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第 7 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 4 月 18 日( 水) 17:30～19:10 

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 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 谷津 義男 農林水産大臣


同 扇 千景 国土交通大臣


（議事次第）  

1．  開会

2．  議事

(1) 景気判断の変更等について

(2) 社会資本整備について

(3) その他

3．  閉会

（配布資料）  

資料 第 6 回経済財政諮問会議議事要旨

資料 日本経済の現状

資料 扇臨時議員提出資料

資料 谷津臨時議員提出資料

資料 奥田議員・吉川議員提出資料

資料 社会資本関係参考資料

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  

○  麻生経済財政政策担当大臣より本日の議事の紹介が行われ、扇国土交通大臣

及び谷津農林水産大臣が臨時議員として出席することが説明された後、第 6 回

諮問会議議事録が諮られた。
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○景気判断の変更等について

（麻生議員） 先般の月例経済報告における景気判断の変更等につき岩田政策

統括官より説明させる。

（岩田政策統括官より補足説明）( 資料２に沿って説明) 前月の「景気の改善

に足踏みが見られる」という判断を、更に一段と厳しい見方をして、今月

は「景気は弱含んでいる」という表現に下方修正した。業況判断の大幅な

悪化、生産も１～３月期に入ってから減少、企業収益の伸びは相当急速に

鈍化。設備投資の伸びは、1 ～３月期は前年比でみれば増勢を維持すると考

えられるが、４～６月期は企業収益の伸びや機械受注の伸びの大幅な鈍化

から、前期比ではかなり鈍化する可能性。消費は、１～３月期はある程度

持ち直すと思われるが、４～６月期は家電リサイクル法対象の４品目の反

動減の可能性がある。物価は、現在は緩やかなデフレ状況。

アメリカの景気については、企業収益の伸びの鈍化を背景としてＩＴ関

連の投資が今後どうなるか、株からのキャピタルゲイン要因の剥落に伴い

消費の今後の動きがどうなるかが、先行き注意して見るべき点。

（速水議員）	 今の説明と同じような認識から、「調整局面にある」という表

現を用いて４月の金融経済月報を出した。短期市場金利が落ち着いており、

株がここへきて大分上がっている。長期金利についても、よく注意してみ

ていきたい。

○社会資本整備について

（森議長） 社会資本は、豊かで安全な国民生活や活力ある経済社会の実現な

どを図るため必要な基盤。また、近年の経済社会情勢の変化等に対応する

ためにも、重点的かつ効率的・効果的な整備を行うことが重要。今回は、

社会資本整備について、景気や財政との関係も踏まえつつ、今後どのよう

に進めていくべきか等につき議員の皆様の活発な御議論をいただきたい。

（扇臨時議員） 社会資本整備の必要性を改めて申し上げたい。日本の社会資

本整備が世界水準のどの程度であるかという認識をまず持つことが必要。

さらに、日本をどの程度の地位に持ち上げていくかが基本的に大きな論点。

経済の状況が悪いから社会資本整備はもういいということにはならない。

社会資本整備は少なくとも世界水準に達していない。例えば日本の物流

において（少なくとも10 分以内にインターチェンジに入ることができるか

１時間以内に主要都市に行ける）国際空港、国際港湾の水準はアメリカや

ヨーロッパに比べ遅れている。日本から世界中へ出てお金を使う人は世界

３位であるにもかかわらず、世界から日本に来る人は世界中で24 位という

ギャップをどう埋めるかは今後の社会資本整備の大きな問題の一つ。

グランドデザインを作る原点が、資料３として配布している全国の国土

交通地方懇談会で示した図である。10 年後、どの程度今の政策が完成して

いるかを示している。国土交通省になり、港湾、鉄道、道路のすべてが一
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緒に出来るようになり、初めて出来るのがグランドデザイン。また、2001 

年から国土交通省で手がける公共工事は、中止になるような工事には二度

と着手しないよう厳命している。

社会資本整備は財政困難だから切ってしまえばよいということではなく、

21 世紀に世界の中で日本がどうやって生きていくのか、日本の位置をどこ

まで持っていくのかという基本的なグランドデザインがなければ、社会資

本整備の良い悪いは判断できない。

（谷津臨時議員）（資料４に沿って説明）まず、21 世紀は人口・水・食料・環

境問題に、地球規模で取り組むことが必要。食生活の変化に伴って食料自

給率は年々低下しており自給率の低下傾向に歯止めをかけ着実な向上を図

っていくことが必要。農山漁村は、食料の安定供給機能はもとより、良質

な水源の涵養、国土の保全、自然環境の保全等多面的な機能を有しており、

農山漁村の活性化に向けた政策が不可欠と考える。

諮問会議の議論を進めるに当たっては、ヒューマン・セキュリティーと

いった観点と地域の持続的な発展を、今後、重点配分していく分野の１つ

と認識していただきたい。

（川村総括審議官より補足説明） 農林水産公共事業の具体的な内容について

説明する。まず、農業生産基盤の整備は、平成22 年に自給率45 ％という目

標を掲げており、汎用化水田の整備及び担い手の農地集積を高めること、

畑地かんがい施設の整備で野菜、果実等の高収益の生産を可能とすること、

農業水利施設の計画的な整備・更新に重点を置いている。

農山漁村の整備については、特に集落排水施設を中心に整備を推進して

いる。

林野公共については、健全な森林をつくるための間伐の促進、公的関与

による森林整備を実施することを重点としている。

水産分野では、より徹底した資源管理やつくり育てる漁業に転換をし、

公共事業も漁港、漁場を一体的に整備することとしている。

（奥田議員）（資料５に沿って説明）まず第１に「社会資本整備の基本的な考

え方」では、現下の厳しい財政状況や、公共投資規模が欧米等に比べ国民

経済に占める割合が高いこと等を勘案すると、投資規模の在り方について

も見直しが必要。政府は、税制・規制改革等の施策と十分連携を取りなが

ら、明確なビジョンに基づいた社会資本整備を行うべき。このため、重点

分野とそれ以外の分野の区別を明確にして、国民に示すことが重要。こう

した重点化を図ることで、社会資本整備は民間消費、投資を誘発すること

ができる。

また、重点化・効率化を実現するため、省庁横断的に企画・立案を行い、

コストと効果の観点から事業の優先度を判断すべき。また、その判断過程

を情報公開して進めるべき。

長期的な整備計画も、その役割の見直しを常に行い総合化を進めるべき

で、経済や財政の政策全体と社会資本整備が常に整合的に行われるような
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仕組みが必要。こうした考えを実行につなげるためには、強力な政治のリ

ーダーシップが必要。

２の「社会資本整備をより重点的・効率的に進めるための仕組み・運用

の検討」では、従来の「国土の均衡ある発展」という名の下に「全国画一

的な投資」が行われてきたことから、今後は「地域ごとの個性と責任に基

づく発展にするような投資」に変えていくことが重要。また、社会資本整

備に当たっては、国民へのサービス水準が明確に示されるべきで、投資額

だけでなく、具体的でわかりやすい基本目標・計画を情報公開すべき。ま

た、国と地方の役割を見直すことも必要。国は便益が国全体に及ぶような

プロジェクトやナショナル・ミニマムに関わる社会資本整備のみを行い、

住民のニーズや便益が地域に限定される事業は、財源調達も含めて、単独

又は複数の地方自治体に整備を任せるべき。「事業評価」については、常

にコスト効果を検証して、速やかに事業の判断や執行が可能になるような

マネージメントの仕組み、評価、チェックの仕組みをつくることが必要。

「事業間の分担・調整」では、総合的視点に立って事業内容や重要性等の

分担や調整を図り、効率的な投資を実施すべき。「事業実施手続」では、

住民参加型の手法を活用した事業内容の重点化を実施し、住民の理解を図

りつつ、予算を重点配分して事業を集中的かつ迅速に実施する等の事業管

理・執行が必要。

「重点的に推進すべき分野」については、公共投資の適正な水準の中で、

真に必要とされる社会資本を重点的に整備することが必要。具体的には、

「都市の再生」、「バリアフリー社会の構築」、「循環型経済社会の構築」。

また、公共分野におけるＩＴ基盤システムを構築することも、社会資本整

備の効率化やコスト縮減、民間への波及効果から非常に重要。

（吉川議員） 簡単に補足説明する。まず第１に、社会資本はハードだけでは

なく、ソフトも含めて広く理解されることが必要。

次に、景気と社会資本整備については、日本経済の現状からして、14 年

度予算編成において、政府の歳出を削減することは賢明でないと考える。

しかしながら、これは特定の支出項目を削減することを排除するものでは

ない。一般公共事業関係費の事業別シェアは、昭和35 年度から昭和55 年度

くらいまでは、かなり内容の見直しが行われてきたが、昭和60 年度以降は

シェアが固定化されている（資料5－2 参考2 ）。やはり、我が国の公共事業

は問題を抱えており、社会資本整備の中身は大胆に見直さなければならな

い。

景気との対応では、財政状況が非常厳しいことから、いわゆる大盤振舞

いというのも難しい。政府は、社会資本整備の中身を大胆に見直し、適切

な規制改革とも相まって、民間の消費、投資を誘い出すということが非常

に重要。

公共投資の配分を決める際、それが「役立っている、喜んでくれる人が

いる」というのでは不十分。あくまで他の支出と比べ「より役立っている」
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という比較の視点が必要。

社会資本整備は、国と地方との問題が非常に大きいが、資料5－2 参考5 を

見ると、1965 年には都道府県平均寿命で、明らかに進んだ都市、遅れた地

方という姿が浮かび上がるが、1995 年では逆転現象が生じている。平均寿

命の背後には乳児死亡率の地域格差という問題がかつてはあった。しかし

今は、進んだ都市、遅れた地方という問題の是正は、基本的に達成された

というふうに考えるべき。勿論、地方には地方特有の問題があり、都市に

は都市特有の問題があるが、一律に進んだ都市、遅れた地方といった見方

は、もはや当てはまらない。

最後に、公共投資を巡っては高コストの是正、その執行上の効率化とい

うことが指摘されており、いわゆる官公需法やその運用についても再検討

することが必要。

（扇臨時議員） 総理の御判断で、公共工事の入札と契約に関する適正化法が

昨年の臨時国会で成立したところであり、奥田議員が指摘された情報公開

もこの法律により適正にできるようになっており、事業評価も行っている

ので、公共事業に対する透明性が向上し、公共工事に対する評価はかなり

違ってくる。今までの公共事業と21 世紀の公共事業は違うということはご

認識いただきたい。

都市の再生については、昨年、大深度地下法が成立するなど、今度はソ

フトの面を重要視した21 世紀の国土づくりを目標にしてやっている。

公共事業の目標の視点を変えるということを、皆様の御提案で是非示し

ていただきたい。例として、関空を第三セクターで開いたが、関西の財界が

資金的に苦しくなるとその影響を受けてしまっており、国際空港として問題

である。こういうところには国が国民の税金を使ってきっちり責任を持つと

いうのが、公共工事の基本的な姿勢ではないか。

欧米諸国の３倍の公共工事をしていることは無駄だとの御指摘だが、投

資の方向性が間違っていたのではないか。例えば、北海道に高速道路を作る

としたとき、たとえ３倍の費用がかかっても地下につくれば、雪が降っても

閉鎖されず除雪の必要もなく、北海道の景観を壊すこともない。21 世紀のソ

フトとはこのようなものであり、環境を加味した公共工事をするべきで、そ

ういうことが骨太の日本の政策であるべき。

また、広域な範囲で知事同士が話し合わなければ、県単位の県益だけに

なる。

( 片山議員) 奥田議員、吉川議員の提言で問題点は大体網羅されている。公共

事業の重点化と効率化は不可欠。適正化法をつくったから相当進むという御

意見だが、それだけでは不十分であり、政策評価や情報公開とつなげること

が必要。現在の公共事業なら６～７割の金でできるとの議論もあり、工期も

３～５年位で集中投資すべき。

公共事業の中身を変える必要があり、ＩＴ・環境等を公共事業に位置づ

けて、補助率も上げ、既存のものは量を圧縮して補助率を下げることが一種
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の構造改革。量を減らさなくとも中身を入れ替え、質を変えるということを、

平成14 年度にはやるべき。整備の遅れている国際空港などもその中でやるべ

き。

また、ＰＦＩ法ができたのに、国では活用されていない。問題点を検証

して、もっと民間資金を公共事業に活用する工夫が必要。

それと、地方の単独事業が国の公共事業より多いが、国道等の直轄事業

に地方が建設費や維持管理費まで負担金を出しており、逆に地方道に国が補

助金出しているような状況はおかしい。国が責任持つものは全部国費で、地

方が責任を持つ事業は全部地方費でやるべきであり、一遍には無理でも何年

かで計画的にやるべき。地方単独事業をどう位置づけていくべきか、道路の

特定財源の扱いや、税制と絡めて見直す必要あり。

（平沼議員） 社会資本整備は、重点的、戦略的に行う必要があり、その際３

つの視点が大事。第１は国民全体の観点から、必要性が高い分野への戦略的

投資を行うこと。第２は、地域の選択と負担に基づく地域社会資本整備と国

の関与を見直して、そこに整合性を持たせること。第３は効率的な事業の実

施と、そのためのしっかりとした制度設計を行うこと。

（谷津臨時議員） 公共事業の見直しに関して、きちんと期間内でやるなど重

点的にやるという点は賛成。

今後の公共事業投資においても、国土の均衡ある発展という視点は絶対に

必要。農業、林業、水産業をやっている中で、水源涵養はかなり民間でも投

資している面がある。例えば、保水力を持たせるために保水力のある木を植

えるとすれば、そこから水道の水源が生まれてくるといった側面もしっかり

と見ることが必要。農業が持っている涵養機能は非常に大きく、その辺のと

ころを公共事業の中でうまく有効活用できるような方向に持っていくべき。

世界的な食料が逼迫することは明白であり、まもなく食料を買うことが

できなくなると思われ、自給率を45 ％とかそれ以上に上げるべき。そのため、

農地の汎用化等を図って、作物がつくれるようにすることが必要。

また、単に直接的な受益地域の大小を論ずるのではなく、国の責任を明

確に位置づけ、役割分担の在り方について議論を進める必要があり、国の責

任で行うべき分野については、補助金の有効活用と地方交付税による財政力

の地域間格差是正が必要。

（本間議員） 社会資本整備の問題には、政治的な側面と経済的な側面の両方

がある。政治と予算との関係、省庁別の行政の問題、執行の問題も含めて、

社会資本、公共投資のあり方について政治不信がある。政策的なプライオリ

ティーづけをして、きちんと21 世紀型に変更させていくことは、与党にとっ

ても肝要であり、覚悟を決めていただかなければならない。

また、経済的な部分にも対応するが、受益者と負担者との間に大きな乖

離が存在し、都市と地方、各産業間においてもバランスを失していることが、

日本の生産性、あるいは構造改革にとって障害になっている。この点につい

て総論の一致を各論にどのように結び付けていくかは、政治的な決断が必要。
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関空の問題について言えば、空港特会の中の問題として考えるのか、そ

れを超える問題として考えるべきか。道路特会を固有のものとして考えるの

か、全体の中で考えるべきかと同様。

マクロ的な公共投資の比率を、中長期的にどのように水準設定し、その中

において個別の社会資本整備をどのように精査をしていくのかは、今の省庁

体制と計画の問題を併せて議論しないと、改革が進んでいかないのが現実。

例えば、公共投資の計画には多くの独立した計画が存在をしているが、これ

までは総合調整が全く行われず、他から議論することがアンタッチャブルな

状況の中で、景気との関係での伸縮しかなかったことが、公共投資の硬直的

な配分につながり、費用の負担と便益の隔離や構造的な問題を生み出してき

たことは明らか。

例えば国際的な港湾を整備し、10 分でアクセスすることは必要だが、そ

れにより新たな付加価値を生み出す地方経済があるか、またそれを活用する

民間側の部門があるかは、コストとベネフィットの対応関係から極めて重要

なポイント。この点は各国とも共通に悩んできたという最近の動きがあり、

ニュー･パブリック・マネージメント、コスト・ベネフィット分析、発生主

義への公会計の見直し、契約におけるフィスカルオネスティ等が進んできて

いる。

今後とも基本的な部分を精査し、公共投資に対して国民がうさんくささを

感じている部分をどう払拭していくか検討することが必要。この点について

は政治的なリーダーシップにより、新しい時代にふさわしい社会資本整備の

スタートの時点を平成14 年度予算からスタートさせていくことが重要。また、

この点が景気調整に対する正当性を担保する上でも重要。

（奥田議員） 私どもの提案が都市部重点に移っており、農漁村、地方の辺り

が薄いとは感じている。政治の関係の話でもあるが、どちらに重点を置い

ていくかのバランスは非常に大事と思う。

（片山議員） 大都市圏の人々は、自分たちが納めた税金が公共事業という形

で地方に行っていると言うが、大都市圏は民間投資が相当あるし、客観的

にみて便益は地方の方が低い。都市向きには都市再生を緊急経済対策でや

るので大きくアピールすべき。これから公共事業を科学的手法で政策評価

を行い、情報公開していけば国民は安心するのではないか。中身は果敢に

変えていくべきであり、国土交通省や農林水産省は、ＩＴ・環境等を公共

事業に位置付けるなど改革していくべき。

（扇臨時議員） 均衡ある国土の発展、すなわち日本中どこへ行っても同じだ

というのは、もう20 世紀で終わりにすべきで、地域の特色に応じた個性あ

る都市づくりをすべき。ハードの世界は20 世紀、21 世紀はソフトの時代。

現状は、国際都市が幾つ必要といった全国のグランドデザインがなく、全

部が中途半端に終わっている。国際都市の在り方、地方の在り方をきちん

と分け、日本人の生活レベルを考えていくことが重要。

（森議長） 国土の均衡ある発展とは、同じような町づくりをすることではな
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かったはず。例えば、各県の競争等により、近隣地域に重複して港や空港

ができたことは、国土の均衡ある発展という政策をとり違えたものであり、

全体的なバランスを考えた政策が必要。地方に偏っているとの都市住民の

不満は、都市部の地代の高さにも原因がある。省や局の「縦割り」を直す

べき。政治による改革をこれまでも試みてきたが、具体的にこうするとい

ったことを諮問会議で示し、14 年度予算を作っていかないと、本当の経済

財政の改革にはならない。

（麻生議員） この諮問会議で予算編成の基本方針について議論することの意

味は重要である。予算の配分を変更すべきと考える人は、国土交通省、農

林水産省の中にもたくさんいるが、なかなか自由に発言できない。諮問会

議での決定を経て、これしかないと言えば、日本の役人のレベルは高く、

決まったことはきっちりやるはず。だから、最初に変更することは難しい

が、最大の課題である14 年度予算編成に向け、有識者議員の知恵をお借り

したい。公共事業はいかがわしいというイメージになったことが最大の問

題であり、概算要求までに検討が必要。

（速水議員） その他の問題ですが、緊急経済対策は構造改革を支援するとい

う方向をはっきりさせた点で高く評価。我々としても3 月19 日にかなり思い

切った金融緩和措置を講じたが、これがより役立つためにも経済対策が実

現していくようお願いしたい。

（麻生議員） 社会資本整備については、本日の議論を踏まえ、担当の有識者

議員の方々を中心に検討を更に深め、関係機関等との連携を図りつつ、骨

太の方針作成に向けて引き続き審議を行うこととしたい。

（森議長） 経済財政諮問会議は、本当に注目されている。私は議長として諮

問会議が、日本の経済財政政策の舵取りという大きな責務を担い、具体的

な政策を主導するとの責任感を持って、成果を上げることができるように

努めてきた。また、会議の議論は、要所要所において的確な政策運営の実

現に大変役立った。この会議の当面の重要課題は、短期的な経済財政運営

とともに、財政を含め我が国の経済社会全体の構造改革に向けた諸課題に

ついて検討を更に進め、来年度の予算を始め、今後の経済財政に資するた

め、社会保障、社会資本整備、国と地方の関係、経済活性化などに関する

骨太の方針を６月を目途に策定することである。20 世紀の終わりには一時

期我が国の社会全体が将来不安の中で自信喪失したようにも見られたが、

21 世紀を希望にあふれた100 年にするためにも、精力的な審議をお願いした

い。

（以 上）
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