
 

 
 

 

 

 

     

  

       

       

       

      

       

       

    

       

         

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 30 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 3  0 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 11 月 26 日(金) 19:00～19:17 

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）三位一体の改革について（報告） 

（２）平成 17 年度予算編成の基本方針（案）について 

3.閉会 

(説明資料) 

○平成 17 年度予算編成の基本方針（案） 

（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、まず、三位一体の改革の全体像につきまして御報告がございます。そ

れから、平成17年度予算編成の基本方針について御説明をさせていただきます。 

○三位一体の改革について（報告）
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平成 16 年第 30 回 議事録 

（竹中議員） それでは、官房長官から三位一体の改革の全体像について御報告をお

願い申し上げます。 

（細田議員） 三位一体の改革につきましては、長らく議論を重ねてまいりました。

経済財政諮問会議からもいろいろな御意見を承りながら、党との間、あるいは関

係省との間、地方団体との間で協議を重ねてまいりましたが、本日、政府・与党

協議会を開催いたしまして、全体像について政府・与党で合意したところであり

ます。また、その後も地方団体と話をしまして、理解を得たところであります。 

内容については、お手元にあるとおりでございますが、簡単に申しますと、国

庫補助負担金の改革については、平成17年度予算、平成18年度予算において、地

方へ向け国庫補助負担金について３兆円程度の廃止・縮減等の改革を行う。 

各分野については、資料にございますとおりでございます。 

それから、国庫補助負担金の廃止・縮減によって移譲された事務・事業につい

ては、地方団体の裁量を活かしながら、確実に執行されることを担保する仕組み

を検討する。税源移譲については、平成16年度に措置した額を含め、概ね３兆円

規模を目指す。 

地方交付税の改革については、平成17年度、18年度は「基本方針2004」を遵守

することとする。 

地方からの提言に係る国による関与、規制の見直しを図り、併せて地方公共団

体のニーズを踏まえ、地方向け国庫補助負担金の執行過程における適正化等につ

いて、措置を講ずることといたしておるわけでございます。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、御意見、御質問、何か特にござ

いますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、ありがとうございます。 

○平成17年度予算編成の基本方針（案）について

（竹中議員） 今、官房長官から説明がございました三位一体の改革の全体像を踏ま

えまして、それでは続きまして、17年度予算編成の基本方針の案を作成しており

ますので、事務方から説明をさせます。 

浜野統括官お願いします。 

（浜野内閣府政策統括官）  お手元の「平成17年度予算編成の基本方針（案）」という

資料をご覧ください。 

この基本方針につきましては、今月15日の当会議で御審議いただきました事項

案に基づきまして、案を作成して本日お示しいたしております。 

本日、お示ししておりますものは、昨年の基本方針に比べて文書の簡素化を図

っておりまして、簡潔にまとめております。以下、概要を御説明いたします。 

まず、「Ｉ 我が国の経済・財政と構造改革の推進」でございますけれども、こ

こでは平成16年度及び平成17年度の我が国経済の状況見込み及び我が国の深刻な

財政事情や、構造改革、地域再生につきまして記述をいたしております。 

次に２ページにかけまして、平成17年度予算の基本的考え方についてまとめて
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平成 16 年第 30 回 議事録 

ございます。 

まず「（改革断行予算の継続）」というところでは、平成17年度予算は、改革断

行予算を継続するということ。一般会計歳出及び一般歳出について、実質的に平

成16年度の水準以下に抑制するという従来の歳出改革路線を堅持・強化すること。

公共投資関係費について、前年度予算額から３％以上削減すること。すべての

事業者について成果目標を提示し、厳格な事後評価を行うこと。 

新規国債発行額について、平成16年度よりも減額することを視野に極力抑制す

ることなどについて、記述をしております。 

次に「（予算制度改革）」では、モデル事業・政策群の推進、特別会計の歳出改

革について記述をしております。 

３ページに移りまして「（行政改革）」では、平成16年末を目途に新たな行政改

革の方針を策定すること。国家公務員の定員について、平成17年度からの５年間

で10％以上の削減を目指すことなどについて記述をしております。 

最後に「（税制改革）」では、定率減税の見直しにつきまして、導入時からの経

緯や、今後の経済動向等についての認識を踏まえ検討を行うこととしております。

続いて「Ⅲ 歳出の見直しと構造改革の推進」でございます。まず、全般の「１」

から「４」までの項目は、活力ある社会・経済の実現に向けた重点４分野でござ

います。 

４ページをご覧いただきますと、最初に「１ 人間力の向上・発揮」では、教

育改革の推進、文化、芸術、スポーツを生かした豊かな国づくり、若者自立挑戦

プランの強化、新産業創造戦略の推進、科学技術創造立国の実現に向けた取り組

みの推進、ＩＴ利活用の推進など。 

「２ 個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方」では、全国都市再生の推進、

農林水産業の競争力の強化、建設業の新分野進出支援など地域の基幹産業の活性

化。５ページにまいりまして、中小企業の革新と再生の支援、住民の安全・安心

と治安の確保などを記述しております。 

「３ 公平で安心な高齢化社会・少子化対策」では、子育て支援体制の強化、

高齢者の社会参加の促進、食の安全・安心体制の確保などを記述しております。 

「４ 循環型社会の構築・地球環境問題への対応」では「ゴミゼロ社会」の構

築、京都議定書の目標に向けた取組の推進などにつきまして記述しておりまして、

これらについて、重点的かつ効率的に推進することとしております。 

続いて６ページ以下、「５」から「７」までは主要な歳出改革項目でございます。 

まず「５ 社会資本整備」では、雇用・民間需要の拡大に資する分野への重点

配分の反映として推進すべき分野と見直すべく分野を掲げ、重点分野に施策の集

中を図ること。公共事業について、引き続きコスト、構造改革に取り組むこと。

事業評価におけるマネジメント・サイクルを確立し、厳格な評価と予算への反映

を行うことなどについて記述をしております。 

次に「６ 社会保障制度」では、持続可能な制度を構築するため、社会保障制

度の一体的見直しを行うこと。７ページにまいりまして、社会保険庁改革を進め
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ること。介護につきましては、ホテルコストの見直し等を行い、給付の重点化・

効率化を図ること。生活保護については、加算等の扶助基準など、制度、運営の

両面にわたる見直しを行うことなどを記述しております。 

最後の「７ 地方財政」では、三位一体につきまして、先ほど官房長官から御

報告がございましたように、「基本方針2004」に基づいて、平成18年度までの三位

一体の改革の全体像に係る政府・与党協議会の合意を踏まえ、政府一丸となって

取組み、その成果を平成17年度予算に適切に反映するということで、国庫補助負

担金改革、税源移譲、地方交付税について記述をしているものでございます。 

以上、予算編成の基本方針の原案でございます。 

（竹中議員） ただ今の文章は、既に事務方を通じて調整をさせていただいたものと

承知をしておりますが、加えまして意見ございましたらどうぞ。 

麻生大臣。 

（麻生議員）  ４ページ目の「『ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ』の目標達成に向け」というと

ころがあるんですが、「ＩＴ利活用を推進する」と書いておりますが、総務省の出

す公文書はもう既に全部ＩＣＴと書いてあると思うんですが、これは「Ｃ」を入

れておいていただいた方が、世界中ＩＣＴという言葉を言っていると思いますの

で、「Ｃ」を足していただければと存じます。 

（竹中議員） これは事務的に調整してないんですか。 

（浜野内閣府政策統括官） 事務的には調整させていただいておりますが、いずれに

しても、更に調整をさせていただきます。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

ほかにもございましたらどうぞ。 

（小泉議長） ＩＴとＩＣＴはどう違うんですか。 

（麻生議員）  ＩＣＴは、「インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー」

と言うんです。コミュニケーションが入るんです。情報通信技術の「通信」が入

ったもので、通信が今、日本が一番伸びている技術で、これはもう産業革命で蒸

気機関車から自動車に変わったぐらいの騒ぎだと思います。 

（小泉議長） でも、みんな、ＩＴの中にそれが入っていると思っているんじゃない

ですか。 

（麻生議員） どうでしょうか。でも、今、世界中がＩＣＴと言いますから。 

（牛尾議員） 「Ｃ」が入るとネットワーク化するわけです。ＩＴだけだと１か所だ

けですから。 

（小泉議長） 「Ｃ」を入れればｉｔとは間違えないな。細かいことだけど、ここに

「ＩＴ利活用」と書いてあるけれども、活用も利活用も同じじゃないか。何で余

分な「利」なんか入れるんですか。官庁用語で、活用も利活用も同じだよ。活用

というのは利用することも入っているんだよ。 

（牛尾議員） そうですね。 

（竹中議員） 三位一体をとりまとめようとして、全員霞が関文学にどっぷりと浸か

ってしまって。 
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（小泉議長） どっちでもいいけれども。 

（牛尾議員） こういうのは日本語にはないですね。 

（小泉議長） ないね。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） 今回の予算編成の基本方針、改革断行予算を昨年に続き実現するとい

うことは基本でございますが、御承知のように三位一体の改革に関して、具体的

な方向性を示していることというのは、やはり非常に大きな特徴であろうかと思

います。 

また、国家公務員の定員の削減など、行政改革を更に積極的に進めること等々、

幾つか重要なポイントが含まれております。 

次回の諮問会議での答申に向けまして、しっかりと与党も含めて調整をしてま

いりたいと思いますので、その間の議員の御協力を是非ともよろしくお願いを申

し上げます。また、しっかりと分かりやすい説明についても、内閣府の方で検討

をさせたいと思います。官房長官、どうぞ。 

（細田議員） さっき三位一体改革の結論を申し上げたんですが、議論すればするほ

ど、しがらみや今までの惰性から、しっかりと調整しきれない面がたくさんある

わけです。それから、本当に国と地方を財源的にしっかり振り分けようとすると、

ちょっと中途半端な税源移譲では足りなくなることは明らかなわけです。交付税

措置によってのみ対応して、ちょっとした税源措置でやったってなかなか上手く

いかないですね。税制を、ちょっとした所得税や住民税をいじってもですね。 

もうちょっと長期的かつ包括的な国から地方への改革をやろうと思えば、経済

財政諮問会議のようなところで、更に検討しなければダメだなと、これが実感で

ございますので、先生方またよろしくお願いしたいということでございます。 

（小泉議長） 今までだって、議論すればするほど、ダメだというんでできなかった

んです。議論すればするほど、「これは難しいじゃないか」という反対を論ずるか

らできなかった。「えいや」とやらないとダメなんですよ。それで、これからでき

るから今後もっと新たな点があるな、というふうに進んでいくんだと思うんです。

どれ一つ取ったってみんな反対するんだから、反対するから止めようということ

で今まで来たわけでしょう。だから、一緒にやろうと、今回は仕方がない、みん

な泣いてもらうしかない。みんな不満がありますよ。 

でも、この辺でいいだろうと。私の出番なくしてまとめてくれてありがとうご

ざいました。 

（谷垣議員） 三位一体と言うよりも、三方一両損でまとまったという感じがします

ね。 

（小泉議長） 地方案を真摯に受け止めてくれたんだから、これはありがとうござい

ました。 

（麻生議員） 地方も知事もはっきりそう言っていましたから。 

（竹中議員） それでは、引き続きよろしくお願い申し上げます。ありがとうござい
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ました。 

（小泉議長） ありがとうございました。 

（以 上） 
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