
 

平成 16 年第 35 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 12 月 24 日(金) 17:03～17:42 

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 

臨時議員  村上 誠一郎 構造改革特区・地域再生担当大臣 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）構造改革特区について 
（２）平成１７年度予算案等について（報告） 
（３）「改革と展望」の改定（案）について 
（４）その他 

３．閉 会 

 

(説明資料)  
○ 特区において対応不可とされた提案の整理・検討等について（村上臨時議員提出資料） 
○ 構造改革特区の再活性化のために（有識者議員提出資料） 
○ 谷垣議員提出資料 
○ 平成１７年度における三位一体の改革の概要 
○ 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－２００４年度改定（案） 
 
(配付資料) 
○ 財政投融資改革の総点検について（財政制度等審議会財政投融資分科会） 
○ 経済財政諮問会議議事録の公表について 
 
(概要) 

（竹中議員） 諮問会議の議事録の扱いについて、資料を配付している。会議後４年間

を経過した後に発表することとなっているので、2001 年１月からの諮問会議の議事

録を、来年２月から順次公表していくということになる。公表方法について資料を
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御覧いただければと思う。 

 

○構造改革特区について 

（村上臨時議員） ９月７日の経済財政諮問会議で、これまでの特区提案のうち、実現

しなかった案件について総点検し、年内に中間報告を行うこととされている。 

まず資料の１ページ目、三角形になっている図は、第１次提案から第５次提案に

対する各省庁の対応を分類したものである。まず、下の方の「Ｄ」及び「Ｅ」は、

実は、現行の規定で実施可能なもの、事実誤認であるもの。半分近くが現行法上で

可能だったり、事実誤認が結構ある。それから、三層重になっている「Ｃ」とされ

たものは 1,065 項目もあったが、この中には提案主体の意向がほかの方法で実現す

るもの、それから合意形成が困難なもの。後者は例えば、公序良俗違反だとか、そ

れから道路の速度制限を外す特区みたいなものが含まれている。 

２ページ目、この 1,065 項目について複数の主体から提案があるなど、ニーズの

高い 112 項目について重点的にその要因の分析をした。 

３ページから４ページ目、この資料は各省庁が「対応不可」として回答してきた

理由を民間調査機関に依頼して分類したものである。その結果は、①制度の趣旨に

反するもの。②健康・安全等に対する影響が不可逆であるもの。③行政制度の根幹

に関わるもの。④政策全体が別に議論されており、その一部のみを検討することは

できないもの。⑤業界全体の施策の中で検討する必要があるもの。特に地方自治体

に関するものが数多く出ているが、議会構成などが地方自治法で細かく決まってい

る。そういうものを根本的にやるには、地方自治法を直さないと無理じゃないかと

いうこともある。 

５ページ目、「今後の検討の方向性」について、（１）にあるように、国民の健康・

安全等に関するもの、行政制度の根幹に関わるもの、業界全体の施策に関わるもの

などについては、制度全般についての議論が必要であると思われるので、個々の問

題について集約的に議論を行い、問題の構造的背景について十分に検証することが

必要だと考えている。 

６ページの（２）について、弊害の予防措置は代替策を講じることで対応できる

というものについては、提案者や各省庁において検討するように要請していくこと

が必要であると考えている。（３）について、事前の相談などを充実して、提案そ

のものの質を高める取組も展開していきたいと考えている。 

７ページ目、実は議員の皆様の中にも先日の「ＮＨＫスペシャル」で特区特集が

あって見ていただいた方があるかと思うが、実は草加市が 10 の校舎を建て直さな

きゃいけない。教室の天井の高さは３メートルというふうに明治 15 年の規定で決

まっている。それを 30 センチ短くして２メートル 70 センチにすると、５階建ての

場合、全体で１メートル 50 センチ低くなるが、何と１つの校舎で建設費 8,000 万

円の節減ができる。10 校舎だと、８億円節減できるということなる。地域や経済の

活性化に努力している地方公共団体や民間企業の提案で、真に妥当性、緊急性のあ

るもの、そういうものについては、私が各省大臣とトップで折衝し直接政治決着を

していくのが早いのではないかと思う。そういうことで、実は今年の 11 月に全国

で約 300 件の特区提案があり、今、特区の部署に、政治折衝をすべきというものを

挙げてこいと言っている。 

最後に８ページ目、新規提案の増加について、カブトムシ特区というのがあるが、

これは一農家が提案してきたもので、実は新規の提案については、一民間人でもで

きるということである。最終的な特区計画の認定申請の主体は地方自治体だけれど
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も、こういう特区のアイディアを出すことは、一民間人からあらゆる企業までがで

きるということがまだまだ国民全体に知れ渡っていないので、もっと宣伝していき

たい。 

（奥田議員） それでは、私から民間議員のペーパーに沿って申し上げる。今お話があ

ったが、第１に構造改革特区は、このところ、提案件数、あるいは実現率ともに非

常に低下しており、思い切った制度の活性化が必要であると思う。年度内には、そ

の改善策をとりまとめて御報告をいただきたいと思っている。 

留意すべき点は、次の３点である。第１点は今回の総点検結果から政策的には重

要であるが実現が容易でない提案が却下されている傾向が明らかになっている。そ

れを改善するためには、特区本部として第三者機関、例えば評価委員会などの検討

を経て、10 個程度の重点検討項目を選定し、その実現を重点的に図る、そういう仕

組みを導入すべきではないかと考えている。 

第２点は、重点検討項目の実現には、規制改革・民間開放推進会議と連携して協

力を得ることが必要である。 

第３点は、重点検討項目の選定について検討を行うことであり、第三者機関とし

ては、例えば、現在ある「評価委員会」、こういうものの活用・拡充で対応しては

どうか、このように考えている。 

次に混合診療について、混合診療の対象技術の選定を一定の病院に委ねる方式に

ついて、特区での実現を検討すべきだと思う。第６次提案の可否を決定する来年２

月を目途に実現する方向で検討していただきたい。混合診療をめぐる今回の合意に

ついて意見を言わせていただきたいが、特定療養費制度を大幅に拡充したというこ

とは、大いに評価でき改革の第一歩として評価をしている。今後、ぜひ迅速かつ公

正に具体化されるように、村上臨時議員においても、ぜひ監視をお願いしたいと思

う。諮問会議としても必要に応じてフォローアップすることとしたいと考えている。

一方、規制改革推進会議が主張している一定水準以上の病院への包括解禁、これが

どんな効果や問題点を持つのか、特区として先行実施することは、この点に十分に

監視評価が行えるので大変よい方法であると考えている。 

それから村上臨時議員がおられるので、市場化テストについても若干申し上げた

い。市場化テストのモデル事業の枠組が固まったが、本当に重要なのは、平成 18

年度からの本格導入することだと思う。しかし、その手順はまだ明確ではなく、関

係方面から強い反対がある。市場化テストは、「官から民へ」を真に実現できるか

どうかの試金石であると思う。我々の提言は次の２点。第１点は平成 17 年度中の

早期の市場化テスト法の策定。第２点はそのための準備室の速やかな設置。ぜひと

も、これを実現する必要があると考えている。 

市場化テストを導入している各国では、これが歳出削減に非常に有効であるため

に、財務省がその推進役を担ったと、このように聞いている。我が国でも谷垣議員

においては、市場化テストの平成 18 年度からの本格導入という諮問会議のコンセ

ンサスを実現させるために、ぜひとも強力に御支援をお願いしたい。 

（吉川議員） いわゆる混合診療の解禁について、先般、政府として改革案をまとめた

わけだが、私も関心を持ってきたものだから、大学の医学部の方に政府案をどのよ

うに評価するか尋ねてみた。その結果、大変高く評価している方が多かったという

ことをお伝えしておきたい。そういう意味で、村上臨時議員、尾辻厚生労働大臣、

大変いい政治的なリーダーシップを発揮された。改めて敬意を表したい。ただ、村

上臨時議員も御存じのとおり、幾つかの大学病院等で、さらに高度な医療や薬とか

材料、その他についてもう少し特別な形で規制緩和をできないか、そういう特区の
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要望も出ている。全国展開がすぐに難しいものでも試してみるというのが、特区の

基本的な精神だと思うので、その点について、さらに検討していただきたい。 

（麻生議員） この民間議員の提案の中に「10 程度の重点検討項目を選定し」と書いて

ある。この 10 について、この世界では 10 ということになると、８だと８割しかと

か、６だとたった６割かという話になる可能性のある世界。私どもの関係で村上臨

時議員提出資料の４ページ目のところに、永住外国籍市民の地方参政権の付与を特

区でやれと言われても、なかなかちょっとできる話ではないし、選挙権及び被選挙

権年齢の引下げというのを特区でと言われてもちょっと難しいと思う。これは何と

なく役所ごとに縦割りになっていて、おまえのところは達成率が２割かとか、１割

かという話になりかねない。数字が入ってくると、すぐそれだけが踊る可能性があ

るという点だけは御配慮いただきたい。 

（村上臨時議員） それでは簡単にお答えする。①について、特区は、教育、農業、医

療分野の株式会社参入といった、従来困難とされてきた規制改革の突破口として役

割を果たしてきたと思う。他方、御指摘のように、医療保険全般への影響や廃棄物

処理全般の問題など構造的な問題もあるので、制度論全般の議論が必要なものも多

いと思う。今後御指摘いただいた点も含め、政府としてどのように対応するか検討

していきたいと考えている。 

それから、③だが、重点項目の選定について、評価委員会は、特区での規制改革

の全国展開の是非を評価するものであり、特区で実施される事業の調査、評価など

客観的に行うことが求められている。よって、御指摘の重点検討項目の選定につい

て、評価委員会の現在の機能ではちょっと難しいのではという気もするが、評価委

員会の機能を拡充することが適当かどうかを含め、どのように取り組んでいくか検

討していきたいと考えている。 

それから混合診療の問題については、今回の合意内容は、総理や議員の方の強力

なバックアップで、末期がん患者の皆さん方や医療現場の東大病院や阪大病院の先

生たちのニーズに、概ね 100 ％応えられる実質的な解禁とも言える形になっている

と思う。したがって、これを確実に実施し、提出書類を少なくして、スムーズかつ

適切に運用されるように措置状況を注視してまいりたい。さらに特区制度の活用も

視野に入れて、対応できるものがあるかどうかについても、先ほど吉川議員が言わ

れたように、東大病院の先生たちとも話をして、患者の安全も考えながら早急に検

討してまいりたい。 

最後に、市場化テストについては、先ほど奥田議員が言われたように、今回はモ

デル事業であるので、極力法律改正を伴わないで、なるべく多くのデータがとれる

という形でこういうことになったが、おっしゃるように本格的な市場化テストのた

めには、やはりかなり人員を集めて立法化の作業を始めないと、これはなかなか実

際に行うときには大変だと思うので、その辺もまた援護射撃をお願いしたいと思う。 

（竹中議員）  確認だが、構造改革特区を成功させるために、今日、民間議員から第三

者機関の検討を経て、重点項目を選定して、重点的に進めていくという仕組みの導

入の提案があった。麻生議員からは「テーマの選定とか、数について配慮を」との

発言があったが、これも踏まえながら、村上臨時議員の方で御検討いただくという

ことが第１点。 

それと混合診療については、今回の措置を非常に高く評価する。第一歩として大

変高く評価するという御意見が出されたということ。その上で、やはり特区で特定

の分野について試してみるということの意義は大きいだろうという御意見を受け

て、これについても御尽力をいただくということ、これが第２点。 
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民間議員のペーパーでは、今年度内にというのがあり、２つ目の方は２月ごろと

いう注文がついているが、できるだけそれを目指してということでやっていただく

ということだと思う。 

最後に市場化テストについては、これは平成 18 年度に本格導入が必要だと。こ

れも村上臨時議員もまさにそのとおりだということであったと思うので、準備室の

立ち上げというのを民間議員から提案があったが、そうしたことも含めて、早急に

御検討をいただくということでお願いしたい。 

（村上臨時議員） 人員と予算の配分をよろしくお願いしたい。 

（小泉議長） 特区については、これからも引き続きお願いしたい。 

 

（村上臨時議員 退室） 

 

○平成 17 年度予算案等について（報告） 

（谷垣議員） 来年度の予算編成については、12 月 20 日の臨時閣議に財務省原案を出

して、その後折衝を重ね、お手元に私の名前で資料を出してあるとおりにまとめ、

今日の閣議で政府案を決定していただいたところである。そのポイントについては、

お手元の資料をめくっていただき、１ページと書いてあるところであるが、ポイン

トは前回も申し上げたとおり、一般歳出のところが 47 兆 2,829 億円で、前年度か

ら比べると 3,491 億円のマイナス。これは社会保障関係等増加圧力がある中で、三

位一体改革やそのほかの削減努力を積み重ね、平成 14 年度以来、３年ぶりに対前

年度マイナスを達成した。 

それから、上から２番目の国債発行額の欄であるが、34 兆 3,900 億円、前年度

から２兆 2,000 億円減らし、平成 13 年度以来、４年ぶりに国債発行額を縮減した。

公債依存度は平成 16 年度が 44.6％であったが、41.8％になった。その結果、一番

下に書いてあるように、一般会計の基礎的財政収支についても、昨年度に引き続き

改善をすることができた。歳出改革路線を強化した姿になったのでないかと考えて

いる。また、歳入面においても定率減税の縮減廃止の道筋を付けることができ、歳

入、歳出両面にわたるバランスのとれた財政構造改革に向けて、持続的な財政をつ

くるという観点から、一里塚と言えるのではないかと思っている。 

それから、前回に御説明では、500 億円の調整財源で復活折衝を行うとしていた

が、文部科学省の私学助成、科学研究費補助金、農林水産省の中山間地域等直接支

払交付金、法務省の治安法秩序の維持確保といったようなところが復活をしている。

また、財投であるが、平成 17 年度の計画では、財務省原案と同じ対前年度比 16.3％

減少の 17 兆 1,518 億円となり、これは昭和 54 年度の 16.8 兆円以来、26 年ぶりの

低い水準となった。今回の財投編成は本間議員に会長を務めていただいている財制

審の財政投融資分科会で、この夏以降精力的に総点検をしていただき、それを踏ま

えて行ったものである。この総点検をとりまとめていただいた本間議員から御説明

をお願いしたい。 

（本間議員） 私は財政投融資分科会の会長を務めており、この３年間、抜本的な財投

改革に取り組んできた。そして今回の、組閣の際に、総理から谷垣財務大臣に対し、

財政投融資における不良債権の有無の確認等も含めた御指示があり、それを受けて

四十数年ぶりに報告書をとりまとめた。資料「財政投融資改革の総点検について」

が、その報告書である。 

我々は、この３年間に、１つは資金調達の仕組みについて精査した。これは自主

運用に完全に移行している。また、谷垣議員からご指摘があった通り、ピーク時に
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40 兆円だった財政投融資の規模は 17 兆 1,000 億円に半減する。さらに、質的な改

革として、公認会計士がコミットしている民間準拠の財務諸表について精査し、ま

た、政策コスト分析についてはその事業を行っている機関にまで分析を広げて精査

をした。 

その結果、財投事業については、財務の健全性に問題がないか、あるいはあった

ものについても今回きちんと処理をした。したがって、今の段階としては、この改

革の方向性がしっかりと根付くような形で今後も検討したいと考えている。財政投

融資の縮減において最も大きな今回のポイントは、住宅金融公庫と都市再生機構の

事業の抜本的な見直しである。これについては、補助金等の問題あるいはこれまで

資金運用部が財政投融資として貸していた資金の前倒し返済といった抜本的な処

置を実施し、財務上の懸念を解消したと考えている。 

今後とも財政投融資に関して改革を進めていくつもりでいるため、御指導をよろ

しくお願いしたい。 

（麻生議員） 資料「平成 17 年度における三位一体改革の概要」４ページをご覧いた

だきたい。平成 17 年度における税源移譲等は、所得譲与税として１兆 1,159 億円、

税源移譲予定特例交付金として 6,292 億円を処置し、合わせて１兆 7,451 億円とな

っている。このうち、平成 17 年度のいわゆる補助金改革に伴う新規分に関しては、

所得譲与税については 6,910 億円、税源移譲予定特例交付金については 4,250 億円

である。税源移譲は、今回平成 17 年度は暫定処置でつなぐが、来年には本格的な

税源移譲の具体的な内容を決定し、平成 18 年の通常国会で必要な法律改正をお願

いすることになると思う。 

５ページ。本日の閣議決定に基づいて記述している。三位一体改革の全体像で示

されているとおり、安定的な財政運営に必要な一般財源総額の確保を図りながら、

地方財政計画の合理化を着実に進めている。 

まず、安定的財政運営に必要な地方交付税総額の確保については、一般財源の総

額は 0.1％程度増えて約 400 億円の増。そのうち地方交付税については、国税の増

収に伴う地方交付税の法定率分の増もあり、交付税総額は前年度と同水準を確保し

て 100 億円程度、0.1％程度増加になる。 

ご指摘をいただいていた地方財政計画と決算との乖離の問題については、ハード

からソフトへの政策転換を進める地方の実態に合わせ、一般財源ベースで 3,500 億

円の一体的な乖離是正に初めて着手しており、平成 18 年度以降も着実に実施して

いく。 

地方財政計画の合理化と地方財政の健全化については、まず、「基本方針 2003」

の目標を踏まえ、３カ年で１万人という警察庁の増員計画を前提として、初年度で

は 3,500 人を折り込んだ上で、計画計上人員を全体として１万 2,400 人純減する。

国家公務員の純減が 0.2％程度、公務員の数を比較すれば、地方公務員の純減は

1.3％程度になるため、地方公務員の方が約６倍国家公務員より純減していると御

理解いただきたい。 

地方公務員給与の実態も、平成 16 年度のラスパイレス指数は全国平均で 97.9 に

なっており、既に国家公務員以下である。ラスパイレス指数が 100 を切ったのは

2,941 団体であり、全体の９割がラスパイレス指数が 100 を切っている。合併して

上島町となったために少し変わってくるとは思うが、愛媛県魚島村は73.3であり、

山本全国町村会会長が町長を務める福岡県添田町でも 84.9 である。地方公務員の

給与は国家公務員の給与に準ずるとされているが、どこまでが準ずる基準なのか、

８割以下でも準じたことと認めてもらえるかということについては、今後出てくる
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問題だと認識している。 

投資的経費の単独分については、６年連続して前年度比マイナスとなっており、

規模是正を除いた上で約 4,000 億円、３％程度のマイナスになる。 

この結果、地方財政計画の財政規模は、実質で対前年比１兆 2,500 億円、1.5％

程度のマイナスであり、４年連続して１兆円を超えるマイナスとなり、プライマリ

ーバランスとしては 0.4％のプラスになったと認識している。 

なお、地方財政計画の透明化に関するご指摘もいただいていたが、８月に収支の

仮決算を公表した後計３回にわたり地方六団体と協議し、平成 15 年度の決算につ

いては例年より公表を大幅に前倒しすることとさせていただいている。 

（谷垣議員） 資料「平成 17 年度における三位一体の改革の概要」１ページ目をご覧

いただきたい。11 月 26 日の政府与党合意を踏まえ、精査を進めた結果、平成 17

年度の国庫補助負担金改革額は、全体では１兆7,681億円程度。それを３つに分け、

税源移譲につながる改革が１兆 1,239 億円、スリム化の改革が 3,000 億円強、そし

て交付金化の改革が 3,430 億円と、３つに整理されている。これを所管別などに整

理したものが、別紙１である。 

別紙２では、これらの内、税源移譲について整理している。１兆 1,239 億円の対

象補助金から１兆 1,160 億円を税源移譲につなげているが、対象となった補助金の

すべてを列挙している。 

次に、補助金改革の内、交付金化による改革については、資料の最後に別様とし

て整理している。政府与党の合意をとりまとめた段階では、具体的な内容までは詰

まっていなかったが、その後の調整を経て、省庁横断的な新たな交付金制度の創設

を中心に意味のあるものになったと考えている。具体的には、地方の自主性、裁量

性を向上するための補助金改革を行うとともに、地域再生の観点から、新たな交付

金制度を創り、内閣府で予算を一括計上することにしている。対象は、汚水処理関

連、道整備関連、港整備関連であり、合計で 810 億円となっている。 

なお、地方交付税改革に関しては、平成 17 年度において地方歳出の合理化を進

めたことにより、地方の公債依存度は対前年度比マイナス 2.1 ポイント、14.6％に

改善している。プライマリーバランスについても、国は 15.9 兆円の赤字であるが、

地方は過去最高に近い 3.2 兆円の黒字にまで改善し、対前年度比 1.5 兆円のプラス

ということである。このように、地方の財政収支は大幅に健全になってきている。 

（竹中議員） 以上は既に本日の閣議にかかっているものである。「骨太の方針」、「予

算の全体像」の議論、三位一体改革の議論を踏まえた「予算編成の基本方針」、そ

うした一連のプロセスの中で、今回の予算は、まさに改革の方向性をもって仕上が

ったものだと思う。 

その関連で、基礎的財政収支の改善をどのように見込んでいくかが、次の課題で

あり、まさに「改革と展望」の問題になってくる。「改革と展望」の改定について、

簡単に御報告する。本日、案を示しているが、文章については事務局を通じて調整

しているので、参考試算の概要について担当から報告をさせる。 

 

○「改革と展望」の改定（案）について 

（大守計量分析室長） 来年１月の経済財政諮問会議では、マクロ経済や財政の姿につ

いて、一定の前提をおいて作成した試算を内閣府参考試算として御覧いただく予定

である。現時点では、まだ作業段階なので、本日は暫定的に説明させていただく。 

今度の改定では、構造改革や政府・日銀一体となった取組によって民間需要主導

の着実な成長が実現して、中期的には、実質成長率 1.5％程度あるいはそれ以上、
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名目成長率についても 2006 年度以降は２％程度あるいはそれ以上の成長経路を辿

ると見込んでいる。 

次に、国と地方をあわせた基礎的財政収支のＧＤＰ比について、2002 年度には

5.5％程度であった赤字が、その後の２年間で１％程度改善している。今後とも民

間需要主導の持続的成長が実現し、かつ財政収支改善の努力を続けていくというこ

とで、赤字の縮小が続いて、2010 年代初頭には基礎的財政収支が黒字化すると見込

まれる。 

今度の改定では、デフレについて政府・日銀一体となった取組を通じて、デフレ

圧力は徐々に低下し、2004 年度までの集中調整期間の後には、消費者物価はプラス

となると見込んでいる。 

なお、試算については、来年度予算や本日発表の財政関係の実績値等を踏まえて

精査をしているところであり、年明けの諮問会議に内閣府作成の参考試算として改

めて御覧いただきたいと思う。 

（吉川議員） 内閣府の参考試算ということだが、参考試算とは言っても世の中の関心

は非常に高い。政府のこうした試算というのは、色々な評価をする人がいて、楽観

的過ぎるという声も出がちだから、内閣府として出したのは、基本ケースとして、

例えば、構造改革が進まなかった場合など、問題のあるケースについても、敢えて

試算をしてみるということも考えて良いのではないか。 

もう１つは、我々民間議員として社会保障については、マクロ経済との整合性が

非常に大切だということを言っているので、社会保障について、「改革と展望」の

試算の中でも全体像を示した方が良いのではないかと考える。 

（谷垣議員） これは暫定ということだが、例えば、2005 年から 2006 年度にかけて、

非常にプライマリーバランスが回復している。暫定的だと言っても、影響力がある

ものだから、外に向かって「中身がこうだから、これだけ改善できる」と十分説明

できるものでなければいけない。だから、財政に関わる部分については、私共とも

十分に事前調整をお願いしたいのが１点。それから、「2010 年代初頭に国と地方を

通じたプライマリーバランスの黒字化」というメッセージと、今後我々としては歳

入・歳出全体を通じたバランスのとれた財政構造改革というメッセージを出してい

かなければならず、その２つのメッセージが余り異なる方向ではいけないので、整

合性を考えていただきたいと思う。 

（竹中議員） おそらく非常に整合的なものになると思うが、そこは、引き続き、財務

省とよく調整をする。 

（本間議員） 各国とも、こういう中期的な試算は定着をしており、単に当て物という

ことではなく、中期的な目標と各年度の予算編成の整合性をどう採っていくかとい

うことで使われている。仮に、その想定が違ってくる、あるいはシミュレーション

が違った時に、何故それが乖離を生ずるのかということも評価するというプロセス

が進んでいる。こういうことを第一段階として、次なるステップではそのような評

価、そして、積極的にそれを政策に反映できる形とするような試みを、ぜひお願い

したい。 

（竹中議員） 御意見を踏まえて、更に検討する。特に、最初にあった改革が進まなか

ったケース等々についてどう考えるか、技術的な問題もあろうが、これは事務方に

検討をさせたいと思う。「改革と展望－2004 改定」については、次回の諮問会議で、

諮問答申を行えるように努力したいので、御協力をよろしくお願いする。 

それでは、最後に総理のごあいさつをお願いします。 

（小泉議長） 今日は今年最後の会議ですね。この１年間で 35 回となるが、お忙しい
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ところ本当にありがとうございます。 

構造改革はこれからも進めていく。この諮問会議は知恵袋的存在であり、来年、

いよいよ郵政民営化を含めて大きな山場を迎える。同じメンバーで来年もこの会議

を運営していきたいと思うので、よろしくお願いしたい。この１年間、本当にお忙

しいところありがとうございました。 

（竹中議員） 以上で、本日の諮問会議を終了する。 

 

（以 上） 


