
平成 13 年第４回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第４回）

(開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 2 月 27  日(火) 18:00～19:30 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 森 喜朗 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 麻生 太郎 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 宮澤 喜一 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 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)今後の進め方について 

(2)経済、財政の基本的課題について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料) 

資料 1 第３回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 経済財政諮問会議における情報の公開等に係る運営細則 

資料 3 今後の進め方について 

資料 4 宮澤議員提出資料 

資料 5 有識者議員提出資料 

資料 6-1 牛尾議員提出資料 

資料 6-2 牛尾議員提出資料 
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（本文) 

○概要

（麻生議員） それでは、ただいまから第４回経済財政諮問会議を開催させていただ

きます。本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございま

した。 

先ほど申し上げましたように、他の委員会との関係がございますので、３大臣、

今なお御到着ではありませんけれども、宮澤先生の財政の中期展望等々のお話に

つきましては、到着次第させていただきたいと思いますので、終わりの時間も決

まっている関係もありますので、最初のところから始めさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 


（報道関係者退室） 


（森議長） 本日は夜になりますので、お食事など用意すべきではないかと思い、諸

先生方、お一人お一人お聞きしましたら「いや、構わない」ということでしたの

で、大変御無礼ですが、そうさせていただきました。 

（麻生議員） それでは、まず私の方から本日の議事について御説明をさせていただ

きたいと存じます。 

本日は、今後の進め方及び経済財政の基本的課題についてを御議論いただきた

いと思っております。 

本日の会議は重要な外交日程の関係で、先ほど申し上げましたように、７時30

分までに終了させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

議事に入ります前に、まず前回の諮問会議の議事録についてお諮りをいたしま

す。 

前回会議終了後、議員の皆様方の御協力、御了解を得まして、議事要旨及び議

事録を取りまとめております。迅速な対応をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

議事録につきましては、運営規則の規定に基づきまして、会議終了後４年を経

過後公表するということになっておりますので、取り扱いには十分に御注意をい

ただきたいと存じます。 

また、お手元には資料２として「経済財政諮問会議における情報の公開等に係

る運営細則」を配付させていただいておりますが、これら審議の内容等の公表、

議事要旨及び議事録の公表に当たっては、留意事項などにつきまして、議長が定

められたものでありますので、議員の皆様には、よろしく御留意をお願い申し上

げます。 

○今後の進め方

（麻生議員） それでは、今後の進め方の報告に移りたいと存じます。 

私の方から有識者議員の方々と御相談をさせていただきながら作成をいたしま

したが、お手元の資料３に基づいて説明をさせていただきたいと存じます。 

まず「基本的考え方」といたしましては、「経済財政諮問会議の審議は、会議
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本体での審議を中心」とさせていただきますが、「会議本体での検討のために、

検討課題に応じて、専門調査会における検討、サポートチームによる支援、議員

のペーパー作成等適切な体制の整備を行う」ことといたしております。原則、毎

月行うこととしております景気判断や見通しを除きまして、当面取り組むべき主

な課題と取り組みについては、以下のとおりといたしたいと思っております。 

当面のスケジュールとしては、資料３の３ページ目に縦長の紙が書いてござい

ますが、その３ページ目の別紙スケジュールをご覧いただきたいと存じます。 

まず、２月から４月につきましては、諮問会議本体で、１回に１つから２つテ

ーマを選びまして、関係大臣の参加を得て、検討課題について議論し、それらの

議論を作業に反映させることといたしております。 

また、有識者議員に分担をしていただいて、これまでの各種審議会などにおけ

る検討結果なども参考にした論点の整理、また、政策の方向性についての選択な

どの作成などをお願いさせていただき、順次、経済財政諮問会議へ御報告をして

いただくことにしたいと思っております。 

その際、有識者議員の作業を多面的に支援することとして、必要に応じまして、

民間専門家の協力を得つつ、サポートチームを編成いたします。 

また、構造改革を推進するために、サービス部門における雇用拡大を戦略とす

る経済の活性化に関する専門調査会を設置いたしたいと思います。 

この点につきましては、牛尾議員から資料が提出されておりますので、後ほど

御発言をいただきたいと存じます。 

テーマ別の分担案につきましては、経済、財政に関する基本的な考え方は、本

間議員、吉川議員、牛尾議員、奥田議員。 

また、社会保障制度につきましては、本間議員と奥田議員。 

社会資本整備は、吉川議員と奥田議員。 

国地方の役割分担は、本間議員と牛尾議員。 

そして、経済の活性化は、吉川議員と牛尾議員を中心として分担をしていただ

きたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

次に４－６月につきましては、有識者議員の報告を討議資料とさせていただい

て、経済財政諮問会議本体で審議検討を行い、５、６月を目途に「骨太の方針」

をまとめさせていただきたいと存じます。この方針は、各省庁の重点施策の策定、

予算作業の基本的指針として活用され、また、来年度予算編成をいたします前に、

基本的考え方へ反映されることになります。 

７月以降は、景気判断、政策方針は月１回定期的に調査審議するとともに、マ

クロ経済モデル、これは宮澤先生からもう一回確認が出ると思いますが、前にこ

の話は半年くらい掛かると言っておりますので、マクロ経済モデルがそのころま

でに、８月かそこらに出てくる予定ですので、マクロ経済モデルを活用しつつ、

中期的な経済運営の考え方や、予算編成の基本方針策定に向けての検討を行って

はどうかと思っております。 

スケジュールとしては、以上申し上げたところで、私の報告は終わらせていた
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だきます。次に、資料を提出されている牛尾先生の方から、資料６－２という資

料があると思いますので、それにつきまして、御発言をお願いしたいと存じます。 

（牛尾議員） では、資料６－２、サービス経済の活性化の問題についてお諮りをし

ます。その前に、今、株式市場活性化の問題が、非常に、党でも議論されている

のですが、国際関係、それから歴史的な事実や構造的な問題、短期的な問題を込

めて、当経済財政諮問会議でも経済活性化というチームで、短期間であっても、

きちんとした提案を一回出す必要があるのではないか。 

相沢委員長を中心とした自民党の証券市場等活性化対策特命委員会の提案は出

ておりますけれども、やや論理的な説明が欠けているので、今日、この会議の了

承を得て、本間議員を主査にして、構造改革的な株式市場活性化問題をテーマに

したサポートチームをスタートして、必要なら専門調査会にする。その辺のとこ

ろを今日、御承認を頂戴すれば、本間議員に作業に掛かってもらって、次回にか

なり目途が出るし、また、中間に良い案が出れば、そのまま大臣に報告して、総

理に報告するということもあり得るであろうと考えておりますので、それは後で

麻生大臣から決定をお願いしたいと思います。 

資料６－２でありますが、これは前回も申しましたし、第１回目に資料を出し

ました。また、一昨年は産業競争力会議でも私は出しました。サービス部門にお

ける雇用拡大を戦略とする経済の活性化は、大変重要なものを含んでいるわけで

ありまして、問題意識として、日本経済を活性化させ雇用を拡大するためのサー

ビス分野の供給不足を解消し、潜在的なサービス需要の顕在化・拡大を図ること

が重要であるという問題意識でございます。 

サービスは、供給さえあれば需要がついてくるという部分が半分くらいあると

いう提案であります。 

雇用に占めるサービス部門の比率は、先進国の中でアメリカ、カナダ、イギリ

ス、フランスが、約73％前後に対して、日本、イタリア、ドイツが、約62％前後

と非常に低いわけです。 

もう１つは、アメリカでは、90年から99年までの10年間で、20万人の雇用が第

一次、第二次産業では減少するにもかかわらず、第三次産業で1,490万人雇用が創

出されたという事実が出ています。このときの私の記憶では、１億2,000万人の分

母が１億3,490万人に膨れ上がったという事実であります。 

アメリカとの対比が最も有効であると考えられます。その為、調査会発足後は、

アメリカのサービス業は53種類に分けて統計が出ておりますので、それと日本と

丹念に比較をして、サービスのサプライサイドをどのように支援をしていくかと

いうこと。民間でも設備投資は、製造業は非常に順調に行っているのですが、非

製造業が非常に弱いわけです。それを妨げるものは何か。恐らく伝統的な家族主

義であり、また政府の行政サービスであり、いろんな形で阻害しているものがた

くさんあるに違いない。アメリカで、すごい勢いで20年間で3,500万人増という、

ほぼ35％のサービス雇用の増大というものは何かということもよく調べて、その

うちの半分くらいは日本でも十分適用できる問題だろうということでこのような
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表をつくってみました。 

２ページ目には、女性の働いている率もアメリカに比べて10％低いという数字

も出ております。 

そのような点で、アメリカの実態を調査するために既に作業に入っておりまし

て、できるだけ早く３、４か月で中間報告を２か月くらいにして、これが14年度

の予算のサービスのサプライサイド強化の予算を付ける方法と、それによる５年

間で500万人くらいの就業者を増やす努力ができないかと私は考えております。 

これが実現できますと、その分だけ家計消費が増えるわけですから、非常にわ

かりやすい景気対策になると考えております。 

以上、資料６－２で示しましたサービス経済の活性化と、サービス分野におけ

る就業者の増大というプログラムを短期に仕上げてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

片山大臣、福田官房長官、宮澤大臣が、今やっておられますので、終わられま

せんと次の題に入れませんので、取り急ぎ今のものだけ先にさせていただいてお

りますけれども、今までのところで特にないようでございましたら…。どうぞ。 

（平沼議員） 今、麻生大臣の方からそれぞれのテーマについて御提案がありました

けれども、私共としては、全面的にその方法で賛成でございますし、また、当省

といたしましては、大変議員の皆さん方に、特に有識者議員の皆様方に大変御負

担をおかけすることになりますけれども、いろんな面で全面的に私共も共同でサ

ポートさせていただきたいと、このように思っております。 

（速水議員） この前もちょっと申しましたけれども、私も全く賛成です。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

それでは、今申し上げた点までとさせていただきますので、あと15分くらいあ

りますので、先ほど食事は出ないというお話でしたけれども、お茶くらいは出し

てはいかがかと申しておりますので、お茶が出てくるはずでございます。その間、

ちょっとこの会議に関連することでも何でも、御意見等々がありましたら、聞か

せていただければと存じます。この後、資料をお配りしております宮澤先生の「財

政の現状と展望」についてのお話を伺うことになっております。 

（牛尾議員） 財務省の今井敬さんを会長にした財政制度等審議会、石さんの税制調

査会、厚生労働省の社会保障審議会、中央と地方の審議会等各省庁メインの審議

会とこの経済財政諮問会議が、非常に重要なポイントにおいてどのように役割分

担をするかということをきちんと決めて、整合性があるようにしたいと考えてお

ります。 

そのような点で、財務省の財政制度等審議会の今井敬会長とは来週くらいに１

回お目に掛かって、一番財政の中心である財政制度と、経済財政諮問会議が同じ

フィロソフィーで同じ考えで、どう役割分担をするかということを話し合いたい

ということの作業に入っていますことを申し上げたいと思います。まだ結論は、

出ておりません。 
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もし、そのような分担に関して所轄の大臣の方、ほとんどここにいらっしゃい

ますので、御意見がありましたら、お聞かせ願えれば今後の作業に非常にありが

たいと私は思っております。 

（平沼議員） 既にこれまでの会合の中でも、皆さん方から同様の趣旨の御発言が出

たと思っておりますけれども、私はやはり当面の経済運営に関しては、国民の中

にある先行きの不透明感、不安感を払拭することを明確に打ち出すことが経済財

政諮問会議の役割の１つだと思っています。 

そういう意味では、言うまでもないことですけれども、我が国の経済の構造改

革を揺るぎ無く進めていく。そのために経済財政諮問会議で、そこのところは、

ぴしっとやっていくと。そして、政府の方はそれに関連した法案の成立は、ぴし

っとやるというメッセージを、明確に第１点としては伝えることが、私は必要だ

と思っています。 

これは前にもお話出ましたけれども、言うまでもないことですけれども、不良

債権の問題、これが非常に大きな経済の運営に対して足を引っ張っていることで

ございますので、これに万全の姿勢で取り組むと。こういうことも、こことして

発信をすると。ですから、金融システムの健全化だとか、安定化に万全を尽くす

と。こういうことも、ここから明確に私は発信する必要があると思います。 

それから、前回の会議で出ましたけれども、日銀総裁いらっしゃいますけれど

も、機動的な金融政策、やはり財政構造改革だとか、税制だとか、あるいは経済

の構造改革、これは勿論やっていかなければいけませんけれども、やはり金融政

策という側面もどうしても大切なことですから、私は、潤沢な資金供給を確保し

ていくことが非常に必要なことだと思っています。 

４つ目は、新しいビジネスチャンスに向けた企業経営者の奮起。こういったこ

とで、将来に向けた投資に積極的に乗り出すなど、積極的なマインドで経営革新

に取り組むべきだと。こういう雰囲気づくりもやっていく必要があると。 

以上４点ですけれども、当面の経済運営について、既に出た話ですけれども、

明確に１つの方向性を打ち出すということが必要だと思っています。 

（速水議員） 金融政策のことで、その後行いましたことを簡単に報告させていただ

きます。先般のこの会議で、日銀はもっと潤沢な金を出せというお話でございま

したけれども、それを受けたわけでもないんですが、２月９日の金融政策決定会

合では、緩やかな景気回復基調は維持されているけれども、そのテンポが鈍化し

ている。海外経済の減速の影響や内外資本市場の動きなど、下振れ方向のリスク

が高まっているという情勢認識を持ちまして、流動性の供給方法の改善策として

公定歩合の引き下げ、それからロンバート型貸出、これは取引先の方から申し込

みを受けて、日本銀行が受動的に証券担保で、新しい公定歩合0.35％で銀行に貸

し出しをする。それでいけば、0.35％というのが市場の上限になりますから、そ

れ以上には金利は上がらないで、必要なときに金が出していける。 

もう一つは、幅広い資金供給を行いますために、短期国債の買切りオペという

のを積極活用する。これはもう既に始めまして、２月に既に２回、3,000億円余り
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の１年以内の短期国債を買い切りで買っております。 

そのほか、７月から、全国で手形の買いオペを始めるということを決めたわけ

でして、今回の措置を金融市場の円滑な機能の維持と安定性を確保するという良

い面からの復元する力を強化していこうという観点で決めたものであります。 

日本銀行としても今後とも勿論、景気の下振れ方向のリスクが高まっているこ

とを十分に踏まえて、金融面から景気回復をしっかりと支援していきたいと思っ

ておりますし、民間需要の自律的回復の持続性とか、その下での物価動向などを、

これまで以上に入念に点検しながら、適切な金融政策の運営を図っていくという

考えであります。 

この前のＧ７でも、コミュニケをご覧になったと思いますけれども、金融は、

これまで同様、資金の供給を続けるということと、金融部門の問題の解決に力を

入れろということをコミュニケに書かれております。そのことはそのとおりだと

思います。 

（奥田議員） 今、平沼大臣おっしゃったことは同感ですけれども、１つだけお願い

しておきたいのは、不良債権の償却を急ぐというか、そういうふうに我々は外か

ら見ておって、柳沢金融相のお話を聞いておるとわかるんですが、当然、それを

やれば特に中小のゼネコン辺りで倒産が続出して、それはそのまま失業者になっ

て出てくるかどうかという問題があるわけですけれども、失業者の問題は、出る

という前提でよく考えていただきたい。そういうふうに、日経連という会長では

ないですけれども、いろいろな各業種、特に中小企業などを見ておりますと、や

はりそういう懸念をものすごく持っておりますので、その点だけは金融政策と雇

用の問題、これはうまくハーモナイズしてやっていただきたいと、そういうふう

にお願いしたいと思います。 

（吉川議員） 今、奥田議員がおっしゃった雇用問題というのは非常に重要な問題で

ある。不良債権処理を遅らせるのが良いという趣旨の発言では全くありませんけ

れども。失業率は、通常、全体の失業率が注目されるんですが、年齢別で見ます

と、若いところと年取ったところが両方高く、現在、男子ですと、10代から24歳

まで、既に失業率10％であります。若い人たちが、しっかりした仕事を持てない

失業状態にあるというのは、これから10年、20年後の日本経済にとって大変大き

なマイナスだと考えます。初めにも申しましたように、だから、不良債権処理を

延ばした方が良いという趣旨ではありませんが、やはり奥田議員がおっしゃった

ように、雇用問題というのは非常に深刻な問題だと私も考えております。 

（平沼議員） その辺に関して、柳沢金融担当大臣は、とにかく経済産業省と国土交

通省、国土交通省はゼネコンがあるわけです。私どもは今、大体審議官レベルで

それぞれデータを持ち寄って、そして、どういったシミュレーションでやったら

良いかということをようやく検討に入って、近々、３回目の会合を行うというこ

とでありますけれども、柳沢大臣自体は、今おっしゃった中小企業、こういうも

のに関しては、そこに直接メスを入れるというようなことではなくて、まず実態

把握をして、そして今、雇用、失業の問題がありますので、どういう形で、ある
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意味でソフトランディングで一番効果が上がるようなことはどういうものかとい

う模索をしていこうではないかということで、柳沢金融担当大臣も、中小企業に

全部もろに被せるような、そういうことは考えていないという前提で今、進めて

おります。 

やはり民間ですから、例えば、私の経済産業省で流通部門がある。そこへ持っ

て来て、そこで「こうせい、ああせい」と言ったときに「そこまではできない」。

ただ、そういう実態を把握しながら、どういうシナリオができるかということを

まずやろうと、こういうことで今、３省で定期的に会合を持ったということでご

ざいます。 

（本間議員） 今の点に１つ関連するんですけれども、やはり景気低迷、特に消費と

の関係では、やはり雇用の不安、リストラ、賃金調整というのは非常に重要な要

素ですので、これは構造改革は当然進めていく必要性はあるわけですけれども、

その受け皿づくり、あるいは移行期における労働市場を強化、補完をしながら、

セーフティー・ネットをどういう具合に張っていくかということは非常に重要な

ポイントだと思いますので、金融の問題と雇用の問題をリンクさせ、しかも牛尾

議員のところでサービス化、この受け皿問題が議論されますので、機動的にその

辺のところを組み合せて御議論いただいて、我々が国民に対するこういう構造調

整のコストの部分のところを、できるだけ積極的、前向きに対処していくという

メッセージを強く打ち出すということが、戦略上必要になってくるのではないか

という感じを持っています。 

それからもう１つ、先ほど牛尾議員の方から御提案いただきました株式市場の

活性化の問題。これは、労働市場と実は対になっているような部分がございまし

て、市場の周辺整備の問題、これは当然議論をしなければならないテーマになる

んだろうと思いますが、もし、この会議で、立ち上げをお許し願えれば、これは

横断的な問題を抱えておりますので、是非、関連省庁におきまして御協力のほど

をお願いして、少なくとも構造的な問題についての論点の整理と、それから、法

制上どこまで措置されていて、措置されていないものはどうだという問題、この

辺のところを早急にまとめ上げて、市場へのメッセージというものも、強く打ち

出していく必要があるのではないというように考えております。税金も含めてと

いうことでございます。 

ですから、金融の問題が当然こういう問題にも関連してまいりますし、経済産

業省にもまた関連する問題でございますし、財務省においてもまた関連するよう

な問題でございますので、是非、そこら辺の部分のところの御協力をお願いいた

したいと思います。 

（平沼議員） この牛尾議員の資料６－１は、御説明していただいたら。 

（内閣府事務局） 財務大臣が、27分に国会を出ておりますので、間もなく入られる

のではないかと思います。 

○経済、財政の基本的課題

 8 



平成 13 年第４回 議事録 


（牛尾議員） それでは、資料の６－１を御参照願いたいと思います。 

これは財務大臣がお話しになって、その後、吉川議員から４人のポジション・

ペーパーが出る予定となっており、その補足として出したものでありますが、や

はり、21世紀の我が国のあるべき姿を、わかりやすいキーワードはグローバリゼ

ーション、市場原理、小さな政府が常識論だと思います。その結果、特に今待た

れているのは、かつて英国が苦しかったときも、アメリカが苦しかったときも、

外国からの直接投資によって非常に救われているという事です。 

対日直接投資が少ない。在日外国人の労働力の活用性が低い問題や、市場原理

の活用や官民の分担を、これから更に民主導で考える必要がある。総合的検討の

中では、土光臨調のときにやった国民負担率という議論があります。これは１に

書いてあるように「徹底的な制度改革の推進により現在のヨーロッパの諸国の水

準（50％前後）よりはかなり低位にとどめることが必要」だという国民所得に対

する国民負担率を45％ぐらいにとどめたいという土光臨調のときの結論でありま

した。 

その後、日本の現状は実は35％という低い数字でありますが、その分だけ借金

が増えて、借金の財政赤字を入れますと、事実上45％～50％の間になっていると

いうところが最大の問題であります。むしろ、国民負担率を45％に上げて、国民

が負担を感じながら財政赤字がない方が健全なのですが、逆に国民を喜ばせなが

ら、陰で財政赤字が、実は経費として８％～９％掛かっている実情が、この10年

間の政治の最大の間違いであります。アメリカは、それを財政黒字にしながら国

民負担率36％を維持しているという大変に凄まじい国であるということを申し上

げたい。 

２ページになりまして、そのような45％の国民負担。それもできれば赤字の少

ない国民負担で、その中で社会保障とか、社会資本とか、ＯＤＡとか、安全保障

とか、教育は、どの程度の比率で払われるかということを考える時期に来ている。

もう打ち手の小槌は持っていないということを国民にもっと知らせる必要がある

のではないかということで、今このペーパーを書いたわけであります。 

だから、経済全体のパイの拡大のスピードが落ちている一方で、少子高齢化の

進展に伴って費用が増大しようというときに、長期的な国民負担率はある程度上

昇せざるを得ないけれども、やはりかつて土光臨調で決めた45％前後というのは

非常に重要な数字だということを考えていなければならないと書きました。 

構造改革に関しましては、３ページでありますが、構造改革は、むしろ将来の

国民の不安を解消するために、やはり不安に対して見通しを出すべきで、その第

１は就業者の数をどう増大するかというプログラムであります。就業者が増えれ

ば、その就業者の家計消費が増えますので、そのような意味では、アメリカが20

年間で9,700万人の雇用を、１億3,400万人にして、38％増加させた成功を十分見

習いたいと思っています。 

その次は、やはり対日直接投資を拡大して、外国のビジネスマンがたくさん入

ってくるような仕組み、それを阻んでいるものを取り除く必要があるという問題
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提起をしたいと思います。ロンドンのバンクが大変に大きな回復をしたときに、

ある時期には80％が外国人のマネージャーで占められたと言われる。そのような

ことが、非常に英国のバンクを回復させた。 

一番最後の紙に書いてありますように、今日本は魅力ある投資国としては20番

目の国になっています。アメリカがトップで、中国が２位になって、ブラジルが

３位になります。これは新しい変化であります。そのようにヨーロッパと新興国

家は映えるのですが、日本は年々投資の魅力から低くなっているわけでございま

す。去年は16位でしたが、どんどん対外投資の対象として日本は魅力がなくなっ

ています。それをどのようにして投資先として、魅力のある国にするかという環

境づくりが非常に求められて、それが実は証券市場の活性化とも連動しているの

ではないでしょうか。そして、それらの外国人が日本で働く、日本で勤務するこ

とは快適であるというノン・レジデントに対する優遇というものも非常に大事で

あると考えております。それプラス、４番目にＢＴ（バイオ・テクノロジー）に

ついてですが、これはアメリカなどの例では、ＩＴを上回っており、総合科学技

術会議と連動しながら、ＢＴを開発予算としては25兆の中で、ＢＴがどう占める

かということは議論されると思いますが、それプラスＢＴ分野にどのように予算

を付けるかということをＢＴプロジェクトで十分議論をする必要がある。その上、

必要ならＢＴ本部をつくるというプロセスを前半に着手して年内にするべきでは

ないかということを、ここに書きました。 

このようなプロジュクト、例えば、就業者の増大、外国投資の増加、ＩＴやＢ

Ｔ等を考えることが、逆に各省からのボトムアップの予算要求とこっちからのト

ップダウンの予算要求を上手にマッチングすることによって、予算を活性化させ

るという問題提起を私からさせていただきます。 

以上であります。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは宮澤財務大臣がお着きでございま

すので、本日の重要なテーマであります、経済、財政の基本的な課題について御

論議をいただきたいと存じます。 

初めに総理から御発表いただくことになっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

（森議長） 改めまして、御苦労様でございます。 

もう議員からのメモの御説明もございましたので、今、ごあいさつするのもお

かしいんですが、一応、そういうプログラムになっておりますので、ごあいさつ

を一言申し上げますが、内閣最優先の政策課題は、景気回復に軸足を置いた経済

財政運営によって経済を自律的回復軌道に乗せるということでございます。 

一方、今も御議論がございましたように、我が国の財政は主要先進国の中でも

とりわけ厳しい状況にございまして、少子高齢化が進む中で財政の健全化を実現

するという、この課題が残されております。議員の皆様におかれましては、経済

と財政の相互関係を正確に御認識をいただいた上で、これを前提とした適切な経

済財政運営を今後どのように行うべきかについて、幅広い観点から御議論をいた
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だければ大変幸いでございます。 

よろしくお願いいたします。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは次に資料４として「財政の現状と

展望」ということで御提出をいただいております宮澤財務大臣から、財政の現状

についての御説明をお願いいたしたいと存じます。 

なお、主計局長から補足説明をということです。 

（宮澤議員） 前回のこの会議の場で、財政事情に関して説明をすべしとの御発言が

ありましたことを踏まえまして、御参考にすべくお手元の資料を準備いたしまし

たので、簡潔に主計局長から御説明をさせていただきます。 

（林財務省主計局長） 主計局長でございます。お手元「財政の現状と展望」という

資料がございます。もう既に御案内のところですので、ごく簡単に御説明させて

いただきます。 

１ページ目でございますが「基本的考え方」ということで、今国会におきます

財政演説を挙げております。御案内のとおりでございます。１枚めくっていただ

きますと「我が国の財政の現状」ということで、国・地方を合わせたところで財

政の現状をトレンドで追っております。見ていただきますように、財政収支ある

いはプライマリーバランス、これは現世代の受益と負担との関係を示しておるも

のですが、このプライマリーバランスあるいは債務残高のＧＤＰ比は、いずれも

見ていただきますような形で悪化をしているということでございます。 

３ページを見ていただきますと、国民負担率の国際比較がございます。日本の

ところを見ていただきますと、下の方から22.6、これが税負担でございます。そ

れからその上が社会保障の負担率、点々で書いておりますのが財政赤字の対国民

所得比ということでございます。財政赤字もいずれは税負担ということでござい

ますので、その両方を合わせてみますと、45.3ということになっております。た

だ、この財政赤字を除きましたところは36.9ということで、先進国の中では低水

準になっているということでございます。 

もう１枚おめくりいただきますと、今ご覧いただきました国民負担率の経年的

変化がございます。財政赤字も入れましたところの国民負担率を見ていただきま

すと、1970年代、あるいは90年代に上昇しているのが御理解いただけるかと思い

ます。ただ、財政赤字を除きました国民負担率は90年代を通じまして、概ね横ば

いとなっているわけでございます。これを見ていただきますように、一番下の白

いところの税収がずっと落ちてきていると。税収減ということもありまして、横

ばいになっているということでございます。 

こうした財政の現状を国際比較いたしましたものが、５ページ、６ページでご

ざいます。５ページの方は単年度でございますが、ずっと経年変化を見ていただ

きますと、90年代において日本を除きます主要先進国の財政の対ＧＤＰ比は改善

しております。特にアメリカ、イギリス、カナダ、イタリア、こういうところで

大きく改善しているわけですが、日本は御案内のとおりでございます。 

６ページをめくっていただきますと、債務残高、グロスで見たものでございま
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す。90年代後半においては、日本を除きます主要先進国の債務残高、対ＧＤＰ比

も低下の傾向にあるのが見て取れます。日本は現在大幅に上昇中でして、主要先

進国中最も高い水準になっております。 

７ページを見ていただきますと、90年と2000年、この10年間におけます日米の

財政事情を比較したものでございます。左側の方の日本を見ていただきますと、

これはいずれも対ＧＤＰ比で取っておりますが、1990年から10年間で歳出の方は

2.1％増えました。歳入の方は、これは公債金を除いてでございますが、マイナス

の3.6ということで、一番下を見ていただきますと、一般会計の財政収支で▲5.7

ということでございます。 

他方、アメリカを見ていただきますと、この10年間で歳出の方が▲3.9というこ

とで、歳出の方でも削減が図られておるわけであります。この内、一番大きいの

は御案内のとおり国防でございます。実額で減額になっているのは国防のみです

が、この10年間で、やはり御案内のとおりの状況で人件費あるいは軍備の調達費

用、これは軍艦の数がこの10年間に220隻以上削減されたというように聞いており

ます。人件費とそうした軍備費、こうしたもので落ちておるわけでございます。 

同時にアメリカの歳入の欄を見ていただきますと、2.3％ＧＤＰ比で増加してお

ります。御案内のとおり所得税の最高税率の引上げ等、増税が何回かにわたって

行われておりまして、そうした努力が歳入面でなされているということでござい

まして、その結果、財政収支として一番下の欄にありますように6.2％の改善とい

う状況でございます。 

８ページでございますが「一般会計歳入歳出の推移」ということで、先般国会

に私共でお出ししました財政の中期展望によって来年度、2002年度の推計をして

おります。これは御案内のとおり現行の制度、施策を前提にして、単純に引き延

ばしたということで、推計しておりますが、この2002年度の欄を見ていただきま

すと、歳出の方で見ていただきますと、地方財政対策におきます制度改正、ある

いは社会保障関係費の増等によりまして、歳出が増える一方、下の方の歳入欄を

見ていただきますと、税収が伸び悩む。これは定額郵便貯金の集中満期の影響、

この剥落によるところが大きいわけですが、こうした歳入面での伸び悩みという

こともありまして、その収支差額を全部公債金で埋めるということになりますと、

33.3兆、来年2002年度は必要だということで、公債発行額が2001年度に比べます

と、５兆円ほど増えるというような試算になっておるわけでございます。 

９ページを見ていただきますと、一般会計の税収、歳出総額等の経年変化を見

たものでございます。一番上の折れ線グラフが歳出総額。その下の折れ線グラフ

が税収でございますが、ご覧いただけますように90年代以降両者の差がだんだん

開いてきているという状況にございます。 

10ページ以降、３ページにわたりまして、こうした財政状況について昨年の秋

以降、民間調査機関が幾つかの研究を出しております。それを挙げてございます。

もう詳細な説明は省かせていただきますが、10ページが「21世紀政策構想フォー

ラム」、11ページが「経団連」、それから12ページが「野村総研」でございます。
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あと今年の１月には「経済同友会」の方でもお出しになっておられますが、いず

れも公共投資あるいは社会保障、あるいは税制についての仮定、あるいは御提言

が置かれているところでございます。 

それから各国の財政再建ということを、一番最後に何ページかにわたって付け

ております。これも御案内のところですが、13ページにはアメリカの例を挙げて

ございます。アメリカは80年代の半ばから、いろいろ苦労をしてまいりましたん

ですが、現在この「財政再建に向けての取り組み」というところにございますよ

うに、90年から包括財政調整法というものを設けまして、医療保険などの個別の

具体的な歳出削減、あるいは増税を実施すると同時に裁量的経費については頭打

ちのキャップというものを設けます。あるいは、義務的経費については、日本の

スクラップ・アンド・ビルドのようなことですが、ペイ・アズ・ユー・ゴー原則

ということで、何か新規の政策ということをやりたければ財源を持っておいでと

いうようなこと等をやっておるわけでございます。 

14ページがイギリスの例でございます。イギリスも財政健全化の目標を設けま

して、サッチャー政権以降、民営化、御案内のとおりブリティッシュ・ペトロリ

アムでの問題でありますとか、ガスでありますとか、ブリティッシュ・テレコム、

あるいはロールスロイスというのを、こうした民営化あるいはエージェンシー化

をやると、あるいは97年５月のブレア政権も同じような財政政策を引き継いでお

りまして、我が国のいわゆる建設公債の原則のようなゴールデン・ルールという

ものを導入したりしておるほか、歳出については各省ごとに限度額を厳しく設け

ているということでございます。 

一番最後に、イタリアの例を付けております。御案内のとおりイタリアは、マ

ーストリヒト条約加盟という大きな外的要因もありまして、財政健全化に非常に

努力をしてきたわけですが、財政健全化に向けての取組みのところにございます

ように、やはり政策を新しくやるには財源は必要だ、あるいは歳出面では年金制

度改革あるいは医療制度改革、歳入面では所得税の増税あるいは付加価値税の引

上げ等。 

あと、イタリアではよく言われますが、財務警察による脱税摘発というような

ことを実施しておるのでございます。詳細はよくわかりませんが、97年度で見て

みますと、約８兆から９兆リラ、この財務警察というところでやったようでござ

いまして、大体、税収の1.5％程度を財務警察の努力によるというようなことが言

われております。 

以上、大変端折りましたが、とりあえず資料の御説明に代えさせていただきま

す。 

（麻生議員） ありがとうございました。どうぞ。 

（片山議員） 地方財政について、また国と地方のあり方とかの分科会ができますか

ら、そこで説明させていただきますが、簡単にポイントだけを言いますと、地方

関係の借入金の累積は188兆円です。国の関係を入れて666兆円。そのうち188兆円

が、地方の累積の債務となります。 
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それから、この３～４年ずっと毎年度10兆円を超す経常的な収支不足で、特に

来年度は恒久減税の影響まで入れますと14兆円です。地方財政の赤字の表向きの

数字は国の財政より良いですけれども、ここ数年で急速に悪くなっている団体が

増えていまして、特に公債費が急増して大変財政を悪くしている団体が急速に増

えていまして、2,000を超えています。3,300の地方財政は、まとまった１つの財

政ですから、グロスはともかくとして、個別の団体では相当の財政赤字の団体が

出ておりますから、これらをどうやって財政再建をしていくかということが大き

な課題です。また、別の機会に申し上げます。 

（麻生議員） ありがとうございました。 

それでは、資料５について吉川先生の方から。 

（吉川議員）  それでは私の方からお手元の資料５について説明させていただきます。

お手元の紙にもあります通り、これは民間の４議員連名でございます。他の議

員の皆様方から私が説明をするようにということを言われましたので、私が説明

させていただきます。しかし、４議員は随分時間を使いまして、十分相談をしま

した。したがって４議員の総意というふうに御理解ください。お手元の資料を見

ながら聞いていただけたらと思います。 

まず、基本的な考え方でありますが、私共は日本経済の活性化を実現するため

には経済構造改革と財政の効率化を進める必要があると考えております。そのた

めに、経済財政諮問会議は内閣総理大臣のリーダーシップの下に、３つの項目を

重点的に取り組むことを提案いたします。 

まず第１は「経済新生アクション・プラン」の策定。 

第２が、予算編成プロセスの改革。 

第３に、中長期的な再生のあるべき姿を提示する財政運営の基本を策定するこ

とであります。こうした成果を平成14年度の予算編成に反映させることを強く求

めたいと思います。 

以下、「経済構造改革」「財政の効率化」につき、それぞれ説明させていただ

きます。 

経済構造改革を進めるための「経済新生アクション・プラン」の策定。これは

２つの目的を持っております。 

第１は、お手元のペーパーで「Ａ」となっておりますが、「持続的な成長と雇

用拡大を実現するためのプラン」です。 

持続的な経済成長というのは、後ほど述べる、あるいは既に本日問題になって

おります不良債権、雇用不安、財政赤字といった、日本経済が抱える深刻な問題

を抜本的に解決する、言わば切り札と言うべきものですが、そのために「経済新

生アクション・プラン」では、具体的に３つの提言をいたしております。 

第１は「規制改革」であります。具体的には、そこに書いてあるとおりであり

ます。 

２番目は「経済諸制度の整備」ということであります。この点については、既

に牛尾議員からも御説明がありました。 
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第３は、少し長くなりますが、将来の経済発展を生み出す科学技術を育て、そ

うした技術を社会的ニーズ、潜在的需要に結び付け、新しいリーディングセクタ

ーを生み出す。こういう考え方であります。これも具体的には、お手元の１枚目

のペーパーの一番下に、ＩＴ・ＢＴ・ＮＴといった技術、あるいはテーマ的に環

境、少子高齢化対策、女性の活力の活用、大都市環境整備といったようなことで、

既に政府が掲げている目標も含めまして列挙してあります。 

２枚目に移りまして、アクション・プランの第２の目的には、増大する将来不

安、リスクへの対処であります。この点については、先ほど平沼経済産業大臣か

らも御発言が既にございました。同様の趣旨であります。 

不良債権の先送り、雇用不安、財政・社会保障の将来に対する不安。それによ

って生じる、高齢化、老後の不安等、将来不安やリスクの原因となっている構造

的問題に対して、このお手元のペーパーに書いてあります不良債権の処理の促進、

雇用の流動性を高めるための環境整備、社会的弱者に焦点をあてたセーフティ

ー・ネットの構築、財政・社会保障の将来像の明確化等を早急に進め、将来不安

を払拭することを提言しております。 

以上が「経済新生アクション・プラン」でありますが、続いて経済財政諮問会

議が取り組むべき「財政の効率化」について説明させていただきます。 

これには、平成14年度予算の編成プロセス、財政・社会保障の将来像を明確に

するという２つの柱がございますが、まず第１に、概算要求基準等予算編成プロ

セスの改革を行う必要があるということを提言したいと思います。 

予算編成プロセスの透明性を高め、政策のアカウンタビリティーを向上させる

ことは、財政再建の言わば前提条件であると言えます。先ほど主計局長から縷々

御説明があったわけでありますが、財政再建が非常に重要な課題であるわけであ

りますが、仮に将来国民に負担増を求めるということになれば、支出面での効率

性ということを担保することが、必須の条件になるだろうというふうに私共は考

えております。支出面に関する信頼がなければ、国民は１円でも負担増には応じ

ないであろうと、そういう考え方であります。 

そうした目的のために、省庁横断的に重点化すべき歳出項目と、その規模等を

盛り込んだ平成14年度「予算大綱」、また、予算案取りまとめの方向性を明示す

る「予算編成の基本方針」を策定いたします。 

第２に、財政・社会保障の将来像については、これを明確にする「財政運営の

基本」を策定いたします。この第２の財政運営の基本策定のプロセスでは、マク

ロ経済モデルが活用され、国民負担率等について踏み込んだ議論がなされるはず

です。 

なお、予算の効率化につきましては、民間議員と財務省との話し合いが予定さ

れております。以上であります。 

（麻生議員） 後の別紙のところはよろしいんですか。 

（吉川議員） お手元の資料には、別紙が３枚付いておりますが、この点も含めまし

て本間議員から補足説明をしていただくことになっております。 
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（本間議員） それでは、吉川議員の御説明に対して、補足的な視点から追加の意見

を述べたいと思います。先ほどの林主計局長の御説明にありましたとおり、各国

の財政再建というのは、経済の活力、ファンダメンタルな強化という点と、財政

部門内部における自律的な改革というものがセットになって初めて可能になって

おりまして、その点で我々有識者議員のこの提出メモにおきましても、経済の活

力の問題と財政の構造改革あるいは効率化というものを両面から進めることによ

って、持続可能で国民から信頼の与えられる財政というものを構築するという観

点でまとめられております。 

前回の我々のメモにおきましても、この点は強調させていただいたわけであり

ますけれども、そのときに御賛同いただきましたとおり、総理のリーダーシップ

の下で経済財政諮問会議がスタートをした。そのことを国民にメッセージとして

明確に発信をしていくということが、非常に重要なポイントであるということを

確認をさせていただきました。 

したがいまして、我々は言わば俗に言われております、行政内部における主導

権争いというのは、そういう次元の低い問題意識ではなく、むしろ公共的な意思

決定における透明性と効率性の向上という観点で、関連の省庁というものが十分

に意見調整をし、そして、よりよい姿、形にこれを仕上げていくということが、

我々議員の主たる役割の１つになるであろうということで、この問題について問

題提起をさせていただいているというのが真相でございます。 

先ほど、吉川議員の方からお話がございましたけれども、財務省の主計局長を

中心にして、一度御説明をいただきながら、経済財政諮問会議が果たし得る役割

について今後形づくりをして、そして、透明感ある総理のリーダーシップが発揮

できるような状況というものを協力しながらつくっていくということが、肝要で

はないかという具合に私共は考えております。 

その点で１つの、我々まだ不十分でありますけれども、この予算編成のポイン

トにつきまして、補論では事実認識も含め少し不十分な点もあろうかと思います

けれども、「予算編成プロセスの改革」あるいは「中長期的な経済財政のあるべ

き姿の提示」という形にまとめておりますので、これをまた踏まえながら、今後

是非この場におきましてか、あるいは我々の議員レベルにおきまして、それぞれ

勉強する機会を与えていただきまして、十分に意思疎通を図らせていただきなが

ら、総理のリーダーシップが発揮でき、ここでの議論というものが予算編成上、

十分に考慮し、反映させたということを国民がわかりやすく理解できるような、

そういうスタイルというものを是非御教授いただきながら、確立させていただき

たいというのが、この報告書の実は真意でございます。 

（宮澤議員） 先ほど御説明を吉川先生からもいただきまして、要するに皆様方に骨

太な問題を集約し提起していただいて、それが予算編成をリードしていくという、

是非それをお願いしたいわけでございますが、先ほど吉川先生のお読みになりま

した２ページの「省庁横断的に重点化すべき歳出項目とその規模等を盛り込んだ

平成14年度『予算大綱』の検討・策定」というところがございまして、その一番
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おしまいのフローチャートを見ますと、これが５月に「平成14年度『予算大綱』

の検討・策定」とございます。ところが、骨太の方針はそれからずっと６月ごろ

までございますわけなんですが、この「予算大綱」というものが５月にできると

いうのは、ちょっと想像できないことだと思います。 

（麻生議員） 吉川先生、「予算大綱」という言葉を、ぱっと私が聞きますと、自民

党の税制大綱とか、大体12月にできます予算大綱と。あのイメージなんです。こ

れは骨太の何とかとか、いろんな表現があるんだと思うんですけれども「予算大

綱」という言葉の持っております意味は、大体そんな意味。 

（宮澤議員） それで、規模と書いてありますから、金額があるようになると、５月

というのは。 

（麻生議員） 額まではとても。 

（本間議員） 言葉使いのところで、少し誤解を生じやすい部分がございましたけれ

ども、この大綱の真意は、これは総理大臣が新年度の予算を策定するに当たって、

大きなガイドラインを示すという具合に御理解いただければという具合に思いま

す。金額等をここの段階で決めるということは、経済情勢等も…。 

（宮澤議員） 歳出項目とその規模を盛り込んだとありますから、この５月にはとて

もこの作業はできないし、そもそもお願いしていることは骨太の問題を予算のリ

ードにしていただきたいというわけですから。おっしゃった意味はわかりました。

（牛尾議員） 骨太の方針というのを再度確認しますと、今、申しましたサービス分

野の活性化や、女性の活力化や、新規のＩＴやＢＴの部門や、あるいはその他大

都市に対する投資をするなど各省にまたがっている問題について、骨太なデザイ

ンをつくって提示すると。それを財務省が受け取って各省に分担して査定してい

くというように理解したらいいですね。 

（宮澤議員） そういう意味です。 

（牛尾議員） それは、一番現実的だと思います。 

（片山議員） それは、非常に大事なことです。 

（牛尾議員） ただ、長年各省から上がってくることに慣れている作業が多いもので

すから。例えば、ＩＴの例ですと、ＩＴ本部ができて、来年度のＩＴ予算という

ものが、基本的にやはり骨太なＩＴ全体の予算というものをＩＴ本部がつくって、

それを各省に下ろしていくというプロセスになかなかならない。やはり各省から

出てきたものを集めてしようとする姿になるんです。そこのところは相当仕組み

として努力をしないと、集中と総合はうまくいかないということについては、我々

も非常に大事に研究していこうと思っています。 

（麻生議員）  おっしゃるとおりです。ＩＴの件につきましては、実際に200幾つのあ

れがずっと出ておりますけれども、日を決めてずっとやったのは御存じのとおり

ですけれども、あの中では、やはりある程度各省がもうＩＴと名の付くものは全

部入っていて、ちょっと悪乗り的に乗ってきた部門というのもないわけじゃない

んです。それはかなり御批判もあったんです。かなり、ばっさりやったことも確

かです。 

17




平成 13 年第４回 議事録 

傍ら、我々が考えていることが、これ何でないんだと言って、これに突っ込ん

だところもございまして、そこは結構いろいろ、はっきり申し上げて初めてのこ

とにしては、役人にしてはと言うべきか、いろいろな表現があるかと思いますけ

れども、随分切ったり貼ったりして、くっつけたりしたことも確かなんで、そこ

は随分いろいろ村井先生から見たら、もっとこうとかと笑われるところだとは思

いますけれども、かなりやったことも確かで、あれが多分１つの、他も今後いろ

いろ出てくるときには、あれが１つの例になるかなとは思っております。 

（牛尾議員） ＩＴ総合予算が、骨太に今年の６月か７月に、来年度のＩＴ関連がで

き上がるというように理解していいわけですね。 

（麻生議員） はい。少なくとも３月までに、一応重点計画というのができあがるこ

とになります。 

（片山議員） というよりも、むしろ各省庁の概算要求の指針になるんじゃないです

か、予算大綱、ガイドラインは。財務省じゃなく、各省の、例えばＩＴ予算なら、

それぞれの関係の省庁はどうやるかというガイドラインになる。 

（麻生議員） それはそうです。３月までに、と申し上げているのはそれです。 

（片山議員） そうでなければ、５月、６月の意味がない。８月までに概算要求する

んだから。 

（吉川議員） お手元の私共のペーパーの４ページ目、補論のところになりますが、

真ん中よりちょっと上辺り「上記（１）、（２）共に」というところがあります

が、そうしたプロセスで、ここにもありますとおり総合科学技術会議、ＩＴ戦略

本部など、こうした組織が予算編成上も然るべきアドバイスをすべきではないか

というのが、私共が話し合ったことであります。 

（奥田議員） 私も同じなんですけれども、４ページの今、吉川先生の言われた更に

下の方ですけれども「また、与党、関係省庁との調整を適時、適切に行い、経済

財政諮問会議の議論へ反映させることとする」ということで、上と下とで両方調

整を一応掛けるということであって、上から何か覆い被さっていくとか、そうい

う気持ちじゃないという。十分各省庁とはお話しをさせていただきたいと。 

（吉川議員） 予算ですから、そもそも国がお金を使うということですが、そうした

重点分野については、金を使うということだけではなくて、関連した規制改革と

か、法整備とか、そうしたものと総合的に予算も編成して、予算が然るべきアナ

ウンスメント効果を持つようにし、世の中に日本の政府はどういうことを考えて

いるかを明らかにする。社会を変えていくというか、あるいは社会の進むべき方

向について、予算だけではないですが、予算もその方向性を示す一翼をしっかり

と担うべきだと思います。 

（麻生議員） やはり予算編成、予算大綱というと、私たちは来年辺りの…。 

（吉川議員） その名前はちょっと…。 

（森議長） きちっと新しいネーミングにした方が良いんじゃないかな。 

（麻生議員） そうですね。骨太なんて。 

（森議長） 今すぐ決める必要はないと思うが。 
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（麻生議員） どうぞ本間先生。 

（本間議員） 骨太という意味なんですが、先ほどから御議論がございますとおり、

総理のリーダーシップの下でプライオリティーというものを時代に相応しいもの

に変えると。その方針をここで議論をしていくということは、これは第１の責務

として非常に重要なことだと思いますが、その点に加えてやはりそれでやりまし

たときに、起こってくる危険性というものは、そのプライオリティーを付けた部

分のところがお化粧的に、今までの予算編成の上のところで金額を上増ししたと

いうようなイメージだけで取られると。 

そして、実態が先ほどの御議論がございましたとおり、ＩＴであればそれに皆

が乗ってくるという、そういう対応だけでは骨太な改革はできないのではないか

というのが、私共の認識でございまして、その根雪の部分のところ、あるいは言

い方を変えますと、非裁量的な経費の部分の中身を、やはり見直しながらプライ

オリティーを付けるべき部分のところに、より大きなシフトをさせていくという

ことも骨太な議論ではないかという具合に我々は認識しておりまして、そういう

点で言いますと、やはり従来の財政の編成、あるいはこの主計局を中心にする査

定というようなものを、どのような形でなされているかということを精査をする

と、あるいは方向性というものをきちんと見ていくということも、ここでの役割

の１つになってくるのではないかと。 

個々の積み上げとか、そういう問題をここでやるということは、とても不可能

なことでございますけれども、少なくとも裁量的な経費と非裁量的な経費のバラ

ンス。先ほどの主計局長の御説明にもございましたけれども、ペイ・アズ・ユー・

ゴーとかキャップとか、こういう考え方はまさに当然視されていたものまで見直

していくということが、骨太な財政の予算編成における重要な課題になってくる

ということでございますので、そこら辺の部分についても是非ここで議論をして

いく。しかも、それは先ほど申し上げましたとおり、財務省を中心にしながら、

従来予算編成を行ってきて、主たる活動をされてきた分野との協力関係というも

のを是非ここで構築しながら、目に見える形での変化というものを是非ここで打

ち出していくということが、１つ大きな骨太な議論ではないかという具合に考え

ております。 

それが、我々民間議員のそれぞれの立場からの賛同を得たポイントがここにま

とめられている。 

もう１つは、従来の予算編成と違いますのは、これは行革の手法というものを

入れ込むということが、もう１つ外部評価も含めて、委員もこの間任命されてお

りますので、事後的な評価、事前的な評価というものがフィードバックするスタ

イルというものを予算編成の中で、これを入れ込むということが必要になってま

いりますので、これは総務省の管轄ではございますけれども、この辺のところも

これまでとは違った形での御議論というものがあり得るかということでございま

す。 

そういう全体的なシステム、メカニズムの問題を、やはり骨太に整理をしてお
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くということが、私は第１期の議員、あるいは最初のスタートの年次における重

要な課題になってくるのではないかということであります。 

（平沼議員） それに関連して予算編成の手続、順序というのも１つ大きな論点だと

思います。今のお話に関連しますけれども、やはり国民にわかりやすくて透明性

のあるということであれば、予算編成に当たっての物差しみたいなものをきちっ

と提示することが必要だと思うんです。例えば、人材をどうやって育成するかと

か、ＩＴで盛んにやりましたけれども、世界最先端のＩＴ国家を目指すとか、そ

の他のことが幾つかあるんです。そういう目標に向かって、そういうコンセプト

で予算をつくっていきますよ。それから、受益者の負担をどうするかとか、ある

いは社会保障制度、そういうものをどういうふうにやっていくか、予算の中でつ

くるに当たってこういうグランド・デザインですよと、だからこれに向かってこ

ういうことをやっていきますよと、そういうグランド・デザインが私はコンセプ

トとして必要じゃないかと思います。 

（片山議員） 私はかねがね、景気対策と財政構造改革を二兎追う構えが必要だとい

うことを言ってきました。景気対策は後退できません。これは今までどおりしっ

かりやるというメッセージを強く出すこと、これはもう当然です。そこで、財政

構造改革はどうやるかというと、規制緩和と予算の重点化、それしかないと思い

ます。規制緩和は、新たに３ヵ年計画をつくりますが、それはちょっと置いてお

きますと、予算大綱の中で予算の重点化というかシフトを変えるというのか、そ

れをはっきり打ち出すべきだと思います。財政構造改革は予算の中身を変えると、

量じゃなくて質を変えると。こういうことがここで出れば、大変な前進だし国民

も安心すると思うんですけれども。 

（吉川議員） もうおっしゃるとおりです。 

（片山議員） そういう狙いでしょう。それで各省の概算要求を抑えるというか調整

すると、こういうことだと思います。そうすると、性格付けになるんです。予算

の性格が出てくる。 

（福田議員） それをもう少しわかりやすい話で申しますと、我々政治家は非常にこ

ういう議論を承知しているんですけれども、要するに公共事業を増やすか減らす

かという話ですね。公共事業の中も、長野県じゃないけれどもダムをやめるのか

やめないのか。これは国土づくりの根本的な問題であり、長期的な視野に立って

考えていかなければいけない問題で、これは、予算編成上はもうすぐ突き当たる

問題なんです。そういうものをこの中にどうやって取り入れていけるのかという

ことで、これはもう非常に具体的な問題で、やるのかやらないのかという話でご

ざいますから、こんなことをこの中で議論できるかできないかということもある

んです。しかし、これは非常に国民的にもわかりやすいし、我々もすぐ直面する

政治的な課題だということなんで、ここに今、アクション・プランに書いてござ

います。これはもう、私はもっともな話だと思うんです。しかし、具体的なそう

いった、今の現実的な問題とどのように組み合わせていくかということを、やは

り議論していただかないと話が進まないんじゃないかなと。予算というのは限ら
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れた金額の中で考えるということです。 

（片山議員） 政策評価の話も出ましたけれども、総務省として政策評価を来年度か

ら始めますが、やはり事前評価などで早く取り上げるのは公共事業とＯＤＡと研

究開発だということで、今検討しています。それを予算編成につないでいただく

と、両方良いと思うんです。 

（吉川議員） 今の官房長官のお話を伺いまして、ダムという具体的な例も出ました

けれども、ダムも含めてですが、環境とか国土保全とか、いずれにしてもそうい

うことに関しまして、また私共のペーパーの４ページの先ほどのところですが、

そういうようなことに関して、要するに私共としては専門家の知見が、もう少し

ガラス張りのところで物差しと言いますか、基準として活かされればいいんでは

ないか。それぞれの項目について専門家の方々が、具体的には科学者とか技術者

といった方々が、どういうような知見を持っておられるか、どういう意見を持っ

ているかというようなことが、予算編成上も、もうちょっと活かされて、物差し

になれば国民に対してもそれなりの説得力を持つんではないか。第三者が、専門

家がそういうふうに判断しているんだということが、もっとオープンにされたら

いいと。 

（牛尾議員） ですから、アカデミアの先生方がおっしゃっている話と、今の片山大

臣がおっしゃっている方向と、それから福田官房長官のおっしゃる非常に具体的

な公共事業をどうするという話が、なかなか難しいのですが、結局構造改革路線

に景気対策が踏み出しているなというメッセージが、投資家に伝わればいいので

す。海外投資家は、日本が構造改革の方向に踏み出せば、投資は一番日本がいい

と考えています。 

この政権は、来年度に向かって構造改革路線で景気対策を行うという味わいの

ある表現をする事が必要だと思います。しかも、実際にやはり一歩踏み出さない

といけないので、プロジェクトでそれを表現する部分が半分と、あとは考え方で

見せるということの半分のところを、是非大臣のこれからの社会へのメッセージ

で伝えてほしいということが非常に大事だと思うのです。 

（福田議員） 予算編成というのは、極めて現実的な話なんです。今のメッセージと

いうのは、ちょっと現実から離れたような部分もあるような感じもするんです。

しかし、それを突き詰めて行けば現実になるんですけれども、それとどう噛み合

わせていくかという、そこのところの問題だと思います。 

（片山議員） ダムをやめるんじゃなくて、ダムを縮小するという考えではあります

よ。 

（福田議員） だから、それが良いのか悪いのかという議論があるんです。 

（麻生議員） まだいろいろ御意見もあるんだと思いますけれども、一応あと５分で

７時30分になりますので、今日は先ほど牛尾先生がおっしゃいましたように、構

造改革で景気対策をやっていくんだとか、財政改革もそれにつながっていくんだ

と思いますけれども、そういった方向を含めまして、国民負担率の議論等々大変

重要な御提言をいただいておりますので、御議論は尽きないとは思いますけれど
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も、マクロ経済バランス等々、宮澤先生からの御議論があったように、宮澤先生

さっきお見えでございませんでしたけれども、大体これ７月ぐらいまで、約半年

ぐらいは掛かると思いますので。 

（宮澤議員） ありがとうございます。いろんなことに使えますから。 

（麻生議員） 一生懸命、今やらせていただいております。それでは、総理から御発

言をいただきたいと思います。 

（森議長） 今日は、ファロン大将が間もなくお見えになりますので、ちょっと御無

礼をいたしますが、経済財政の基本的な課題につきまして、皆様から熱心な御議

論をいただき、財政を含む我が国の経済社会全体の構造に向けた諸課題の解決に

ついて、真摯に取り組むことの必要性を再認識させていただきました。 

その際重要なことは、日本経済の潜在的な発展可能性を十分開化させ、強い日

本経済を構築するための方策と、国民が安心と希望を持てる経済社会の実現を目

指した処方箋を示していくことであります。 

このとき、アメリカの経験にも見られるように、構造改革を一層推進し、経済

を活性化させることが財政の健全化にも寄与するという好循環メカニズムの存在

を忘れてはならないと考えます。 

こうした観点から、５、６月を目途に骨太の方針を取りまとめることが重要で

あります。このためにも、先ほど報告がありましたように、重点検討分野につい

て早急に検討を開始していただきたいと存じます。 

以上、よろしくお願いを申し上げます。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、今日は経済財政の基本的な課題

ということで、いろいろ御意見をいただきましたけれども、当面の経済運営とい

たしましては、先ほどお話がありましたように、景気回復に軸足を置いて、経済

を一日も早く本格的に軌道回復に乗せる。これは、もう最重要課題であるという

御意見が大勢だったと思います。 

また、日本経済がいわゆる潜在力というものを発揮していくためには、先ほど

お話があった構造改革というものが大事なんであって、それによって経済が活性

化されていくという方向でまとめることも重要。 

３番目は、さっきの林主計局長の方から話がありましたように、財政構造改革

というものは必ず実現しなければならぬという課題ということも、御認識をいた

だいたところだと思っています。 

財政状況の改善に当たりましては、いわゆる構造改革によって成長が加速され

たり、また雇用の拡大というものが重要と。 

諮問会議といたしましては、いわゆる予算編成を行うに当たっては、政策主導

ということで、かつ予算編成の在り方が外部にも見える、ビジュアルに予算編成

の在り方が変わったという感じを国民に示すことが重要ということで、また更に

は国民の将来を考えますときには、やはり何となく将来に対する不安感というの

を払拭するためには、いわゆる不良債権の処理とか、セーフティー・ネットの構

築とか、また中長期的な経済財政のあるべき姿というようなものを提示すること
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が重要ということで、こうした観点から大きな枠組みを議論すべきという意見は、

大変的を得たものだと思いましたけれども、その中でも国民負担率につきまして

は、成長率や財政収支などと同様に大変重要な指標であると思ったところです。 

国民負担率に関しましては、いろいろ議論のあるところだと思いますので、社

会保障制度等々の議論と並行して進めていくことにしたいと思っております。 

以上のような観点から、この諮問会議の取組みといたしましては、５月、６月

を目途に予算大綱じゃなくて、骨太な方針をまとめるということが重要というこ

とも意見の大勢だったと思っています。 

また、今後の議論のためには、宮澤先生の言っておられました、マクロ経済と

財政及び社会保障制度等々が一体となりましたマクロ経済モデルというものの開

発が重要でありまして、これは経済社会総合研究所並びに私共の事務局に対して、

改めてモデルの作成を指示いたしておりますので、大体これだけ大きなことをや

りますと半年ぐらいいただかないと、幾ら何でもと言われておりますので、それ

までに何としても、つくり上げたいと思っております。 

大体、以上でありますけれども、本日の議論の３日後の議事録の要旨の公表ま

での間につきましては、いろいろ御質問等々を受けられることかと思いますけれ

ども、御自分で発言されたこと以外のことにつきましては、対外的には明らかに

されないようにお願いを申し上げる次第です。 

次回は、社会保障制度というのが問題になっておりますので、この問題につい

て議論をすることといたしまして、その回には、この内閣府設置法第22条第２項

に基づきまして、審議事項に特に関連の深い坂口厚生労働大臣を臨時議員として

会議にお招きをいたしたいと思っておりますので、あらかじめ御了解いただいて

おきたいと存じます。 

誠にありがとうございました。ぴったり７時半だと思いますので。 

（森議長） どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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