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経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 13 年第９回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 5 月 31 日(木) 18:04～19:40 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 

議員 福田 康夫 

同    竹中 平蔵

同    塩川 正十郎 

同    平沼 赳夫

同    速水 優

同    牛尾 治朗

同    奥田 碩

同    本間 正明

同    吉川 洋

臨時議員 尾身 幸次 

同    坂口 力

同    武部 勤

同  扇 千景

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

内閣総理大臣 

内閣官房長官 

経済財政政策担当大臣 

財務大臣 

経済産業大臣 

日本銀行総裁 

ウシオ電機(株)代表取締役会長 

トヨタ自動車(株)取締役会長 

大阪大学大学院経済学研究科教授 

東京大学大学院経済学研究科教授 

科学技術政策担当大臣 

厚生労働大臣 

農林水産大臣 

国土交通大臣 

(1 )基本方針の構成、及び、経済活性化・社会保障制度・国と地方のあり方・社会

資本整備の各分野について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 8 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(目次案) 

資料 3 尾身臨時議員提出資料 

資料 4 平沼議員提出資料 

資料 5 速水議員提出資料 

資料 6 片山議員提出資料 

資料 7 坂口臨時議員提出資料 
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資料 8 武部臨時議員提出資料 

資料 9 塩川議員提出資料 

資料 10 本間議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第９回「経済財政諮問会議」を開催いたしま

す。本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、今回は小泉内閣としては、第２回目の経済財政諮問会議と

いうことになります。今日議論すべきテーマは、骨太方針のまさに目次をおおむ

ね決定していただくということになると思います。目次は後で御説明しますけれ

ども、基本方針の部分と、本論の４つのパート、したがって全部で５つのパート

になっておりますので、それぞれについて集中的に御議論いただきたいと思いま

す。 

なお、本日は坂口厚生労働大臣、武部農林水産大臣、尾身科学技術政策担当大

臣に臨時議員として会議に参加していただいております。また、扇国土交通大臣

が後ほど臨時議員として参加していただく予定になっております。 

なお、片山議員が国会審議の都合によりやむを得ず欠席されるということです

ので、遠藤総務副大臣に御参加をいただいております。 

諮問会議の議事録につきましては、従来どおりの扱いとさせていただきます。 

○基本方針の構成、及び、経済活性化・社会保障制度・国と地方のあり方・社会資本

整備の各分野について

（竹中議員） それでは、基本方針の構成等についての審議に移りたいと存じますが、

初めに総理からお願いします。 

（小泉議長） 今日は骨太方針の具体的議論の第１回の会合ですけれども、これは私

が所信表明に述べました、これからの構造改革、それを決めてもらう基本方針、

言わばこれから日本はどういう方向に向かって進むかという一番重要な問題を審

議していただく会議でもあります。国民が自信を持って痛みに耐えていけば、必

ず希望が待っているんだという基本方針を策定していただきたい。大臣の皆さん

も勿論、これからの経済財政運営に資するような骨太の議論を６月には策定して、

国民に向かって率直に語りかけていかなければならないものを皆さんに御審議い

ただくわけでございます。極めて短期間でありますが、集中的に議論をして、何

とか成果のあるものを出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（竹中議員） 	 総理ありがとうございます。 

それでは、資料の説明をしたいんですが、30秒ほど申し上げておきたいと思い

ます。 
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経済財政諮問会議は、これまで民間の議員を中心に、どちらかというと、ブレ

ーンストーミング的に非常に自由に発言をいただいて、それをその都度できるだ

けオープンにするということでやってまいりました。ここ１、２週間、実はいよ

いよとりまとめの段階に入りつつあるということで、マスコミが、今まで民間の

議員がおっしゃったようなことをいろいろ組み合わせて、何かおあるような議論

をばっとマスコミが出したんです。私も聞いたことがないような、知らないよう

なことがいっぱい毎日出てくるわけで、皆さんも混乱された方が大変多いかと思

います。 

恐らくこれを機に、今までやりたかった政策をやりたいというふうに出してい

る方と、逆にこれは絶対早くつぶしておこうというふうに出して、さまざまな思

惑があるんだと思います。是非申し上げたいのは、この１週間くらいの時点から

以降、我々はやっぱりブレーンストーミングの段階から、本当にとりまとめると

いう厳しい段階に入っていくんだと思います。我々も大変注意しますけれども、

皆様方におかれましても、そういった意味で情報が妙に外に出てあおられること

がないように、是非協力して、建設的な意見をしていただければありがたいと思

います。 

それでは、資料２に沿って説明を事務方からお願いしたいと思いますが、基本

的な考え方、まさに小泉総理がなさるメッセージの部分について、岩田統括官の

方から説明をしてもらいます。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、お手元の資料２をごらんいただきたいと思い

ます。基本的考え方ということで、その５つの節について簡単に御説明申し上げ

ます。 

まず１の「新世紀維新が目指すもの」ということで、ここにつきましては、自

信と誇りのもてる21世紀にふさわしい経済社会の仕組みを構築する。そのために

は、自立した個人の潜在力の発揮を妨げるような規制・慣行・制度を根本的に改

革して、既得権益を打破し、市場ルールを守る、あるいは社会正義を実現するよ

うな仕組みをつくり上げることが必要だということを述べております。 

２番目の「日本経済の再生シナリオ」につきましては、「構造改革なくして景

気回復なし」ということでありますが、基本的には構造改革というのは、効率性

の高い部門に民間、政府部門共に、よりよい効率的な資源配分を実現する。産業

活力を再生させる、社会的なニーズの実現を図る。こういうことが構造改革であ

って、そういう構造改革を通じてのみ真の景気回復があるということ。 

それから、不良債権の問題を解決すべきだけれども、この解決のためには、過

剰債務を抱えた産業と金融の再生、それと同時に新規成長分野の拡大が不可欠だ

ということを２節では述べようと考えております。 

３節でございますが、ここでは具体的に民間及び財政部門の構造改革を実行す

るために、具体的には７つのプログラムという形で書いてございます。 初の２ 

つは、経済社会活性化ということでありまして、主に民営化を通じまして、ある

いは規制改革を通じて、民間でできることは民間に任せるという基本原則の下に
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民営化を進める。 

２番目はチャレンジャー支援ということでございますが、これは起業・創業を

更に支援するような仕組みをつくり上げていくということであります。 

第２のグループは、国民生活を含めて豊かな生活がエンジョイできるような仕

組みに変えるのはどうしたらいいかということで、ここでは３つ、保険機能強化、

人材大国、生活維新プログラムということが書いてございます。保険機能につき

ましては、個人にとって「納得できるような税制」、あるいは社会保障について

も、「信頼される社会保障制度」というのをつくるためにはどうしたらいいかと

いうことで考えております。電子政府の実現によって、公的年金、医療、介護、

雇用保険に関して、社会保障の個人勘定を創設するということで、個人の生涯を

通ずるような給付と負担の関係が、だれにとってもよくわかりやすい仕組みにし

ていく必要があるんじゃないかということを考えております。 

人材大国につきましては、知的資産を倍増するということが経済再生のための

１つの大きな条件ではないかと考えておりまして、そのために必要な施策、ある

いは就業者に対して再教育でありますとか、失業者に対するセーフティーネット

というものを強化する必要がある。 

生活維新プログラムでは、仕事と生活が両立するようなプログラム、就業者の

多様な働き方を可能にするような仕組みをつくっていくということをうたってお

ります。 

それから、 後の「政府機能を強化し…」という部分でありますが、これは財

政部門の言わば構造改革ということでございまして、６番目の地方自立、活性化

プログラムというのは、地方の個性ある発展、自立した発展を促進するために、

さまざまな制度の改革を行う。この中には、国はお金も口も出さないという基本

原則の下で、その改革を図るということであります。 

７番目の硬直性の是正プログラムというのは、これは財政部門が持っておりま

すさまざまな硬直性、これは特定財源を始めといたしまして、社会資本の整備、

資金配分の問題、こういうところでいろいろな硬直性があるわけですけれども、

そういう部分を是正していくということがこのプログラムであります。 

「政策プロセスの改革」ということにつきましては、民意を反映したような仕

組み、すなわち透明性の高い仕組みをこの予算のプロセスに反映させていくとい

うことが大事ではないかということをうたっております。 

５番目の「中長期の経済財政運営」ということにつきましては、この７つの構

造改革プログラムを強力に進めるということで、これから不良債権処理に伴うデ

フレ圧力を克服していって、停滞の10年を抜け出して、「成長と生きがいのある

10年」を展望するということが可能になるのではないかということであります。 

財政改革の目標としては、第一歩として、30兆円の新規国債を発行するという

目標。そして、現実に経済が自律的な成長軌道に乗ってくるということであれば、

プライマリー・バランスを黒字化するという目標を実現するということを考えて

おります。 
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以上、簡単でございますが、 初の説明とさせていただきます。 

（竹中議員） 続いて本論の説明を小林統括官お願いします。 

（小林内閣府政策統括官） それでは、「本論」の方を御説明させていただきます。 

今、岩田統括官から御説明がありましたような基本的な考え方のところでは、

主として国民に向けたわかりやすいメッセージを中心に記述するということで、

本論では、これがいよいよ政策対応ということで、６章立てになっております。 

第１章が「構造改革と経済の活性化」でございます。これは諮問会議でこれま

でも議論してきたような問題を中心に、「１.構造改革と真の景気回復」というこ

とで、「創造的破壊のプロセスとしての構造改革」というコンセプトを全面に打

ち出して書き込む。 

２としまして「不良債権問題の抜本的解決」、これがまず第一の構造改革の手

順。 

それから、次に「経済の再生」ということで、「社会的ニーズと新しいテクノ

ロジーの出会い」以下、さまざまな政策対応を記述する予定でございます。 

その次の構造改革が「財政構造改革」ということで、財政バランスの実現なり、

歳出の徹底的な見直し、それから国民負担の在り方の検討等々を記述していこう。

次が第２章でございまして、「新世紀型の社会資本整備」ということで、これ

までの公共投資の硬直性だとか、依存体質の仕組み、投資規模等々について、問

題を提起するとともとに、２の「硬直性の打破」のところでは、特定財源等の仕

組みの見直し、更には３ページ目では、公共事業計画の抜本的な見直し等々を記

述していくつもりでございます。 

それから「事業主体としての国と地方」。国の役割等々、受益者の適正な負担

等々を記述する。 

それから、「重点的に推進すべき分野」。これも諮問会議で御議論いただいた

ものを更に若干追加したりして、ここにポツが６つ並んでございます。特に「地

方の個性ある活性化」という点を今回付け加えさせていただいております。 

５番目としては「効率性／透明性の追求」ということで、「事業評価」以下、

さまざまな追求の手段を書き込もうと。更には「経済・財政との整合性」という

ことで、公共投資のスケールの問題等を書き込みたいというふうに考えています。

「第３章 社会保障制度の改革」でございますが、１．に書いてございますよ

うに、「国民の『安心』と生活の『安定』を支える社会保障制度の確立」をしよ

うということで、ここに書いてございますような基本的な考え方に基づきまして、

２． に書いてございます「共通の課題」ということで「社会保障個人勘定の創設」

等々の構造改革のプロジェクトをここに入れ込んでいきたいと考えております。 

更に医療制度の改革ということで、維持可能な制度に向けてのさまざまな効率

化プログラム、あるいは医療費総額の伸びの抑制、こういうことを記述したいと

考えております。 

更に「年金制度の改革」のところでは、「共助の精神に基づく将来にわたり持

続可能で安心できる制度にむけて」ということと、「今後の検討課題」として、
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括弧内に書いてあるようなことを記述していきたいと考えております。 

「介護」のところでは、「介護保険の普及・定着」等々、その改善点等を記述

していきたいと考えております。 

「第４章 個性ある地方の競争－自立した国・地方関係の確立」ということで、

「問題意識」にも書いてございますように、現在、時代に即応できず、無駄を生

む仕組みだとか、あるいは個性の喪失だとか、結果としての国・地方の財政規模

等財政赤字の拡大が起こっているわけでございまして、基本理念として、均衡あ

る発展から、地域間の競争による活性化という点を掲げたいと考えております。 

更に「自立し得る自治体」として、年限を限った市町村の再編とか、段階補正

の縮小ということも記述していきたいと考えております。 

更に「地方の自律的判断の確立」ということで、国の関与の縮減、あるいは受

益と便益の関係の明確化、更には「地方財政にかかる制度の抜本改革」というこ

とで、ここに書いてございますような交付税の問題等々を記述していきたいと考

えております。 

６ページ目でございますか、「第５章  経済財政の中期見通しと政策プロセス

の改革」ということで、「中期的な経済展望」を示す。そして「中期経済財政計

画の作成及びそれに則った予算編成」をやっていくということ。 

あるいは改革を通じて中期目標、プライマリー・バランスの黒字化を達成して

いくというようなこと。 

あるいは政策プロセスの改革として、ここに書いてあるようなことを記述して

いきたいと考えてございます。 

「第６章」は全体を受けまして、それでは具体的に平成14年度予算に向けて、

どういう基本的な考え方を出すかということで、まず１としては「景気の現状と

先行き」について。 

２として、平成14年度予算については、総理のお出しになっている国債発行30 

兆以下、重点化だとか、社会資本整備、配分の見直し、量の見直し、社会保障、

制度改革、国と地方の交付税の問題、更にはセーフティーネットとしての雇用対

策等について、骨太の方針を記述したいと考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは、テーマを区切って議論していきたいと思いますが、まず

初は基本方針の全体の構成、それと経済の活性化、マクロの部分であります。こ

こで尾身大臣から御説明があるということでございますので、お願いします。 

（尾身臨時議員） 今日は経済財政諮問会議に参加をさせていただいてありがとうご

ざいます。 

実は総合科学技術会議におきまして、科学技術に関する面を中心として、これ

からの財政問題について、意見を大体とりまとめておりますが、６月末にこれを

まとめるということでございますので、とりあえず私どもが議論をした内容につ

きまして、資料３に基づきまして、簡単に今の考え方を説明させていただいて、

御理解をいただきたいと思います。 
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まず予算編成につきまして、一番根本は、３年、５年の将来ではなしに、20年、

30年、100 年の将来を考えて、21世紀の我が国の立国理念として、世界 高水準

の科学技術創造立国を目指すということを是非国の理念として確認をしていただ

きたいということであります。 

総合科学技術会議といたしましては、５年間で24兆円という数字を実現をする

ために、予算配分等について、是非重点的にこれをお願いをしたい。ただし、先

日も総合科学技術会議の席で総理からのお話もございましたが、重点化をすると

いうことは、どれでも総花的に伸ばすということではなしに、重点的にメリハリ

を付けて、削るものは削り、整理するものは整理しながら、トータルとしては、

重点戦略的なものについて、しっかりとした予算措置をお願いをしたいというこ

とでございます。 

そういう中で予算編成、予算要求、それから予算の 終の12月の段階までの間

に、各省等から予算が要求されるその中についても、質の高い優れた施策が積極

的に推進が図られるよう、各省横断的事項の効率的・効果的な推進が図られるよ

う等の評価をして、優先順位についての考え方を総合科学技術会議としてまとめ

ていきたいと考えております。 

第２の点は、戦略的重点化を図ることについてですが、戦略的部門として、基

本計画の中にライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料とい

う重点分野を決めております。したがいまして、その分野を重点にして、メリハ

リを付けたまとめをしていきたい。それと同時に、質の高い基礎研究とか、萌芽

的な分野融合領域につきましても配慮していきたいと考えております。 

第３の点は、大学施設の整備でございますが、実を言いますと、この大学につ

いての予算が非常にシーリングの下で厳しかったために、先進国と比べまして、

特に研究関係の大学の施設が極めてミゼラブルなものになっている状況でござい

まして、これを抜本的に充実をいたしませんと、大学研究そのものが非常に障害

を受けるということでございますので、これを重点的に整理していきたいと考え

ております。 

そのために、今までは非公共という分類に入っておりましたが、先ほどのペー

パーでも公共、非公共の別にとらわれない公共投資全体の柔軟な配分ということ

もございますが、これを言わば公共事業関係費に位置づけていただいて、全体の

公共事業の枠の中で充実していただきたいと考えております。 

第４の点は、科学技術システムでございますが、資金を増やすということだけ

ではなしに、研究システムそのものをもっと競争的に、かつ合理的にしていかな

ければ、資金を増やすだけではだめだという考えでございまして、中を変えてい

きたいというふうに思っております。 

競争的資金というのは、いわゆる提案公募型というようなことでございまして、

現在、科学技術予算約３兆円の10％の3,000 億のお金がありますが、これを倍増

して6,000 億程度にする方向でいきたいと。これが非常に研究活動の活性化につ

ながると思っておりますし、また、若手研究者の活動にもつながると思っており
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ます。 

また、「産学官連携の推進」でございますが、今まで見ておりますと、実は米

国その他の国に比べて、我が国の産業界と学界、あるいは官界との協力関係が必

ずしも十分にいっていない。そのことが科学技術の発展が経済の発展につながら

ない原因の大きな要因であるというふうに考えておりまして、これを意図的に進

めていきたいと考えております。 

そのためには、大学と産業界の密接な連携をするとか、あるいは大学における

知的財産の管理の在り方について改善をするとか、ＴＬＯの機能活性化をすると

いうことを打ち出していきたいと思っております。 

それから、大学においても、産学共同研究を進めるためには、若手の能力を発

揮させる必要、あるいは大学の教員とか職員、教授が、公務員型であるために、

兼業規制に引っ掛かったり、あるいは民間との交流がうまくいかない、あるいは

能力に見合った処遇ができないということがございますので、国立大学の独立行

政法人化に際しましては、非公務員型も取り入れつつ、改革の方向を打ち出して

いきたいというふうに考えております。 

更に、私立大学について、実は自然科学部門が非常に弱くて、我が国の科学技

術の発展のために私立大学の、要するに人的資源がまだ十分に活用されていない

というのが実情でございます。したがって、この面における国の助成の強化を検

討するとともに、民間資金の導入も促進をするために、私立大学への民間からの

委託研究費等のお金に対する減税措置、税制措置を検討していきたいと考えてお

ります。 

又、ベンチャーの育成ということで、いわゆる大学発ベンチャー等を育成をし

て、そこで雇用を拡大することをしていきたい。そのためには、いわゆる資金的

な応援も必要でありますけれども、規制緩和とか制度改革も強力に進める必要が

あるということでございます。 

第５の点は、地域における科学技術の振興。これは各地域の大学とかあるいは

中小企業の協力関係といいますか、そういうものを進めながら、全体の科学技術

の水準の高さが中小企業とかベンチャーの育成に現実にプラスになるような体制

づくりをして、その各地域で新しい産業を興し新しいベンチャーを興すというこ

とを是非やっていきたいと考えております。 

以上のような考え方に基づきまして、私どもこれから総合科学技術会議で更に

これをブラッシュアップして検討させていただきますが、是非今のような考え方

を経済財政諮問会議におきましても、来年度予算編成方針の中に是非盛り込んで

いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。実は、今日は予想を上回るその他の資料が議

員の方々から提出されておりまして、全部丁寧にやっていくと時間が苦しいとい

うふうに思います。 

まず 初にちょっと確認したいのは、今日お配りしたこの資料２というのは民

間議員４名の先生方と私が中心になってとにかく私案としてとりまとめたもので
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あります。それぞれ文言等に関してはいろいろ御意見があろうと思います。それ

は是非後で議論していただきたいんですが、大きな構成として、おおむねこうい

う構成でやらせていただくということに関してはよろしいでしょうか。 

（「結構です」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、是非、それぞれのお立場でいろい

ろな文言の修正も含めて事前にお配りしておりますので、ここを強調しろとかい

ろいろあろうと思いますので、枠組みを御承認いただいたということで、細かく

切らないで、全体について是非御議論をしていただきたいと思います。 

（塩川議員） この構成につきましては大体結構なんですが、これは今日の決定では

ございません。もう１回また精査して意見を出していただきますね。 

（竹中議員） これは枠組みの決定ということで結構でございます。 

（塩川議員） 枠組みの決定ですから、この枠組みの決定の中身についても、若干私

の方からも申し上げたいことがございまして、その分は修正していただけるんで

すか。 

例えば、申し上げますと、１ページ目のところの３番目の構造改革のための７

つの改革プログラムがございますね。この中の７番目の「硬直性の是正プログラ

ム」と書いていますけれども、これはもうちょっとはっきりと、財政健全化プロ

グラムということにしてもらった方がわかりやすい。これはどうも役人言葉で「硬

直性の是正」というとちょっとわかりにくいものですから、むしろ財政健全化へ

のプログラムなんだという具合に直してもらいたいということがございます。 

次のページのところで基本方針のところですが、ついでに申し訳ないんですが、

４ページの４番目のところ、これをずっと読んでいまして、年金のところですが、

１と２がありまして「今後の検討課題」とございますが、給付と負担の関係をは

っきり書いてもらわないとちょっと困ると思いますので、この分は、入るにいた

しましても、何か考えていただきたいと思っております。 

それからもう１つ、次の５ページ、ここで問題意識、「個性ある地方の競争」。

これは総務省のことを申して恐縮なんですが、私どもの財政の立場から言います

と、どうしてもシビル・ミニマムとナショナル・ミニマムを見直していくという

ことは根本なんです。この財政再建の根本なんでございますから、この言葉を是

非入れておいていただきたい。実は今日の委員会でもこのことについて随分と議

論がございましたので、是非ひとつお願い申し上げたいと思っております。 

それからもう１つ、急いで申しますと、６ページの第５章のところでございま

すが、ブライマリー・バランスの達成というのがございますが、プライマリー・

バランスに入っていく時期の大体の目安を是非ひとつ、抽象的でもいいですから、

表現を入れていただきたいと思っております。 

それから、その下のところで「平成14年度予算」がございますが、この中で重

点化ということが出ておりますが、要らないところを縮減するということを入れ

てもらいたいので、ここにもう一度、くどいようですけれども、重点と縮減とい

うことをここに入れていただいて、そしてメリハリをきっちりということは、是
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非、２番目の重点化のところがございますが、そこに入れてもらいたい。という

ことは、縮減の方は全然相手にしてくれないので、重点ばかり言われてまいりま

すので、重点と縮減ということを、その上のそのメリハリをきっちりするという

ことは是非うたっていただきたい。 

こういうことを検討のこの目次の中に入れておいていただきたいと思っており

ます。 

（牛尾議員） 配付されている資料９に全部書いてあります。 

（塩川議員） そうですか。だから、こういうことを是非、検討の目次の中に入れて

おいていただきたいと思っております。 

（竹中議員） 大臣の御趣旨は趣旨として民間の議員の方も多分共有していらっしゃ

ると思いますので、後で是非、そのことも含めて。 

（牛尾議員）  この場ですぐ具体的な事が言えませんので、大臣と民間議員でまた6月

11日までの間にもう１回会議をして、十分説明をして採択の方法を決めるように

していただいた方がありがたいと思います。 

（竹中議員） 収め方を後で是非検討させていただきます。 

済みません、皆さんすごく手が挙がっておりまして、日銀総裁、経済産業大臣、

厚生労働大臣、農林水産大臣、総務副大臣の順で、それで民間議員の順番でお願

い申し上げます。 

（速水議員） 構造改革の重要性等につきまして、金融政策の立場、中央銀行の職分

であります金融とマクロ経済の観点で少し説明させていただきます。資料５に３ 

枚の表が出ておりますので、それをごらんいただきたいと思います。 

第１は「金融の量的指標と経済活動」、これはこの間、数字をちょっと申しま

したが、もう一度グラフで確認していただきたいと思ったんです。 

過去数年間に積極的な金融政策を取ってきたつもりですが、経済活動が活発化

しなかったということが、この表でおわかりいただけると思うんです。すなわち、

マネタリーベースで一番左の7.9 と書いてある過去５年の年平均ですが、日銀か

ら出ていく金のことをマネタリーベースと言っておりますが、日本銀行自身が供

給する資金量が7.9 ％毎年伸びていたんですが、その次の民間金融機関のマネー

サプライ、Ｍ２＋ＣＤにしても、その次の民間貸出しにしても、3.3 ％預金が伸

び、貸出しはむしろ－0.4 というふうにマクロ経済政策の効果浸透とか、景気回

復に当たって企業の債務超過とか、金融機関の不良貸出しといったようなものが

重しになってなかなか経済全体が、右の方をごらんのように伸びていないんです。

ＧＤＰは0.6 、実質で1.3 、消費者物価はほぼ横ばいということで５年間来てお

るわけです。 

これらのことはやはり、産業構造、金融システムの両面での構造改革の必要性

というものを浮き彫りにしているというふうに申し上げていいと思います。その

ことをこれで確認いただきたいと思います。真ん中の国債は年10.7％発行が伸び

ております。銀行の保有の国債も15.4％伸びております。だから貸出しをしない

で国債を増やしているというのが、これまでの実情でございます。 
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それから２つ目の表でございますが、これは、日本の金融の大きな特色であり

ます個人金融資産、これは以前にもここで配付したんですが、よく説明をしませ

んでしたので、これでごらんのように、個人の金融資産というのは約1,400兆と言

われております。これは1970年からずっとごらんのように上がってきて、左の数

字でごらんのように、1,389 兆という数字になっております。これは名目のＧＤ 

Ｐの2.7 倍、名目ＧＤＰ約500兆ですから、1,389 兆というところまで大きくなっ

てきておるわけです。日本の金融資産は、趨勢的にはずっと増えてきているんで

すけれども、内訳をごらんいただきますと、左の下でごらんのように、現預金と

いう、これは銀行や郵便局に対する預け金ですが、55％、700 兆以上です。それ

に対して個人が直接市場に向かって投資する債券とか投資信託とか株式、これは

左に薄く出ておりますとおり13％なんですね。 

保険年金は右側のアメリカとほぼ同じですが、アメリカと比較していただいて

おわかりのように、アメリカでは現預金、銀行に預けるのはわずか11％、専ら個

人がリスクキャピタルといいますか、市場に出ていって直接そういう資産の運用

をしていくというのが55％、逆の形になっているわけです。これまで護送船団と

いったようなこともありましたし、これが日本の金融の１つの大きな特色になっ

て、とにかく銀行に預けておけばそれでいいんだという感じであったわけです。 

これからペイオフも始まりますと、これをもう少し直接金融の方を増やしてい

くというふうにやっていくことが、株を持ったり債券に投資したり、あるいはフ

ァンドというようなものに使ったりという、そういうリスクキャピタル、直接金

融といいますか、そういうものを増やしていくような税制その他の改革が是非必

要だというふうに思います。この点が、日本の１つの金融の構造を改革していか

なければならない点ではないかというふうに思います。 

３つ目の資料は「為替相場と経常収支」でございますが、これは財務省の御担

当ではございますが、私も民間貿易が始まったころからずっと為替と国際収支を

見てきておりますので、長い目で見て日本の為替とか国際収支というのはどうい

うものかというのを、これで頭に入れていただければと思って持って参った次第

でございます。 

1970年から一番上の「円ドル相場」ですが、ブレトンウッズ体制で動き出して、

当時御承知のように、360 円というのが30年の間にいろいろ波はありましたけれ

ども、上がってきて、今や120 円という約３倍に円の対外購買力は増えておるわ

けです。これは、交易条件がよくなって日本の労働を高く外へ売れるという意味

ではいいことだと思いますが、短期に、やれ円高だと言って騒いでおりますけれ

ども、方向としてこんなに30年間一貫して強くなっていった通貨というのはほか

にございません。 

その背景にあるのが真ん中の表でごらんのように、これは経常収支の黒字とい

うのが、1980年以来ずっと黒字なんです。上が日本、下がアメリカですが、これ

でごらんのように、ＧＤＰの今でも2.5 ％ぐらい、約1,000億ドルぐらいの黒が続

いているわけです。こういうふうに経常収支が黒字が続いているというのが、逆
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にアメリカの場合は、ごらんのように４％の赤字でありますから、アメリカのフ

ァイナンスをこうやって付けていくことになるわけですけれども、こういう経常

収支の計上が積み重なったものが３つ目の純資産残高。ネット・エクスターナル・

アセットと言っておりますが、勿論これには外貨準備も入っていますが、対外債

権超過額が１兆ドルを超えているんです。これは大きな数字でございます。これ

が、このアメリカのように流れていって、アメリカの赤字のファイナンスなどを

しておるわけでございますけれども、この円の対外純資産残高というものは、我

が国のファンダメンタル自体、決してそんなに弱いものでないということを、こ

の３つの表で認識していただければありがたいと思います。 

どうぞ余り悲観されないように、アメリカはこうやって日本から流れていく資

本でファイナンスを付けておるというふうにお考えいただきたいと思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） 小泉総理が改革断行内閣と、そういう中で、やはり金融サイドの不良

債権、産業サイドの不良資産、この処理を絶対に行っていかないと日本の経済は

安定軌道に乗せられない。そのとおりだと思っておりまして、その中で、やはり

私どもといたしましては、今度25日に立ち上がりました産業構造改革、そして雇

用対策本部に、実はお手元の４－１と２の資料、これを２章15項目ございますけ

ども、提言をさせていただきました。したがって、これを読んでいただければわ

かるわけですけれども、私はこの目次に関しては、全面的に賛成でございます。

これは、構造改革と第１章の本論の経済の活性化だけについて、ちょっと４点を

申し上げたいと思うんですけれども、この構造改革と経済の活性化に関しまして

は、まず、過去の生産と未来への挑戦の両面からの構造改革を断行することが必

要だと思っております。このためには、新規市場、雇用の創出に向けた改革が是

非必要でございまして、特に強調すべき課題は４点でございます。 

１つは、先ほど尾身大臣がお触れになりましたけれども、やはりイノベーショ

ン・システムの構築で、ベンチャーの育成が非常に重要だと思っています。特に

アメリカでは３年で、大学発のベンチャーが1,000 も出ております。日本は残念

ながら70しか出ておりませんので、やはりアメリカ並に大学発ベンチャーの育成

や、大学改革の促進をすることが必要だと思っています。 

第２点は、少子高齢化社会に対応したサービス分野における雇用の拡大。これ

が重要だと思っておりまして、医療改革を進めるとともに、介護・保育への民間

参入を促進すること。これは坂口厚生労働大臣のお話にもありますとおり、 近、

雇用を吸収しているというのは、この分野が非常に大きいと、こういうことでご

ざいますから、更にここにインセンティブを与えることが必要だと思います。 

それから従来、制約要因と、こういうふうに言われておりますけれども、環境

制約というものを成長のエンジンに転化していくために、ごみゼロ、エネルギー

効率の更なる向上のための制度と改革、技術革新。これを加速させることが絶対

に必要だと思っています。 
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４番目といたしましては、急速な環境変化にも柔軟に対応できる雇用環境を構

築するために、大胆な雇用システムの改革と、これはもう小泉総理も御提唱にな

っておられますけれども、適切なセーフティーネット、この整備を図ることが必

要だと思います。 

あと、また幾つか言いたいことがございますけれども、皆さん方の御意見もあ

ると思いますので、詳しくは私が出させていただいた、これを是非、この経済財

政諮問会議のたたき台にしていただければありがたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございます。坂口大臣お願いいたします。 

（坂口臨時議員） それでは、厚生労働関係の方から、４点だけ考えておりますこと

を申し上げたいと思いますが、１つは、この２ページ目でございます。２ページ

目の３の「経済の再生」のところの一番下の「・」のところの「労働市場の活性

化」がございます。どっちも私たちもこれをやらなければいけないというふうに

思っておりますが、ここで雇用保険の問題があろうかというふうに思っておりま

す。雇用保険の問題は、この延長の問題がございますが、この延長は、ただ単に

みんな一律に延長するというのではなくて、できれば自分で何かをやろうという

意欲のある人、自分で新しい能力を身に付けようというような意欲のある人、そ

ういう人には延長していいのでないかというふうに思っている次第でございます。

もう１つは、職業能力開発でございますが、これは官と民の方の、これはでき

るだけミックスしてうまくやっていきたいというふう思っておりまして、官は官

としてやりながら、今年も81万人ぐらいの能力開発をやりたいと思っております

が、民の方にもできるだけ委託をして、そして官民のうまいミックスを考えてい

きたいというふうに思っているところでございます。 

次に４ページ目でございますが、「社会保障全体に共通する課題」のところで

ございます。この「『社会保障個人勘定』の創設」がございますが、これは私は

十分に理解ができていないものですから、御意見を申し上げるのは、少し失礼な

んですけれども、先ほどお聞きした限りにおきましては、払い込んだ保険料と、

そして受ける給付とが、それぞれの個人個人でわかるようにするというような御

趣旨のようにちょっと取れたわけでございますが、それは意味があるんでしょう

けれども、社会保障の理念ということと、個人の問題と社会保障、助け合いとい

う社会保障の問題との理念の問題と、そこをお考えをいただければというふうに

思います。 

それから、医療の問題でございますが、その下の３のところでございます。医

療のところは、これは「医療サービスの効率化プログラム」がございますが、こ

こは先日ちょっと申し上げたとおり、経済的な効率というものも大事だというふ

うに思っておりますが、併せてここは、医学的な効率。医療としての効率。やは

り医療の質はだんだんと落ちていくというのでは、具合が悪いものですから、医

学的効率というものの、ここはひとつお考えをいただきたいということでござい

ます。 
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それから、医療費総額の伸び抑制の問題がございますが、ここは私どもできる

だけ知恵を絞りまして抑制をしたいというふうに思っております。それでもなお

かつ足らないというふうに思いますから、個人負担も増やさなければならないと

思いますし、保険料も負担をしてもらわなければならないというふうに思ってお

りますが、しかし、個人と保険料だけを上げて、この公費の方は知りませんよと

言われると、これはちょっと苦しいものでございますから、ここもひとつ頭の片

隅に入れておいていただきたいということをお願い申し上げたいと思っておりま

す。 

  後は「年金制度の改革」でございますが、ここに書いてあります限りにおき

ましては、そんなに問題はないというふうに思いますが、先日新聞に出ました２ 

階の方の厚生年金の民営化ということになって参りますと、今、我々が考えてお

りますこととちょっと違うものですから、今401K等の法律の審議をしております

が、それは２階は公でやりますという前提の上で３階をやっておるものでござい

ますから、２階も手放すんだったら、もう401Kはやめたと言って、今、与野党か

ら総スカンを食っているものですから、ここはひとつお考えをいただきたいと、

そういうふうに思っているところでございます。 

以上で、取りまとめて御報告申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。社会保障個人勘定等々は、わりと民間議員の

間では重要な概念だと思います。ちょっとあとで民間議員の方から、この点につ

いて御発言いただきまして、武部大臣お願いいたします。 

（武部臨時議員）  農林水産大臣が注目すべき項目はどこにもないということは非常

にさびしいということをまず、冒頭申し上げておきます。 

そこで、基本的な考え方の中の「豊かな生活とセイフティ・ネットを充実する

ために」という中の５番目ですが、先ほども仕事と生活を両立させると、これは

我々の願望だと思います。私はこれを二重生活を享受できる時代になっているん

ではないかと、交通インフラも整備されているし、あとＩＴです。この利用環境

が整備されれば、いつでもどこでもだれでもが、同じような条件下で生活できる、

仕事もできると、そういう願望はみんなにあるのではないか。都市の居住者がや

はり自然との共生というのを願っていると思うんです。ですから、私ども農林水

産省は私案の中で、この１枚のチャートを見てもらいたいと思いますけれども、

これはあくまで私案なんです。これはなぜ私案かと言いますと、これは党に持っ

ていったら相当抵抗があると思いまして、あくまでも私のつくったものとして、

このチャートを提示いたしました。 

基本的な考え方の中で申し上げますと、仕事と生活が両立する、そういう社会

というのは、わかりやすく言うと、都市と農山漁村とが融合すること。昔のお風

呂だと沸かすとだんだん温まったのが上にいく。上にいくというのか、冷たいの

が下りてくるとか、この都市と農山漁村、地方とが対流するということ、これ１ 

つだと。日本なんかカリフォルニアよりも小さいんではないですか。それを都市

と農山漁村とか、地方とが対立しなければならないものは全くありませんので、
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むしろ都市と農山漁村というのは夫婦や恋人みたいな間柄ではないのかなと、か

ように思いまして、ここのところ「人と自然との共生」ということが項目で挙げ

られるかどうかわかりませんけれども、そういう意味合いのものを強く書き込ん

でいただければありがたいと思います。 

それから、本論第１章の「経済の再生」のところで、循環型社会というのはど

ういう概念をいうのかなというと、私はちょっと勉強不足でわからないんですが、

ただいま申し上げましたように、都市と農山漁村が融合すると、対流すると、そ

ういうようなことも広い意味での循環型社会ということが言えるんではないかと、

このように思っております。 

それで、私は都市と農山漁村とは融合、協力、共生の関係にあるし、そういう

意味では、環境に加えて都市と農山漁村の共生・対流を生み出す社会資本の整備

ということを、この社会的ニーズの中に入れてもらいたいなと。特に都市という

ことばかりではなくて、いつも私は「まちづくり・都市」と、こういうふうにな

ぜできないかと、地方都市もあれば、大都市もあれば、大都市の再生なんて、や

はり局部的にまちづくりから始めなければならないんではないのかなと、かよう

に思います。 

それから、環境に加えてヒューマン・セキュリティーと言いますか、良質な食

料、水の確保というのは、これは不可欠だと思うんです。釈迦に説法ですから、

あえて申し上げませんけれども、中長期的には必ず食料の自給というものは大き

な問題になってまいります。エネルギーと食料というのは、国の基本的な政策で

はないのかなと、そういう意味で国民的安心感を与えるために、このことを重点

事項として反映させていただきたいと、このように思います。 

それから、次の第２章「新世紀型の社会資本の整備」も私は一貫して今申し上

げましたことを申し上げたいと思うんです。食料の確保、環境、都市と農山漁村

の共生・対流と、こういうようなことも「国の役割を限定し」と書いております

けれども、ここのところは役割を限定するというよりは、むしろ国が行うべき分

野というものを明確化する必要があるのではないか。その中で食料の確保とか、

環境とか、都市と農山漁村の共生・対流というようなことが含まれてしかるべき

ではないのかなと、いわゆるヒューマン・セキュリティーというような分野でご

ざいます。 

それから、社会保障全体に共通する課題のところで申し上げたいと思うんです

けれども、どうも今日的な視点というのは、問題解決型という感じがしてならな

いんです。社会保障も弱者救済とか、問題を解決するというような考え方が主流

になっているような気がしてならないんですが、むしろ願望充足型と言いますか、

願望実現型という、そういう発想があっていいんではないかと思うのです。それ

は都市の人が自然だとか、美しい自然を享受したいとか、かなりリッチな方々は

ヨットだとか船に乗ったり山に行ったりしているんですけれども、これを全国民

に提供するというような、そういう政策展開というのは必要ではないかと。これ

は経済効果がものすごくあると思います。ハッピーマンデーで３連休にしただけ
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で、8,000 億円の経済効果があるんです。狭い日本なんですから、交通インフラ

とＩＴインフラ。これを整備すれば、いつでもどこでもだれでもが同じような願

望を実現することができると。 

そこで私どもは、チャートに書いてあるように農林水産省としては、「食料の

安定供給と美しい国づくりに向けて」と、美しい国づくりというのが、農林水産

省の新たなる使命だと思っております。 

農業の構造改革のところで申し上げますと、45％での自給率を目標にしていま

すけれども、その９割は専業農家と法人、私のいう農業の構造改革では、今まで

以上に民間企業の積極的な農業への参画を期待しています。それから、生産・流

通・加工です。農業という第一次生産者だけで、田を耕して畑を耕してして採る

だけと、そうではなくて、やはり生産・流通・マーケティングのことを真剣に考

えなければいけない。しかし、これは党の部会などで、私がそういうことを言え

ば、大変な議論があります。 

しかし、健康・生きがい型の農業だとか、今地域で農業資源を維持管理してい

る老夫婦なども、あるいはハイキングやピクニックに行くように、家族そろって

家庭菜園をつくろうとか、そういうことも存在として成り立つと思います。やり

たくてもできない。それは法人化すればサポートできるんです。そういうような

組み合わせを私は農林水産業の構造改革として是非実現させたいと思っておりま

す。 

あと、私の私案を読んでいただいて、また御批判を頂戴いたしたいと思います。 

それで、前にも申し上げましたが、総理に私が申し上げたいのは、一言で言った

らどういう21世紀にするんだと、私は美しい日本というようなことを提案したい

と思います。 

（小泉議長） きれいな空気、おいしい水。 

（武部臨時議員） 総理が所信表明でおっしゃいました。そして 後に美しい日本。 

（竹中議員） わかりました。 

（武部臨時議員） 大きい声でよけいなことをたくさん申し上げましたけれども。 

後にもう１つ、競争政策は結構ですけれども、これは社会保障と同じような

感覚で、地方などは、やはりそう簡単なものではありませんね、地方の自立、計

画だとか、そういったものは、地方主権に任せていいと思うんです。だけれども、

やはりこれを何らか形で、政府が誘導したり支援したりということは避けられな

いと、かように思います。 

（竹中議員） 遠藤副大臣どうも、お待たせしました。 

（遠藤総務副大臣） 今日は、片山大臣は国会審議で欠席です。 初にお願いしたい

んです。こういう重要な会議は、やはり議員である総務大臣が出席できる時間帯

でやって欲しいと要請します。 

私は代理ですけれども、今日は片山総務大臣から資料を皆様方に配布してござ

います。「資料６」でございます。この「資料２」に対する修正、削除、それか

ら追加を具体的に求めておりますものですから、それを説明を申し上げたいと思
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います。 

初に基本認識ですけれども、総理が、国も地方も構造改革をすると、歳出を

削減するという考え方には私たちも同意しているわけですけれども、地方の歳出

削減イコール、いきなり地方交付税の削減という論法は私は乱暴であると、この

ように思っております。地方交付税というのは、地方自治体にとってみますと、

固有の地方財源であると、このような認識があります。この地方分権の時代に国

が一方的に地方交付税を一律削減するというのは、地方交付税の趣旨がわかって

いないんではないかと、こういうふうな理解がありますので、 初に基本的な認

識をよろしくお願いしたいと思います。 

それから、具体的な話になりますけれども、基本的な考え方、それから本論第

１章、それから第２章の一部です。ここは基本的にＯＫでございます。 

第２章の３ですけれども、この「事業主体としての国と地方」というところの

２項目目を削除してもらいたい。理由は、２項目目というのは、「受益者の適正

な負担（地方が実施する特定の事業に交付税を措置する仕組みの見直し等）」と

いうふうに書いてありますけれども、そもそも公共事業は国の長期計画とか、国

家予算で決めておりまして、地方も国に協力する形で公共事業をやってまいりま

した。したがって、この問題は、むしろ公共事業をどう考えるかという結論とし

て出てくる話であって、地方だけの話ではない。一体的に公共事業そのものを考

えた上で議論をしていただきたい話だと、こう思っております。 ４つ目の「重点

的に推進すべき分野」の中に、追加ですけれども、世界 先端のＩＴ国家の実現

ということを是非入れて欲しい。これはうたい文句でございますし、これは相当

大きな21世紀のリーディング産業にもなるし、国民の利便性からいってもすごい

ことだし、これは是非文言として入れて欲しいと、こう思っております。次に５、

６はよろしゅうございます。それから、社会保障のところも結構でございます。 

この第４章でございますが、表現の仕方ですけれども、「１．問題意識」です

が「無駄を生む仕組み」というのは、ちょっと表現がきついのではないかと、地

方は全部無駄なことをしていたのかという話になりますから、歳出増への抑止力

が働きにくい仕組みと、具体的に表現を変えてもらいたいと思っております。 

それから、２．も「『均衡ある発展』から『地域間の競争による活性化』」と

これはその気持ちはわかるんですけれども、均衡ある発展を全否定しているよう

な理解を生む恐れがあります。ですから、均衡ある発展重視から地域間の競争に

おける活性化重視の方向に重点を移行すると、こういうふうな表現にして欲しい

と。重視を両方に入れる。 

それから、３．でございますが、段階補正の話ですけれども、これは非常に細

かい話がぱんと出るんです。全体の大くくりの話の中でぽんと出るのは、いかが

かなというニュアンスもありますし、今、市町村合併をやっているわけですけれ

ども、この市町村合併は強制的にやるんではなく、自主的にやると、しかもむち

は打たないと、こういうことを約束をしているわけです。これを入れると、むち

を当てるぞと、強制的にやれと、こういうふうな話になって、今までの方針と乖
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離します。したがいまして、この項目を削除してもらいたい。こういうことでご

ざいます。 

それから、次の４．ですが、「国の関与の縮減」ですが、具体的に国の関与と

はなんぞやということを入れて欲しいと、それは国庫支出金とか、法令等による

国の関与。要するに、地方の財政計画のうち、行政水準の７割を国が法律で決め

ているんです。それに対してお金を持っていっているわけですから、その行政水

準の弾力化とか、法令改正をしないとできません。そういう具体的な、国の関与

とはなんぞやという文言を入れて欲しいと、こう思います。 

それから、５． ですが、財源保障を縮小し云々のところですが、これは表現を、

国の関与の縮減に対応して地方交付税の算定基準を簡素化すると。これは当然国

の関与を縮減しなければできないわけでございまして、国がもう行政水準を全国

一律に決めているものですから、その財源保障をせざるを得ないわけです。こう

いうふうなことですから、それを具体的に説明して欲しいと、こういうことでご

ざいます。 

それから、３番目の地方税の充実云々のところですけれども、これは是非税源

移譲という文言を入れて欲しい。と言いますのは、地方のことは地方に任せるん

だと言っておきながら、国と地方の税源を考えないというのはおかしいことです

し、税の世界で言うと、入口は地方は４割しかない。出るのは７割出しているわ

けですから、それをどういうふうに移譲するかということを考えてもらわなけれ

ば、地方は納得できません。したがって、地方税だけではなくて、税源をどう利

用するかと、安定的な税源を地方にどう移譲するかと、そういうことを是非入れ

て欲しいと思っております。 

あとは、この平成14年度の予算のところの考え方ですが、まず先ほど申し上げ

ましたこの重点化項目の中に、ＩＴ国家ということを是非入れて欲しいと思いま

す。 

一番 後の国と地方というところで「地方交付税改革等」とありますけれども、

これは地方交付税だけを標的にするというのはおかしいと思いまして、地方税を

どうするか、それから国庫負担金をどうするか、そして地方交付税をどうするか、

言わば地方財政計画そのものをどうするかという、全体のものを入れていただけ

なければ誤解を生むと思います。 以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。扇大臣「目次案」についてのコメントをいた

だいておりますが、進め方も含めて何かコメントございましたらどうぞ。 

（扇臨時議員） 私は一々細かいことを言うつもりはありません。ただ、私は小泉総

理が聖域なき構造改革とおっしゃったんですから、私はそれをいかに国民にわか

っていただいて、どうするかという具体的なスケジュールとメニューの出し方に

あろうと思うんです。 一番 初にこれを発言なさったときに、すべては担当が発

表しますから、個々については言わなくてもいいですというお約束があったはず

ですけれども、昨日の夕刊に、これだけ細かいことまで出るということは、確実

にこれはやはりおかしいと思うということとともに、意図的にお流しになったの
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かどうかわかりませんけれども、私はこういう手法というものを、小泉総理が御

確認になって、これとこれというメニューをお出しになることは、大いに結構だ

と思います。それは、国民に理解していただくためにも、アナウンスメントなさ

ることは大変いいことだと思います。けれども、さりとて食堂に入る前にメニュ

ーを棚で見て、蝋でできているメニューですけれども見ます。いいメニューいっ

ぱいあります。けれども、それを座って、どのように見せたメニューどおりのお

料理を出すかは、コックがいるわけです。その調理をするのは、今度小泉総理が

お出しになったメニューに対して、だれが調理をするか、これはやはり少なくと

も国会であり、少なくとも各行政機関であろうと思うんです。 

ですから、小泉総理がまずメニューを出していただく、何種類か、和食もある

だろう、中華料理もあるだろう、西洋料理もあるだろう、私はそれで結構だと思

うんです。ですから、あえて私は小さいことを言わないと言ったのは、総理がお

出しになる幾つかのメニューというものを出していただいて結構だと思うんです。

そして、今まで考えられなかったものをお出しになる。ですから、私はショック

アブソーバーでこういうことをお出しになるのも、ある一種の手法だなと思って

いますから、それは構いません。 

けれども、一番怖いのは、入るときに表でお出しになった幾つかのメニューが、

料理によって表のメニューと違う味が出てきた、全然盛り付けも違う、そういう

ときに私は反動が怖いということなんです。 

ですから、少なくとも総理がお出しになるメニューは、出していただいて結構

ですけれども、可能性のあるメニュー、そして今すぐ食べられるメニュー、ある

いは料理するには中期的なメニュー、もっといいものを出すためには、もう少し

時間が掛かりますよという、やはり段階的なメニューの出し方をつけていただか

ないと、私は国民の期待というのは小泉内閣が、小泉総理がお出しになったら全

部すぐ食べられると思ってしまう今の空気です。私は、それが一番怖いです。 

そのときに、果してどういう手法で、順番をどうしていくかということがなけ

れば、期待されている小泉総理だけに、出されたものはすぐ食べられると思って

いる錯覚を起こしたら、その反動が怖いということを是非御認識賜って出してい

ただきたい。出すときのタイミングもあるでしょうし、出すときには必ず短期、

中期、長期、すぐ食べられるメニュー、それを選択して出していただきたいとい

うのが、私の願望でございます。 

もう一点は、少なくとも、今の大事なところの要点を見せていただきましたけ

れども、抜けている、余りにも、聖域なきと言っているにも関わらず、ＯＤＡと

か防衛費は一切載ってない、私はむしろそれはおかしいと思います。聖域なきと

いうのであれば、ＯＤＡも、あるいは防衛費も見直すということも、私はこの期

に至っては必要だと思いますから。拝見した中には一言もそれがない、これもお

かしいと思いますので、国民が思っている中の大事なことを落とさないでいただ

きたい。俎上に上げていただきたいというのが、２つ目でございます。 

後にもう１つ、これはみんなが疑心暗鬼になっている。なぜか、この新聞を
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見て、経済財政諮問会議の位置づけというものはどうあるのか、ここで出された

メニューは全部丸のみして、与党の連絡会議なり、あるいは党とこの経済財政諮

問会議との関係はどうなるのか、その辺がみんな疑心暗鬼で、私は与党三党の党

首でもありますから、みんなが言うのは、あそこで決められたことは、もう一言

ももの言えないんですかと、経済財政諮問会議の位置づけはどうなっているんで

すかということも、多くの皆さんには疑心暗鬼があります。ですから、今まで経

済財政諮問会議の情報が外へ流れないだけに、流さないようにしてらっしゃるだ

けに、よけいみんなが疑心暗鬼になっている。この手順の在り方、これは総理か

らきちんと位置づけと、今後のこのメニューの取り扱い方を、是非御指示いただ

きたいし、今のうちにお互いが、いざ出したら総論賛成、各論反対必ずあるんで

すから、どういうメニューを出して、どういう料理をしてもらうかというコック

の決め方も、是非一度途中で、中間で結構ですから発表していただいて、疑心暗

鬼にならないように是非していただきたい。 

以上でございまして、多くのことは申しませんけれども、中身に関してはひと

つひとつ申しません。公共工事とか、いろんなことでうちの関係あるところはた

くさんございますから、言っていれば切りがありませんので、それを足を引っ張

るつもりはありませんけれども、適時にできる範囲、順序、是非明解に出してい

ただきたいと思います。 

食べられないものは、メニューとして出さないでいただきたい。食べられるも

のを、必ず料理として出せるというものに今は絞らないと、選挙の前にはそれは

御勘弁いただきたい。見せるだけでは困るということです。骨格で結構ですから。 

以上です。 

（平沼議員） 関連して一言だけ、今、扇党首の言ったことは非常に大事で、私も党

の中で大変これに対して疑心暗鬼になっている、これは非常に強いということが

ありますから、その辺はやはり連携を密にして、政党政治であり議会制民主主義

ですから、やはり与党三党の中では、ある程度連携を密にした方が私は進行上い

いというふうに思っています。 

（塩川議員） さっき話が出ましたけれども、私たちは今、問題点として概算要求に

向かってやっていますけれども、そういう問題は出ていますけれども、これはも

のを言わぬだけのことで、扇さんがおっしゃるようにＯＤＡ、防衛なんて言って

しまったら、これは大変なことになりますから黙っているだけのことなんです。

だから、これにそういうことを載せたらえらいことになるから、だから当面の予

算編成の骨格となる部分だけやっておいてもらいたいと思います。まだたくさん、

文教関係なんか随分やっていますけれども、そんなものアナウンスしたらえらい

ことになってしまいますから、抑えてあるということだけ承知しておいてくださ

い。決して、そんな無関心ではないということだけ承知しておいてください。 

（竹中議員） ありがとうございます。とりまとめの手順とか手法とか、非常に重要

な問題があることは認識していますので、このとりまとめまで１か月の間に是非、

とにかく経済財政諮問会議は、こういうことをするのは初めてでありますので、
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日本国として試行錯誤であるということを踏まえて、ちょっと前向きにいろいろ

御意見を賜りたいというふうに思います。 

これ実は普通と違って、普通は政治家と役人がつくった文章を民間人がコメン

トするんですけれども、これは民間側がつくった案を今、政治家がコメントされ

たということで、是非プロジェクトも含めて、奥田議員、お願いします。 

（奥田議員） プロジェクトも含めてというわけではないですけれども、今の扇大臣

のお話ですと、要するに、政治あるいは目の前に迫っている選挙、こういうよう

なことも考えてこれをつくれというお話であれば、それはそれでまた違ったトー

ンが出てくるんではないかと思います。ただ、選挙のことは、正直言って余り考

えてないです。要するに、改革なんていうことになれば、当然それは選挙のとき

の公約と必ずバッティングするわけですから、我々はそこら辺りは多分バッティ

ングはするんだろうけれども、何とかうまく進められないかという形で結局書い

てあるわけですけれども、今、言われたように選挙のことも考えて書きなさいと

言われると、もうこれ書き方はがらりと変わってしまうということになってしま

うと思います。 

（吉川議員） 私どもの考え方ははっきりしているんで、一方で今つくらせていただ

いている文章というのは、学術論文ではない。いろいろな複雑な問題があるとい

うことは認識した上で、ただ我々の役割というのは、法律で定められているとお

り、重要な経済とか財政の事柄について、審議調査するというのが、これが役割

だということで、中立的な立場からこれがいいと思うというようなことを述べて

いる。ただ、表現とか、あるいは発表の仕方とか、そういうことについてはいろ

いろお考えがあるだろうということは十分認識しております。 

先ほど扇大臣のお話を伺っていて、情報管理については率直に言ってちょっと

当惑するところがあって、私どもが暮らしている大学も、普段は非常にのんびり

したコミュニティーですが、年に１回は、入学試験というんで、すさまじい情報

管理をやって、これは何百人の人間が携わるわけですが、ネズミ一匹入れないよ

うな状況になるわけですが、ここ10日間ぐらいの新聞を読んでいると、いやなか

なか大変だなという感想を率直に言って持っております。 

（本間議員） １つは、これ私が申し上げるべきかどうかということは、役割として

あるわけですが、本日実は総理が直轄されている税制調査会と財制審、これは今

井会長と石一橋大学の学長が主要なメンバーを集められまして、私は税調及び財

制審の両方にまたがっているということもございまして、私も一人のメンバーと

して招集を受けました。この経済財政諮問会議が、骨太の方針をまとめるという

ことで、我々にも意見を言わせろということで、お前メンバーになっているから、

今日これを伝えておけということで、急遽まとめたのが「資料10」でございます。

これは全体の方針に当たる部分が多いわけでありますけれども、もう時間もござ

いませんので簡単に申し上げます。 

財政構造改革は、不良債権の 終処理、競争的な経済システムの構築と三位一

体のものである。これを十分抑えてくれということ。 
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もう１つは、これは14 年度予算の議論は結構だけれども、中長期のビジョンを

明確にした上で、時系列的に矛盾のないような形で、スタートの時点として14年

度予算を、きちんとメッセージも含めてやってくれということであります。 

３番目は「持続可能な財政バランスの実現」。これは具体的には総理の施政方

針の中にもございました「構造改革なくして景気回復なし」。これをきちんと担

保するためには、プライマリー・バランスをどのような形で回復していくかとい

うようなことまで、きちんと言及をすべきだということでございます。 

国と地方の歳出の徹底的な見直しを行って、中長期的な国民負担のあるべき水

準及びその内容についても、ある種の考え方を打ち出すべきではないかというこ

とです。 

各論につきましては、公共事業、社会保障、国・地方、それぞれこれまで御議

論のポイントを整理をしていただいております。道路特定財源などの見直しとい

うような問題、あるいは持続可能で、たびたび制度が変更されるような社会保障

制度というのは、安心と安定という点ではまずい。あるいは、医療制度改革につ

いては、総量的な部分のところを入れ込むべきである。 

国と地方におきましても、個性ある地方を実現するために、これまでのありよ

うというものを抜本的な見直しを進めるべきだと。 

更には、特殊法人の問題では、この国の財政の陰の問題も含めて検討をすべき

だというような御注文がございました。 

これは扇大臣の御指摘の問題にも関わるわけでありますけれども、各省庁、あ

るいは各省庁が主催をいたします審議会等との連携というものを十分に図って、

応分に我々も協力をするということでございますので、そういう意味での連携関

係というものを、十分に今後は注意深く、我々がメッセージとして何を出しなが

ら、どのことをお願いをするかというようなことを具体的な手続の中に織り込ん

でいただければということでございます。 

私の方から御紹介をさせていただきました。 

（塩川議員） これはいい御報告いただきました。ぼくらはこれが欲しかったんです。 

（遠藤総務副大臣） 是非、国と地方の関係については、地方制度調査会、地方分権

推進委員会、この意見も聞いてほしいと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員、お願いします。 

（牛尾議員） 皆様大変、率直な御意見をちょうだいして、いろいろとそのとおりだ

と思いますが、これまでの作業では基本的な考え方というのは、小泉総理のこれ

まで発言された方向性と高いメッセージ性に即応して、国民にわかるようなメッ

セージを出そうということが基本的な考え方です。だから、本論の方は扇大臣の

表現で言うと、コックに対するレシピみたいな形を念頭に置いた表現になってい

まして、これを移し替えて読めば各行政機関並びに政党の政調会では、これはで

きるできないというものがわかるような文章にしようと思っております。 

しかし、これまでのような官僚用語は使わないということでまずつくります。

この経済財政諮問会議は、総理の知的提案のための会議ですから、それを提案し
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た上で本論と基本的な考え方の中から、７月の選挙前に選ぶのですが、扇大臣の

表現で言うと、要するに、コックができるもので、しかも国民が食べたいものを

選び、それは定食型でいくのかアラカルトでいくのか戦略を考えて、それは総理

を中心としたところで決めてもらえばいいという形で提案しています。戦略的に

資料をリークするような事務局ではないのですが、もう 近ではマスコミに漏れ

に漏れているわけです。これは、本当に困ります。本当は、これは漏れないで、

今日ぐらいにみんなの手にわたって、このコック向けのレシピと客向けのパブリ

シティーで、どのような組み合わせにするかという戦略がここでできて、そこか

ら戦略的にどのように今度はリークするか、いわゆる竹中大臣がおっしゃるオー

プン・ソース・ムーブメントで、逆に客に出して、私はこんなものが食べたいん

だという客の意見を聞いて、やっていく方法もあるだろうと思います。 

残念ながら、そのような意識的な戦略的なものではなくて、どんどん漏れてし

まう。漏れるものの中には、もう初めからできもしないものが漏れているわけで

す。それは過大な期待が持たれている総理になっていますから、この人なら実現

が難しいものもできるのではないかと思われても困るわけです。やはりこれだけ

の仕事をするのに、事務局がないというのは非常に問題がありまして、内閣府は

非常に難しい横断的な組織ですから、内閣府全体が事務局というわけにもいかな

いので、これからいよいよ本番を迎えて、11月の本予算まで相当緻密な作業をす

る際には、やはり官房長官の方で御配慮を願いたいということが１つです。 

それと、やはり低生産性の部門から高生産性の部門に人材や資源を移動するこ

とによって、経済活性化を図るということは、民間経営者から言えば当然の提案

です。しかしながら低生産性の部門というのは、それぞれの歴史やいきさつがあ

って、日本の選挙制度はどちらかと言えば低生産性の部門の一票の方が重い国柄

ですから、そのような政治的な困難をそれぞれ担当の方が、特に低生産性の部門

を担当している部門の方が対応してもらい、しかし民間の経営者がこうやって選

ばれているということは、そのようなことに容赦なく、やはり活性化することだ

けはきちっと提案するべきだと思って、私たちはそのようなことを配慮しない方

がいいと思います。しかしそれをどう発表するかは、これはもう総理を中心とし

た政治家の判断ですが、さらにそれが途中で漏れたのでは、これはもう大変困る

わけです。だから、割と私と本間先生の書いた、国と地方のペーパーは、ぎりぎ

りのちょっときつい話をして、緊張感を与えており、この辺まではいいのですが、

いよいよ具体論になると、もっと現実的になってくるわけです。 

だから、どのようにこれから取り組むかということについて、我々もはなはだ

心もとないわけです。ひっそりやっているつもりが、全面にドアが開いていまし

て、のぞいている者がいっぱいいるというような状況になっています。だから経

済財政諮問会議は、橋本龍太郎元総理が苦心なされてつくられて、できるだけそ

の趣旨に応じてやっているつもりですけれども、こんなにオープン質疑だと思わ

なかったものですから、それは確かに計算的にはやりにくいこともあります。ま

た、今回のように支持率の高いときと違って支持率の低いときは何も漏れなかっ
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たし、漏れたってみんな読んでくれなかったというように、雨の降る日と晴れた

日で全然組織の在り方も違うわけです。その辺は、我々民間議員で考える余地が

ありませんから、それはやはり総理を中心に官房長官とか竹中大臣が、一番適切

な経済財政諮問会議の在り方はどうかということを早急に決めないと、いろいろ

と問題があるだろうと思います。 

（竹中議員） 吉川議員、一言どうぞ。 

（吉川議員） 財政について一言申し上げたいんですが、これから14年度予算に向か

って財政の話が本格化していくと思うんですが、財政の問題では是非とも２つの

ことを区別していただきたいということなんです。 

１つは、制度を改革する、あるいは中身を見直す、これを私は狭い意味での構

造改革と呼びたい。 

もう１つは、財政再建と言いますか、これはプライマリー・バランスをどれく

らいのペースで黒字化するかとか、あるいは国債、公債のＧＤＰ比をどういうふ

うに持っていくかというようなことです。 

前半は、マクロ経済、景気に対してもプラスだというふうに私は考えています。

後者は、言わば景気と対立する概念です。 

今後の経済を考えますと、政策の余地は限られているわけで、財政の構造改革、

中身を見直すということは、政府に限られた数少ない政策の手段だと思います。

そういう意味でも、是非ともこれは断行していただきたい。ただし財政再建のペ

ースは景気と対立するということは、是非とも考えていただければと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（小泉議長） これは６月中旬から下旬にかけて策定をしていただくんですが、当然

７月は選挙ですから、私は選挙目当てのものを考えているんではないんです。あ

るべき改革の姿が必要だと、これがまた選挙対策になると思っているんです。だ

から、表現は政治家、各政党あります。それは注意すればいいんであって、選挙

目当てに考えなくていいです。表現は政治家、政党が考える。甘い薬ばっかりや

りませんから、だから痛みを伴う、痛みを伴うんだということをわかってもらう

のが選挙対策だと思っていますから、皆さん方は選挙のことは考えなくていいで

す。選挙のことを考えるのは、政党、政治家が考えればいいんだから、表現は、

それでお願いします。そうですね。 

（扇臨時議員） それでいいです。ただ、それが今、私が言うように、牛尾さんも言

ったように、小泉総理だからこそ出したものは全部食べられる料理だと思ってい

て、一歩でも下がってはまずいと、あっ後退したなと見られることが心外だから、

小泉総理だからできると言ったことは実現するとみんなが思ってしまうことが怖

いと言っているだけでございまして、文句はどうお書きになろうと、だから私は

初から一言も細かいことは言いませんと、総論を申し上げて、それだけ気を付

けていただきたいということ。こういうふうにぼろぼろ漏れて、それでそれがで

きなかったら、「ああやはりみんな官僚に押されたんだな、小泉総理さん」と言

われては困るということでございます。 
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（小泉議長）  情報管理というのは確かに大事です。それで、新聞に出ている、大体、

厚生年金民営化なんて数年でできるわけないでしょう。これ何であんなの出るの

かと、やったとしてももう先の話で、私が首相辞めた後の話です、もし改革でき

たとしてもです。 

それから、今日、１兆円削減、何でしたっけ、特殊法人、２割削減、あんなの

は勝手に数字書いてあるけれども、これからの議論で、できるだけ削減できるも

のは削減しようと、何割になるか何千億になるかわかりませんよ。それから、道

路特定財源、こういう問題提起があるのはいいと、しかし見直しだけだと早くか

ら言っているでしょう。中身は選挙終わってからだと。こういう問題点と、やる

という方針が大事なんです。この６月までは。 

（牛尾議員） 総理、扇大臣が言うように、もう私なんか連日夜討ち朝駆けです。私

が言えるはずがないだろうと言うのですが、この件がまた後退しているか、今ど

うなっているか聞きに来るわけです。だから、その情報管理というのは、ものす

ごく大事です。 

（小泉議長） 厚生年金の民営化なんて、福祉関係はみんな関心のあるところなんだ

けれども、やったとしても、ここ２、３年でできるわけないんだから、そうでし

ょう。 

（扇臨時議員） それが１紙ならいいんですよ、両方ですから。だからみんな余り細

かいから、１紙だけだったら間違いだって言えるんだけれども、２紙出てしまう

と、やはりだれかがリークしたと、そろそろ頭切り替えよというショックアブソ

ーバーで出したのかなと思ってしまうわけです。 

（小泉議長） 実際のところは民営化した場合の問題点と、そうでないというのを議

論するという話をぱっとやるんですね。 

（牛尾議員） 会社の組織だったら、このような報道がされると、すぐこれは本当か

どうか調べて、そんなことはあり得ない、勝手なそれはカゼネタだと言いますが、

今回はだれかが本当に言った可能性があるという気もするわけです。横の連絡が

全然、連絡網がないから、組織になってないからです。 

（平沼議員） それは、閣僚懇談会でもこれは微妙だから黙っていこうというと、翌

日出ているのは、あれはどうしてかな。 

（竹中議員） 手短に一言どうぞ。 

（本間議員） 先ほど坂口大臣が個人勘定の問題、御質問がございました。民間側が

イメージしておりますのは、アメリカのシステムでありまして、御承知のとおり

社会保障番号というものが確立され、そしてそれに受益の部分、例えばＩＲＡと

いうような、個人勘定が付いておりまして、それによってトータルに執行コスト

の節減も含めて、極めて重要な役割を果たしておりますし、あれがあるがゆえに

ｅ－ガバメントは非常に進捗しまして、アメリカのＩＴの言わば発展につながっ

ていったという歴史的な事情がございます。公的な部分について、できるだけ一

元的な形で管理をして、そしてディスクロージャーに対してもそれがポジティブ

な役割を果たすということは、これは北欧を見ましても、どこの国でもこのＩＴ 
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化の問題というのは、非常に重要な案件になっておりますので、そういう意味で

は、きっかけとしてこういうことを問題提起させていただいたということであり

ます。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（扇臨時議員） ちょっと待ってください。さっきの私のあれで、どうしても私は総

理にきちんと経済財政諮問会議の位置づけと、関係の在り方、そして14年度の予

算要求のことまで 後に書いてありますので、今までのような概算要求は各省か

ら出さないで、出させないで、そしてこの経済財政諮問会議で出されたことに対

して、どういう発信の仕方をしてくださるのか。こういうところまでみんな疑心

暗鬼になっているもんですから、ちょっとその構造の在り方、この諮問会議との

ありようだけはちょっと御説明いただきたいと思います。 

（小泉議長） 当然、各省から概算要求は出てきますよ、当然聞かなければいけませ

んから、それを調整してやるわけだから。それで選挙があって夏にはこの大枠の

中で、増やすべき予算をどこにしようかというのを議論していく。当然、各党入

ってくるでしょう。この１兆円、２兆円増やさなければならないんだったら、そ

の分は減らさなければならない、では減らす分はどこかと、そういう方針の下に

各省庁やってくれと、それで調整していくわけですから、大体そうでしょう。 

（塩川議員） 扇さん、その点は役所の方でも大体自分らの概算要求が、去年よりは

上回ると、これはだめだということは企画していますし、大体程度はわきまえて

計画していると思うんです。まだ、交渉始まっていませんから、あなたは心配す

るけれどもね。 

（扇臨時議員） だから大事なんです。始まってしまったらおしまいだから。 

（塩川議員） 私の方が、例えばＯＤＡとか、そんなことを言い出したら、もうえら

いことになってしまうんです。それは言わないで。 

（本間議員） そういうことで理解してよろしいですか。経済財政諮問会議の基本方

針、これ14年度の予算も含めてこの中に盛り込みます。それは、概算要求を財務

省に対して出す場合のガイドラインとして、これは活用されるという具合に理解

していればいいですね。そういう形で我々はつくっていけば。 

（塩川議員） 先生、これが欲しかったんです。このコメントが欲しかったんです。

これが今度の14年度の予算編成のときの、私のところのガイドラインになってく

るんです。これをいただいて、これは言いませんが、これを心得てやっていくと

いうことです。 

（竹中議員） 確認ですけれども、今のは税調と。 

（本間議員） 財政制度審議会です。 

（竹中議員） だから、先ほどの別の審議会は別のトーンのものが出てくることもあ

り得るということで、是非御理解いただきたいんですが。 

確認ですけれども、ガイドラインという言葉がありましたけれども、多分まさ

に思想としては、アメリカでは予算教書を出すわけです。予算はまさに大統領が

示す予算のガイドラインなわけですから、それと同じとは言いませんけれども、
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それに準じた１つの尊重されるべき指針であるということですね。 

（塩川議員） そうです。 

（竹中議員） そういう趣旨で理解してよろしいのではないかと思います。その上で、

済みません、もうあと１分で取りまとめをします。 

今日は、いろんなイシューを出していただきまして、ありがとうございます。

後の15分ぐらいのディスカッションで、非常に皆さんすっきりした点があると

思いますが、残された問題も勿論あります。 

今日は「目次案」総論を御議論いただいて、大枠をお決めいただきましたけれ

ども、若干調整を要するところは出てきます。ただ、それはもう細かく調整して

も始まりませんので、 終案をつくる中で調整させていただくということしかな

いのかなと思います。これは、そのプロセスに委ねさせてください。今日のとこ

ろは、民間議員４人と私の案として、こういうものが出たということは記者会見

では出ますので、その点説明の仕方は注意しますが、御理解いただきたいと思い

ます。 

それと、１つ問題になったのは、情報の管理も含めて、やはり収斂させていく

中で、総理と直結したチーム、マシーンが要るということなんだと思います。こ

の体制づくりについては、官房長官を中心に是非いろいろお考えいただいて、い

い仕事ができるような形でお願いしたいと思います。 

後に１点、実は大変重要なのに、余りここの場で議論されていない問題があ

ります。それはまさしくマクロ経済のシナリオなんです。今後不良債権処理で、

どのようになっていくのか、その中で財政再建をしなければいけないわけですか

ら、財務大臣がおっしゃったプライマリー・バランスの問題に、いつ着手できる

のかというシナリオを示さなければいけないんですが、その大変重要な問題が余

り準備ができていません。次回はそのことも含めて、更に今回の議論に上乗せし

た議論をしたいというふうに考えております。 

官房長官、総理、何か追加的にございますでしょうか。 

（牛尾議員） 次回の日が決まっていれば、おっしゃっておいた方がいいのではない

ですか。 

（竹中議員） 次回は決まっていますか。 

（小林内閣府政策統括官） 次回の日は、６月11日を予定しております。 

（牛尾議員） 時間は何時ですか。 

（小泉議長） できるだけみんな出ていただかなければならないから、時間を選んで。 

（竹中議員） 皆さんが出られるようにセットしてください。 

（塩川議員） 竹中先生、是非総理から14年度予算編成に対する指針というのを出し

てください。これもお願いします。 

（小泉議長） しかし、７時半を超えたとは思わなかったですね、結構長くやってい

るようで短く感じましたね。 

（塩川議員） この時間が短過ぎるんです。 

（小泉議長） １時間半以上やっているんですね。 
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（竹中議員） ありがとうございました。 

（小泉議長） 軽食をちょっと、簡単な立食ですけれども。 

（竹中議員） すみませんでした、軽食があるそうです。 

（以 上） 
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