのは数字だ

から、「実質的」といった形容詞で語っていても限界がある。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。

これは何年もこの会議で我々が申し上げてきたことで、言うは易く行うは難しとい

うことなのかもしれないが、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。 

   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が自

ら縮減をすることに対し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うが、現場が一番よく知っており、

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、誰もやらないわけだから、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

願いしたいと思う。 

（奥田議員） メリハリ付けの件について。ちょっと暴論かもしれないが、日本がこれ

から 21 世紀に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をどうするか、という話しに
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なってくる。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らない

ように、その点はぜひお願いしたいと思う。 

（麻生議員） 吉川議員の言われたことは正しいと思うが、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。財政再建は

しっかりやるべきだが、民間活力によって良くなった経済に対して、政府の方でブ

レーキを踏むと誤解されないようにすべきである。 

（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とい

うのは、おっしゃるとおりである。予算を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。内閣府の試算だと、乗数は 1.2 ぐらいだ。

ということは、１兆円カットで 1.2 兆円のマイナスが出る。これはＧＤＰに直す

と、大体 0.22 ％くらいである。そういう影響が出ることは事実である。そのこと

は、私自身十分認識している。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。最終的には総合的な判断ということになるだろうが、

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

正しいと考える。これは政府全体の大きな判断だと思う。 

   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

果だ。来年度若干の減速があっても、過去２回のようなことになると現在考えてい

るような民間の機関は少ないと考えている。 

（麻生議員） 今、私が申し上げているのは、アメリカや中国で極端なことがない限り、

ある程度民間の活力で経済成長する方向になるということ。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、

過去に例はなく、すごいことだと思う。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。一般の受け取るイメージが、もう景気が

良くなったからブレーキを踏んだ、というものにはならないようにしていただきた

いと申し上げているだけである。 

（竹中議員） 整理をさせていただく。いわゆるブレーキ・アクセル論というのは昔か

らあるわけだが、むしろ恣意的、裁量的にブレーキ・アクセルを乱用しないことが

重要だというのが小泉内閣の姿勢であると思う。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ない。問

題は、こうした経済が比較的良い時期に、財政規律に対する我々の姿勢を一層明確

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

の議論であると思う。 

（吉川議員） 竹中議員のおっしゃるとおり。ちなみにアクセルは規制改革等であり、

そうしたものも大いに進めることが必要だ。 

（竹中議員） 最後には制度の問題。 

（牛尾議員） 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。それについては賛成だが、やや遅過ぎるんじゃないかと言われて

いるので、少なくとも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と思う。ただ、その表現を乱用すると、

急にブレーキを踏んだととられてしまうことから、そこは注意深くする必要はある
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けれども、客観的に見て、当初考えているより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なっているわけであるから、やはり 17 年度、18

年度の重点強化期間において、巡航スピードを上げる必要がある。 

   それと並行的に、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。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、民間の潜在力がもっと発揮できるような環境づくりこそが政治の大命であ

る。そのときに、毎年「実質的」に抑制するというのは、これとこれを除いてとい

うように言った方がまだわかりやすい。もしそういうことに固執されるなら。当然

増のものでも吸収して、健全財政にするのが財政編成である。当然増も含む全体を

最小限に切り詰めるということは、どう表現すればいいのか。「実質的」は適切じ

ゃないと思う。もし使われるなら新たな表現を提案されるべきだと思う。 

（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、ということで御議論があったと思うが、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

のだと、これからは周到に経済の動きと財政を見ながらやっていくことを強調して

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せず、中長期的

な非整合的な形にはならないのだ、ということをぜひ繰り返し発信していくという

点を強調していただきたいと思う。 

   それからもう１つ、「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ことは事実だろ

うと思うし、そのことがもたらすふんわかとした扱い様において、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。しかし、原理原則、考え方をはっ

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ことは非常に重要なポイント

ではないかという気がする。これは牛尾議員が仰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だということで、その辺りの仕分けの問題を御検討

願いたいと思う。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打ち出していきたいと考える。 

   それから２番目、特別会計については、おっしゃるとおり事業型系と管理型系で

随分違ってくる。しかし、一律でこれは性格は違うから難しいよという言い方をさ

れると、これまた管理の手法として非常に甘くなるので、考え方としては、一般会

計からの繰入は、前年度費をベースラインにする。しかし、それを上回るときには、

その理由が何だということを考えて説明をしていくということが求められのでは

ないかと思う。 

   これから予算を詰めていく際に、是非我々の考え方を尊重していただければと思

っている。 

（谷垣議員） 私もこれから予算編成に向かうに当たっては、民間議員の考えておられ

ることとそんなに違うことを考えているわけではない。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が、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

あると思う。しかしながら、現実問題として、本間議員が多分御推測いただいたこ

とだと思うが、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

していくと、予算編成の途中で何かそこが緩む等の予算編成の技術、それがだんだ

ん達成できそうだということになると緩んでしまうとか、現場の技術的な要因もか
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なり私はあると思う。よって、事後的な説明をどうしていくかというあたりはもう

少し工夫して、大体こういうようなことを毎年考えているというのは、もう少し努

力が必要かなと思う。 

（中川議員） 吉川議員と麻生議員のお話に関連してだが、先ほど申し上げたように、

業種、業態、地域によってまだ良くないところがあり、また、有効求人倍率や失業

率がまだ良くないところもある。加えて、この前も総理が豪雨の被害を受けた地域

の視察に行かれたが、あのような災害でダメージを被っているところもあるので、

先ほど麻生議員が仰ったように、この段階で「財政再建を推進する」というメッセ

ージを与えるのは、過去２回の政策運営の経験から考えると、私自身としても、も

う少し様子を見た方が良いのではないか、と思う。 

（細田議員） 吉川議員が言われたことと関係するが、役所では、合理化して人を減ら

したり、ポストを減らしたりすることが評価されない。民間の会社では、提案によ

ってここで５人も減らせた、幾らコストが下がった、よくやった、いい提案だった

と言って評価する。言ってみれば、これが役所では無い。膨大な事業予算などはま

た別だとは思うが、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。

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。これは、事務次官会議などで検討することが一番いいと思うが、要するに、

人事評価システムを変えることで合理化できるのではないか。同じ事をやるのでも、

少ない人間で作業をすれば当然評価される。こういうことをもっと強く言わないと

ダメだ。地方も同じことだ。ここが最も大切なのだが、いつも予算は横這いでその

ままにしておけば、財務省もそこまで細かいことまでは言わないから、そのまま前

年通りになるというのがたくさんある。だから、本当に合理化をしようと思うのな

らば、事務方の方で、副長官などが先頭に立って「これから役所はそういうふうに

する」ともっときちんと指示すれば、随分効果があると思う。 

（奥田議員） 私は長寿科学財団の会長をやらせて頂いているが、その財団の決算で財

務諸表を見たところ「3,000 万円の余剰金を国に返還する」と書いてあった。「ど

こか別のところで有効に使ったらどうだ」と言ったが、高齢の真面目な学者の先生

や医師が多い長寿科学財団の会員たちは「3,000 万円は残ったのだから、返す」と。

初めてこのようなものが出てきて驚いたのだが、こういうケースは、役所では存在

しないのか（笑）。 

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

る」ということになり易い。 

（竹中議員） 財務省は、そういう事についてもいろいろご検討されているかと思うが。 

（谷垣議員） スクラップ・アンド・ビルドというルールがあり、これは継続していく

必要がある。加えてどういう事ができるかである。 

（本間議員） 予算編成時の看板として、重点分野に予算を付けているようなイメージ

があるが、内容を調べてみると、人間力関係やＩＴ関連などは、16 年度予算でマ

イナス１％になっている。それで、重点枠全体では 2.6％強伸びているというのは、

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というようなイ

メージを受けた。これは羊頭狗肉のような話である。義務的経費が伸びる部分と、

裁量的にこれから重点化をしていくという問題については、先ほどからＯＤＡの問

題等も出ているが、例えば、イギリスでは、財政首脳会議において、分野のプライ

オリティ付けをもっと明確に議論し、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、というような取組も行っている。ぜひ看板と実態の乖離につ

いて財務省に精査をして頂き、今後の予算編成の中で活かしていくようなことをお
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願いしたい。 

（谷垣議員） 本間議員のご指摘についてだが、メリハリ付けは、今日提出した資料で

も、ある程度進んできていることをお示ししている。しかし、結局、重点４分野が

一般歳出の６割ぐらい占めていて、残りの４割が先ほど申し上げた防衛関係費や人

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、について、もっと個別をよく見て精査していかないと、今、本間議員が仰った

ような解は出てこないのではないか、と思っている。その辺はもう少し工夫をして

いかなければならない、と考えている。 

（竹中議員） 若干の整理をさせて頂く。 

   まず、マクロ経済と財政の関係については、本間議員から、質の高いマクロ経済

運営を行う基盤がようやくできた、という評価を頂いた。それを踏まえ、しっかり

と対応していくことが重要だと思う。 

   予算の全体像の中身については、大きくは２点に尽きていたと思う。財政規律の

一層の確立の問題と、メリハリの問題。メリハリについては、民間議員を中心にご

指摘がなされたわけだが、今後さらに詰める点としては特に５点ある。 

   １つ目。歳出の水準、前年度以下、実質的の中身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、引き続き知恵を絞るところだと

思う。 

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

いう御指摘があったが、それについても、現実にできることとできないことをハッ

キリさせていく。それに加えて、メリハリを付けたところはよいことがあるという

インセンティブ、誘引をどのようにつくっていくか。これは財務省でいろいろ御検

討頂いていることをさらに詰めて頂くということだと思う。 

   ３つ目は、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。 

   特別会計については、骨太の方針に記載されているとおり、17 年度予算から、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して頂くということだと

思う。 

   ５つ目は、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

れているわけだが、何らかの形で今年姿が出るようにぜひ努力をして頂きたい。 

   加えて、表現の問題だが、我々は財政運営そのものの原則は一貫して変えていな

いということを示す意味から、財政規律確立への姿勢を一層明確化していこう、と

いうことについては今日の議論で一致した。ただ、財政再建に軸足を移す、という

ように言うと少し誤解を招く恐れがあるため、表現は統一をさせて頂きたい。なお、

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う。 

方向は一致しているが、最終的にどのような形になるか、各省に努力して頂き、

次回の諮問会議において、ぜひ 17 年度予算の全体像をとりまとめたいと思うので、

よろしくお願いしたい。 

（小泉議長） これから夏休みの時期となるが、大変重要な時期であり、まず郵政民営

化の具体案をとりまとめていく。加えて、17 年度の予算編成、三位一体改革の全

体像を決定していく。また、社会保障制度改革。これは年金一元化だけではなく、

医療保険、介護保険、生活保護も含め、全体像を見直していく。極めて重要な課題

が山積しているため、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

と思うが、今後も精力的な御議論をよろしくお願いする。 

   経済動向と 17 年度予算の全体像については、難しいことだが、今の全体の良い
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景気の状況を加速させながら、財政規律を保っていく、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いる。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。概算要求の策定を含めて、今日の議論を踏まえてよ

ろしくお願いする。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

 

（以 上） 


