
平成 13 年第 11 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 11  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 6 月 21  日(木) 17:33～18:39 

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    片山 虎之助 

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 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 

総務大臣 

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 

国土交通大臣 

(1)基本方針の分野別テーマ(社会資本整備)について 

(2)内閣総理大臣からの諮問第 1 号について 

(3)「基本方針」(案)について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 10 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 内閣総理大臣からの諮問第 1 号 

資料 3 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(案) 

資料 4 扇臨時議員提出資料 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第11回の経済財政諮問会議を開催いたします。

今日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日は基本方針、骨太の方針というふうにこれまで呼んでおりましたが、基本

方針というふうに呼ばせていただきます。基本方針のとりまとめ案について、御

議論をいただきたいと存じますが、その前に、扇国土交通大臣に臨時議員として

会議に御参加をいただいております。基本方針の分野別のテーマについて御議論

をいただきたいと思います。 

なお、先回の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

ただきたいと思います。 

それでは、扇臨時議員から提出のあった資料４につきまして、説明をお願いし

たいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○基本方針の分野別テーマ（社会資本整備）について

（扇臨時議員） 今日はお呼びをいただいてありがとうございました。多くを申しま

せん。お手元に今日お配りしております、今朝私が発表いたしました記者会見で

お渡しした資料をお手元に届けました。国土交通省としてどこまでできるかとい

うことを、まず私は経済財政諮問会議ができる前から国土交通省として、できる

ものというものを言っておりましたので、おわかりのように「国土交通省におけ

る公共事業の改革への取組」という１枚の紙がございます。１枚めくっていただ

いたところの横長のものでございます。 

これを見ていただきますと、中身に関しては、逐一申しません。ただ、新規ダ

ム工事をすべてやめますとか、あらゆる面でできることはいたしました。ただ私

は細かいことは何も言いたくありませんし、皆さん方が知恵を出して答申をして

くださるんですから、慎重に対処を見守って、私たちは何ができるかを、また新

たに考えさせていただきたいと思っておりますから、細かいことは申しません。 

ただ１つ、せっかく経済財政諮問会議というこれだけの民間の皆さんにお集ま

りいただきましたので、一言だけ言わせていただきたいと思いますことは、国土

交通省自らが、役所ぐるみでできることと、できないことがございます。できな

いことを１つだけ申し上げます。それは、国会マターになっております首都機能

移転問題です。これを来年度中に結論を出すことと国会ではなっておりますけれ

ども、私は平成14年を待つことなく、少なくとも私は民間であるからこそ、公共

工事の最大の不必要な見直しということでは、首都機能移転ということが最大の

大きなものであります。たとえ12兆円、14兆円といえども、今それだけの、10年

前の首都機能移転問題を言ったときから、財政事情が違っておりますので、これ

は国会マターでございますから、私が言うと、もう一遍に火を噴いたようになり

ますけれども、私はあえて民間の皆さん方が答申してくださるのであれば、公共

工事の見直しという言葉がある限りは、最大のこれは公共工事の見直しのもので
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あろうということだけ一言皆さんの御意見を論議していただいて、答申の中に入

れていただければ幸せだということだけ申し上げ、それだけでございます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。大部の資料、しかも大変中身のある資料も出

していただいております。どうぞ幅広く御議論をいただきたいと思います。 

（吉川議員） この１枚紙を拝見しまして、扇大臣、大変リーダーシップを発揮され

ていることに大変感銘いたしました。敬意を表したいと思います。 

たった今大臣が言われた特定の提言に関しても、私は個人的には大変賛成であ

ります。それから、ここで国土交通省としてお考えのグランド・デザインと言っ

たことが、日本経済の将来にとって大変大切なことだというふうに私は思ってお

ります。現在議論されている不良債権の問題というのも、現在は金融的な問題で

すが、別に天から降ってきたわけではないわけで、80年代の後半に円高が進む中

で、海外旅行が５割引きになるという中で、国内リゾートを開発したということ

が基本的に間違ったことだったという、言わば実態的な背景があるわけです。 

ですから、10年後にまた不良債権が生まれるのか。あるいは10年後に、10年前

に大変に大きな良い舵取りをしたというふうに振り返れるのかというのは、今、

扇大臣がここでおっしゃっていらっしゃるような国土交通省のグランド・デザイ

ンというものに非常に大きく依存していると思います。言うまでもなく大臣はい

い方向に舵を取られたと理解しておりますが、そういう意味でも、私は大変こう

したものに期待するものであります。 

（扇臨時議員） ちょっと今のことにお答えしていいですか。 

今、吉川先生に見ていただきました中身をこれからまた御精査いただきたいと

思いますけれども、私は昨年の公共工事の与党３党による見直し、しかも国土交

通省、当時は建設省でしたけれども、独自の34、トータルで187の事業の中止をし

ましたけれども、今、吉川先生がおっしゃったように、私は、５年後、10年後、

再び公共工事の見直し事案の中に入るようなものは一切新規着工しないというふ

うに国土交通省に明言してございますので、本年度からは５年後、10年後、再び

見直しをする公共工事がないように、ということは厳に申し渡してありますので、

実行させていただきたいと存じております。 

（奥田議員） 質問で申し訳ございませんが、５番目に「高速自動車国道の整備手法

の見直し」というのがあって、５ページに書いてあるんですけれども、「今後、

新たな手法も含め」と書いてあるんですが、これは具体的にはどういうことをお

考えになっているんですか。 

（扇臨時議員） これを御説明申し上げますと、御存じのとおり、我々は1万1,520ｷﾛ

という数字を出しております。１万1,520ｷﾛ、これが全国の高速自動車国道をして

いきたいという。これを出しているんですけれども、これを達成するためには、

残事業として36兆円必要なんです。けれども、これはとても、もうできないとい

うことになれば、じゃ、どこに持っていくかということで、次が9,342キロという

のが出てくるわけです。これは8.1％でございます。そうしますと、これで22兆円
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という金額が出てくるんです。 

ですから、私は小泉内閣がきちんと金額を明示しながら、この金額だったらど

こまでできる。この金額だったらどこまでできるということも、私は各ブロック

ごとの知事さんと全部全国歩きましたので、その地元で出してきてくださいと。

そういうことで私は地域の御希望によって今後はその工事をしていくと。例えば

「ここまでですよ」というところもあるし、「いや、道をやめて、道路は要らな

いけれども、鉄道を」というところもあるし、それは地域の選択でございますか

ら、私はどちらかを地域の皆さん方に選んでいただいて、できる限りのことはし

ていきたいと思いますけれども、どちらかの選択ということも選択肢の中で選ん

でくださいと。これは全部地方整備局と各ブロックの知事さんとの地方懇談会に

よってこれを挙げていただくと。そういうボトムアップ方式を取りたいと思って

います 

（片山議員） ２ページ目の長期計画の総合的見直しというのは、これは不可欠だと

思います。とにかく公共事業がここまで肥大したのは、この長期計画ですよ。そ

の前に公共事業基本計画がありますけれどもね。そこで今度見直す場合に、どう

やるかということなんですが、投資額で計画をつくるのはやめたらどうですか。 

そこで投資目標というか、整備水準ですね。そういうものを打ち出す。明日政

策評価法が成立します。これとリンクして、目標水準を毎年ローリングで変えて

いくという方式はどうでしょうか。 

それから、地方の単独事業は外してもらうとか、この扱いが来年度以降の公共

事業の在り方に深く絡むと思いますので、大いにここは議論していただいたらい

いと思います。今までのやり方ではもういけません。 

（扇臨時議員） この表を見ていただいたらわかるとおり、本当にこういう小泉内閣

ができたときのきっかけになるなと思って、これは不幸中の幸いだと思っており

ますけれども、今、この表を見ていただいたらわかりますけれども、平成14年、

これで全部長期計画が終わるんです。ですから、私は、いや、内閣が不幸中では

ないんですよ。この長期計画が平成14年度で終わるということの意味ですから、

取り違いないようにしてくださいよ。 

ですから、私は長期計画がすべて、１つだけ７年度計画というのが延びますけ

れども、全部だから、ここで見直して、今まで７年掛かったものは５年で仕上げ

るのか。５年掛かったものもやめるものがあると。これは私は整理していきたい

というのを、下に赤文字で書いてあることがありますので、私は今申しました小

泉内閣ができて、14年度でこの長期計画がほとんど８割方精算されるというか、

見直しができるという年度に来ていることが私は幸いだと言っている意味です。 

（片山議員） 年度内に全部見直すべきです。14年度から新しくする。その際は、投

資額はやめた方がいいですよ、これをやれば、財政を硬直的にします。 

（竹中議員） 今の片山議員の発言は、長期計画をつくり直すに当たって、評価を踏

まえながらローリングするということを考えてはいかがかと。 

（片山議員） それから投資額ではなくて目標水準。 
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（竹中議員） 目標額も見直すわけですね。 

（片山議員） 目標も勿論見直します。今は投資額と一緒に目標もあることはあるの

です。 

（竹中議員） ローリングで見直すというわけですね。 

（片山議員） そうです。 

（牛尾議員） 扇大臣のおっしゃることはもっともなことですが、それが続けば非常

にいいと思います。問題は、総理は、この内閣は３年間は続くとおっしゃってい

るから、扇大臣が３年間やっている間にこれが定着すればいいけれども、もし、

代わった場合に扇大臣の発言はどこまで次の大臣に対して拘束力があるのですか。

（小泉議長） 参議院選挙が終わってからよく考えます。 

（牛尾議員） そうですけれども、大臣がはっきり省内でおっしゃっているものは、

かなりのもの。 

（扇臨時議員） 昨日の午後７時45分から省議を開きまして、最高役員会を開きまし

た。そこで全部が承認をして、ＯＫをしたんです。ですから、私がいなくなって

も、国土交通省はきちんと各局長12名以上、省議ですから全部で32名出て、幹部

が知っておりますので、これは私が参議院選挙が終わって代わっても、これは持

続するものとみんな心得ていると思いますし、これで手抜きをするのであれば、

私は国会議員でもし選挙に通りましたら、下野していても、必ず監視いたします。 

（竹中議員） 今のを整理させていただくと、私はよくアンブレラとイニシアチブと

いう言葉を最近使わしていただいているんですが、カタカナで総理申し訳ありま

せんが、経済財政諮問会議は、骨太でまさにアンブレラなんです。その中に各大

臣のイニシアチブに基づく政策が上がってきて、その関係がしっかりしていると

いうことが、今の牛尾議員の御質問に対する大変重要なポイントなんだと思いま

す。それはどのようにしていくかというのは、これは初めての試みですので、幾

つかの試行錯誤は今後も必要なのだと思います。 

（本間議員） 今の大臣がおっしゃったことをまさに申し上げようと思っていたんで

すけれども、夏休み以降、経済と財政の中期計画というものをここで議論する必

要が出てくるんだろうと思います。経済財政運営の中期計画と、各省庁がつくっ

ている５か年計画等の結び付きが、非常に今までばらばらになされてきたために、

アンブレラとイニシアチブが整合的にできなかったのだと思います。国土交通省

に限らず、その組み立て方をもう一度、整合化していくということが、今後の取

り組みとして必要だと思います。 

（竹中議員） ２つのものをつなぐ非常に具体的なものが中期の経済財政計画という

のは 

（塩川議員） それは秋におやりになるんですか。秋ごろに中期計画、どうですか、

竹中先生。 

（竹中議員） そうですね、今日の骨太の方針を受けて、今後どのようにやっていく

かということ自体が非常に大きなテーマだと思いますが、今のところ少しずつ皆

さんと議論させていただいているのは、11月に基本方針をつくるということにな
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っていると思いますので、その過程で、これは私の個人的な意見で申し上げたい

と思いますが、今までは、単年度の経済見通しというのを出していたわけですが、

それはやはりアメリカの予算教書のように、５年ぐらいの経済と財政の見通しと

いうのを出して、それを毎年まさにローリングでやっていく、そうすれば、長期

的な観点から経済運営ができるということになると思いますので、そういう中で、

今の議論が整合的に行われていけばよいなというふうに思っております。また、

これについても是非時間を設けて議論したいと思います。 

（塩川議員） 私ども、これで骨太の方針で大体主張しておったものを取り入れてい

ただきましたので、私はこれで概算要求が組みやすくなってきたと思っています

し、特に、今日、扇大臣からペーパーが、私のところは違うルートから入ってき

ましたので、これはしっかりよくやっていただいたなと思って、実は私が思って

いることが的確に反映したと思いまして、それは自分でおやりになったんですか

ら、何も反映ではないんですけれども、その意味において私はよく理解してもら

って、これはよくやっていただいたと思って感謝しておるんです。先ほどお礼を

言いましたが、また改めてここでお礼申しておきます。 

（扇臨時議員） 私、今の経済財政諮問会議の答申を総理にお出しになって、今、私

たちが考えていることと、経済財政諮問会議で骨太のものをお出しになって平成

14年度の予算編成の枠も、総理がおっしゃったようなことを実行するためには、

答申されたものに対する総理の御決断だと思います。総理がそういうことを我々

にしろと再度御下命いただければ、我々は担当大臣として総理がお出しになった

答申に対して、こうこうこうしろと、それは総理に対する答申だけではなくて、

これを閣議了解して総理が、全部このとおりもっと自分たちで努力しろという御

下命があれば、私はそのとおりに行くので、私は答申なさった後は、すべて総理

のリーダーシップだと、私はそう思っております。 

（竹中議員） ほかにいかがでございましょうか。 

扇臨時議員の提出する資料、御説明に関しては特によろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（扇臨時議員） ありがとうございました。 

（竹中議員） 扇議員大変ありがとうございました。 

（扇臨時議員） あとはよろしくどうぞ。 

（扇臨時議員退室） 

○諮問第１号及び基本方針(案)について

（竹中議員） それでは、基本方針のとりまとめ案についての審議に移りたいと思い

ます。 

まず、基本方針に関する諮問につきまして、総理大臣から御発言をお願いいた

します。 

（小泉議長） 	 本日は、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

針の作成を諮問することとしたいと思います。よろしくお願いします。 
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（竹中議員） どうもありがとうございました。 

今の総理の諮問文は資料２といたしまして、お手元にも配付しております。 

それでは、ただいまの諮問に対する答申案の審議に移りたいと思います。 

答申案は、これまで御議論いただいた基本方針のとりまとめ案でございまして、

資料３のとおりであります。これは前回提示の素案に比べ、第６章について書き

加えるとともに、前回の諮問会議での審議を盛り込み、とりまとめて、若干の修

正であります。大枠では変わっておりませんが、若干の訂正を加えたものになっ

ております。 

審議に移る前に、この基本方針作成の背景として描いています日本経済の再生

シナリオ、マクロ経済のシナリオについて、簡単に私自身の見解を申し上げたい

と思います。 

まず、今後２、３年については、日本経済の集中調整期間と位置付けまして、

国民の生活水準が継続的に低下するような事態を回避しつつも、平均してゼロな

いし１％程度の低い成長となることを甘受しなければならないというふうに考え

ております。また、このようなシナリオにおいて、足元の平成13年度の成長につ

いては、こうした範囲の中で、ゼロ、１という範囲の中で低めの成長になるとい

うふうに見込んでおります。シナリオの詳細は本日、私の責任で記者発表したい

というふうに考えております。 

それでは、議案作成の第１回から熱心に御参加いただきました有識者議員、各

大臣、皆さんの御発言をお願いしたいと思います。 

（牛尾議員）  基本方針、本当に皆様の御協力で何とか出来上がったわけですが、今、

扇大臣もおっしゃったように、ここから概算要求までの間に相当きちんとした手

続を踏んでいかないと各省が動かないと思うんです。内閣でどういうお取り扱い

になるのか。 

それから、経済財政諮問会議で概算要求までの間に当然財務省の主計局長など

といろいろなお話をすることになると思いますし、その辺の段取りを、何しろ初

めてのケースですから、宮澤前大臣のときは雑談ふうに議論しているうちにでき

るんだよというお話だったんですが、そういう事態でもないと思うので、この辺

のところは、今日、民間議員と皆議論しておりましたが、シーリングに至る概算

要求の基本方針は、財政首脳会議がつくっているんですね。今度、経済財政諮問

会議がつくるべきと思います。今回まとめた基本方針はどちらかといえばメッセ

ージ性を重視しておりますけれども、概算要求の基本方針は、どちらかと言えば

項目別に、ややプロ風に書くものでありますから、そのようなものの扱いをどう

するかということも議論する必要があります。 

それからもう１つは、アメリカでも年内はひょっとしたら成長ゼロかもしれな

いというぐらいに非常に景気についていろいろな観測が出ておりましたので、11

月の概算要求に向かって、景気への対応というものを経済財政諮問会議としても、

７月、８月から、その都度問題提起が必要です。 

その辺のところについて、今日提出する前に御意見があればまとめておいた方
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が我々は動きやすいと思いますので、その問題を問題提起をしたいと思います。 

（竹中議員） どうぞ、奥田議員。 

（奥田議員）  私も同じでございまして、結局、資料３の基本方針を出すわけですが、

これと概算要求との関係と言いますか、ステップの踏み方がどういうふうになっ

ているか等々。今までの例はあるわけですけれども、今回は一体どうするのかと

いうのは、何かやはり空白になっているような気がするものですから、そこのと

ころをもうちょっと具体的にどういうステップを踏んでいくのか、そこの点の打

ち合わせはやはり詰めておいた方がいいんではないかと思うんです。 

（竹中議員） どうぞ、財務大臣。 

（塩川議員） 勿論、それが私も一番気掛かりでして、それがために第８回、第９回

とこの会議で、ぎゃんぎゃん、きいきい、言いまして、大体の方針を具体的に第

６章にまとめてもらいました。従来は第６章、第７章となっておったものを一緒

にまとめてもらったんで、これでやりやすくなってまいりました。 

それを受けまして、２週間ほど前からそれぞれの主計官の段階で、各省の主計

担当のところに接触をしております。今日、こうして方針が具体的な項目として

決めていただきましたら、これを中心にして各省との折衝を更に一層深めていき

たい。 

今日は全部主計官集めまして、こういう状態であるから私の方からとりあえず

30兆円の枠内に収めるようなことだけをきちっとやって欲しいと。そのためには、

それぞれの主計官の担当しておる各部門がございますが、農林のところは甘かっ

たけれども、通産のところがきつかったというようなことのないように、やはり

総合的に絶えず話し合って、めり張りは絶えず話し合って決めてくれと、こうい

う具合にいたしまして、主計官の方もそのことについては十分と理解をしてくれ

ました。 

そういうことでございますので、近いうちに一度各省と当たってきた中身を一

旦集めまして、１つの概略の方針を出して、それをもって党の政調会と一回話を

しようと思っております。政調会の方の理解がなかったら、これはなかなか難し

いことですから、その上で更に精査をして大体８月の10日ごろに概算要求の基本

方針を決めたいと思っておりまして、それから昨日も与党との懇談においても10

日ごろという予定を申し上げたんです。大体、私が一番心配しておりましたのは

国土交通省でございましたんですが、これがうまくまとめていただいたんで、実

は非常にやりやすいなと思っておりまして、こちらの考え方とほぼ一致してきた

と思っております。 

あとは、地方行政。これはもうどちらかといったら、お互いに話しをつぶすわ

けにはいかんので、根気よく一回詰めていきたいと思っております。 

もう１つ、防衛とＯＤＡ、外交ですね。こういうような分野が全くこの分野か

ら抜けておりますので、これは私は直接担当大臣と話をして、それで最後は総理

の裁断になってくるだろうと思っておりますが、そのような詰め方をしてみたい

と思っております。いずれにしても８月の10日ということの設定をいたしました
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んで、それまでにやると。それをしないと、今後、やはり選挙の影響がございま

したんで、それでちょっと遅くなったんですけれども、例年より１週間ほど遅く

なると思いますけれども、これは８月の末まで期間がないですけれども、一挙に

詰めていけると思っておりますので、そんなスケジュールでやりたいと思ってい

ます。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 概算要求基準の決定が８月10日という話ですが、今年は骨太の方針が

まず出たので、それと要求基準がリンクしないとおかしいですよ。方針は方針、

概算要求基準は概算要求基準ということはおかしい。方針を取り入れた概算要求

基準でなければいけないのではないでしょうか。方針に基づいて要求するわけで

すから。あらかじめ、関係省庁の間での話をすることはいいけれども、そこのと

ころは工夫が要るのではないでしょうかね。 

（竹中議員） 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 私も今、総務大臣がおっしゃったことと全く同じことを考えていまし

て、ここにあります骨太の方針でも第５章、26ページから27ページですが、予算

編成プロセスの刷新ということをうたっているわけで、やはり予算の内容を企画

立案段階から省庁横断的に考えると、総理のリーダーシップ、あるいは内閣のリ

ーダーシップが発揮できるような、そうした予算編成をするんだということがこ

こにうたってあるわけですから、経済財政諮問会議が財務省と協力をしながら、

そうしたことが実際に行われることを望みます。 

（本間議員） 私も基本的には、民間３議員の方と同じ意見であります。総理が30兆

円以下という形で予算の大枠のところをお示ししていただきました。しかし、そ

の他の大きな項目については、まだどこでも議論をされておりません。財務大臣

がいろいろな形で発言をされているということは、よく承知はしておりますけれ

ども、ここの場の中で、やはりパブリックに情報を示し、総理がリーダーシップ

を発揮されるためには、経済財政諮問会議でトップダウン的な枠組みというもの

を作るべきだと思います。今年度は新しいシステムづくりの年でございますので、

ここで決定したというシステムづくりを、是非フォーマライズしていただきたい。

このところは、今、塩川大臣がおっしゃったミクロ的な積み上げ方とマクロの

方針の間の接合、あるいは矛盾なき予算編成というのは、財務省を中心にしてや

っていただくことになろうかと思いますけれども、是非枠組みづくりの部分のと

ころで総理のイニシアチブがきちんと明示化されるということをやっていただき

たいというのが私のお願いであります。 

これは各国すべてそういう具合にしておりまして、イギリスでもコントロー

ル・トータルというのを、こういう場と同じようなところで議論し、それを各省

庁に示していくというのがスタンダードなやり方でありますので、是非定形化を

していただきたいと思います。 

（竹中議員） 平沼大臣。 

（平沼議員） 本間先生のお話、そこが一番重要なことであると思っております。 
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（竹中議員） ありがとうございます。今までの意見を集約しますと、片山大臣は、

この骨太の方針と予算要求基準のリンクという言葉を使われて、そのリンク、こ

れは他の議員の言葉を使うと、やはりこの大枠をどこかでしっかりと決めるとこ

ろがなければいけない。大枠があって始めて緻密な積み上げに意味合いが出てく

るということでありますので、この経済財政諮問会議の骨太の方針、いわゆる基

本方針に基づいて、昨年は財政首脳会議では総理枠をどのぐらいにするとか、ま

さに枠を決めているわけですけれども、これと同じものではないですが、何か枠

を決めるということを、この経済財政諮問会議の次の作業としてしなければいけ

ないのではないだろうかということで、多くの議員の意見が、今出されていたか

と思います。 

これは、選挙等々がありますので、議論を可及的速やかに始めて、勿論その議

論が外に出るのは、８月ということになると思いますけれども、そのような是非

日程で、まず議論を深めていくということが、皆さんの合意かなというふうに思

いました。 

あと、これは私の勝手な観察でありますけれども、いろんな方と御議論する中

で、党の方、各省庁の方と御議論をする中で、やはり皆さん景気への対応という

のを非常に懸念する声が大きいと。この景気への対応をどのようにとるかという

ことも、恐らく、まさに総理のリーダーシップの下で、この諮問会議で議論しな

ければいけない重要な問題かなというふうに思います。 

更には、これを受けた制度設計をどうするかという大問題がありますが、これ

は少し時間の掛かる話で、しっかりとやっていかなければいけませんが、当面概

算要求の基準と言いますか、まさに片山大臣がおっしゃったこの方針とのリンク

の部分をどうするか。これが第１。 

それと、景気への対応策。これが第２。 

それと、制度設計をどのようにやっていくかと、そういうことを今回基本方針

の取りまとめに当たって、今後の議論での方針ということで是非確認をさせてい

ただきたいと思います。 

（平沼議員） 私は皆さん方に御苦労いただきました、この資料３の基本方針という

のは、聖域なき構造改革という総理の思想が明確に示されているということでよ

い方向づけができたと思っています。 

今、竹中大臣の御発言に関連しまして、特に重要なのは構造改革というのは、

単なる無駄の切り捨てではなくて、将来の成長へ向けたダイナミックな資源シフ

ト、そういうことだと私は思っています。ですから、民間部門の成長や新市場、

それから雇用の創造に直結するような制度改革と、財政の重点投入をパッケージ

で行うということだと私は思っておりまして、そういう観点でやはり平成14年度

の予算も総理が提唱されているわけですから、目に見える形で私はやるべきだと。

ですから、この経済財政諮問会議というのは経済財政だけではなくて、予算の

大枠を決めると、こういうことでありますから、やはりそこは小泉内閣らしく目

に見える形で、ぴしっと出すと、このことは私は必要だと思っております。 
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（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員。 

（吉川議員） 今、経済産業大臣がおっしゃったことに全く賛成です。この基本方針

にも書きましたけれども、予算の中身の見直しという意味での構造改革は景気の

名の下に先送りされてはいけない。これは成長にとってもプラスになることなわ

けですから、是非とも進めていただきたいというふうに思います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 皆さんのおっしゃるとおりだと思いますが、たまたま扇大臣がおっし

ゃったように、この答申はほとんどのことを明確に、また言いにくいところは妥

協した上で意を通じているわけでありますから、各省への総理からのメッセージ

が非常に大事で、これをこのような方向に各省やって欲しいということを、きち

っと通す必要があり、これが第１です。 

もう１つは、歳出カットだけではなくて、経済活性化という、今、平沼大臣が

おっしゃったように、効率の高いところに資源や人間を移していく大作業ですか

ら、相当法律改正も要ると思います。平成14年度予算はそれに間に合うようなか

なり優先的に５つか、６つ目に見えるものに対しては、規制撤廃並びに法律改正

まで入れて、制度改革をセットで実施し、そこに予算を付けるべきだと思います。 

問題は、歳出を３兆円減らすときに、例えば、ある民間シンクタンクから、５

兆円のうち、５兆円減らして２兆円増やせと、その増やしたものがＩＴ関連投資

であったら失業はむしろ出るどころか、雇用が増えるというような案が出ており

ましたが、やはり増やすものと減るものがあるということをきちっと見せる必要

がある。 

そのようなものは、これも大体書いてありますけれども、重点でもどこが重点

なのかはやはり若干概算要求の前に示す必要があるのではないかという気がしま

す。減らすだけだったら、またいろんなことがあり、おっしゃったように、地方

で幾ら、中央で幾ら、社会保障関係を増やすのを、このぐらいで止めるかという

議論はありますが、今度はやはり経済活性化が軸になっていますから、そこはも

う法律も変える、規制も変える、予算も付けることが平成14年度の予算編成に国

民に通じれば、活力は出方が早いと思います。そのような議論により、これから

概算要求の間に、もう１つシナリオをつくらないといけないという感じがするの

で、経済財政諮問会議で方向性を今日決める必要があるのではないかと思います。

（平沼議員） 牛尾議員の発言に少し関連しているんですけれども、昨日私どもは拡

大経済産業局長会議、これは北海道から沖縄までですが、実際に地方で第一線で

地方経済に接しているそれぞれの局長が集まって会議をいたしました。その結果

は、中京地区だけがほぼ現状維持。それ以外は非常に厳しい、そういう結果が出

ております。 

最近ですけれども、初めて我々は日本の景気は後退していると、こういう表現

を使わざるを得ない状況になっています。更に、アメリカの経済というのが竹中

大臣のさっきのメモにもありますけれども、非常に先行き不透明であるわけであ

りますから、やはり私はこの５月25日に立ち上がりました産業構造改革・雇用対
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策本部でいろいろ提言がある、そういう新規の市場をつくり、新規の雇用をそこ

に吸収するということに、やはり重点を置いた積極的な対策は取っておかなけれ

ばいけないと、そういうこともやはり打ち出す必要が私はあると、そういうふう

に思っています。 

（竹中議員） 先ほどのリンクですね。概算要求の基本方針と、その景気への対応策

というのは、むしろ合体させてここで何らかのメッセージを議論すべきだという

ような面もあろうかと思います。 

塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 私はこういうふうに認識しておるんですけれども、この基本方針が出

ましたら総理大臣から各省に対してこの方針に基づいて新しく政策を考慮して予

算要求しようと。そうすると、今、おっしゃる大枠、大枠ということは大枠を決

めないといけませんが、それはどこでだれが決めるんでしょうか。大枠を決めて

いくというか、各省がこれに基づいて要求してくるものをまとめるところがどこ

かなければならんのではないでしょうか。それをまとめて中間的に私の方で報告

をして、それを基にして８月の10日にこの枠でやれということを決めるというこ

とにしないと、何か言葉だけ走って枠をつくれなんて、そんなのだれが責任を持

ってやるんですか、ということを私が聞いているんですよ。だから、そこはきち

っとしておいてもらわないと、こんな宙に浮いた議論になってしまいますよ。 

ですから、例えば、これを総理からこれで各省の予算を考えろということをお

っしゃっていただかないと、これはすぐにやっていただかないと、そうしてこれ

に基づく要求を財務省の主計局に対して個別に今交渉していますから、この方針

が出るのはみんな知っていますから。そこである程度して、大体こんな数字が出

てきたんだということをまとめて、この場で一回報告して、その場で一回意見を

まとめていただいて、それを修正して、最後に予算方針の大綱だということで、

ぼんと決めてもらうと。それは、私は８月10日ごろに決めてもらわないと後の作

業ができませんよ、ということを言っておるんで、具体的にどうするということ

を言っておいてもらわないと、こんな抽象的に大枠決めろとか、何とか政策に活

かせと言ったって、活かすのはどこが活かすんですか。各役所でしょう。だから、

これを正式に早く下ろしてやらないと。みんな知っていますからね、それこそ交

渉やっていますけれども中身を知らないではないですか。これは正式には、です

よ。要は大体こういうことだなということは知っていますよ。その点の手順はど

うなるんでしょう。これはちゃんとしておいてもらわないと、私どもの中でもそ

れでは作業できないようになってしまいますよ。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 今までは、経常経費は例えばゼロだとか、マイナス５％だとか、そう

いう概算要求基準ですね。投資関係については、例えばある事業は10％アップと

か、これはどうしろとか、その代わり公共投資の予備費を5,000 億円つくります

とか、あるいは別枠で3,000 億円ありますとか、そういう概算要求基準だったと

思う。極めて技術的なんです。 
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（塩川議員） そうです。 

（片山議員） だから、それをある程度技術は技術として、技術の方も検討しなけれ

ばいけませんよ。だけど、方向性は何か出さないと、今までと同じだということ

になる。何のために今度は総理のリーダーシップのもとにまとめるのかが判らな

くなる。そこは工夫だと思う。財務大臣が言われたのは技術論なので、やはりそ

れは要るけれども、もう１つ方向と言うのか、姿勢と言うのか、それ何か要りま

すよ。わざわざこれだけの議論をしたのだから。 

（塩川議員） 方向だったら、これで１回各省呼んで、こういうことでいいかという

ことをネゴしなければいけないんです。 

（片山議員） これで即予算ということはなかなか。 

（塩川議員） これが方向ですから。 

（小泉議長） それは、参議院選挙終わらないと出てこないです。 

（塩川議員） それはそうです。だから、参議院選挙後にある程度固めたものを出し

て、それで議論してもらって、そこで大綱を決めてもらって、その大綱を決める

のは10日ごろ決めてもらわなければできないと、その大綱を決めるのはこの場で

す。そうでしょう。 

（小泉議長） そうです。 

（塩川議員） そのネタというものを、それではどうするのかということなんです。 

（小泉議長） 参議院選挙後です。 

（塩川議員） 参議院選挙後だけれども。 

（片山議員） 決めるのは、大綱ではなくて概算要求基準ですね。それで、８月末ま

でに概算要求をまとめるわけです。 

（塩川議員） 基準は、やはり大綱になってきますね。 

（片山議員） 予算編成の大綱はまだ別に決めるのではないですか。これは11月か何

かに。 

（塩川議員） 大綱と言っても、基準と言っても中身は同じことではないですか。今

までは、概算要求の基準と言っていましたね。今度は、それが大綱という言葉に

なったんだから、これは大綱でいいんです。 

（片山議員） 竹中大臣、いろいろお話しありましたように、今、地方が一番心配し

ているのは、交付税を見直される、補助金はどうもカットらしいと、道路財源も

他用途転用だと、地方切り捨てではないかと言っているのです。私は、地方あっ

ての国なので、この地方には東京や大阪も全部入りますよ。地方が元気にならな

くて、国が元気になるわけがないと。今回やり方を変えるのだと、切るのではな

い、変えるのだと言っています。チェンジなのです。 

そうでないとこれは大騒動になる恐れがあると思います。そこは、やはり増や

すものもある、やり方を変えて、自立促進ですね、自立性の尊重なので、そうい

う仕組みに変える。全体を、だっと切るのではないということを、はっきりと打

ち出してもらったらいいと思います。 

（塩川議員） それはもう精神はそうなんですよ、精神はそうなんだけれども、それ
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をそれでは具体的にどういう手順でもってやっていくかということが大事なんで、

それは精神は私たちも同じことだし。 

（片山議員） 財務大臣、地方の歳出というのは、みんな各省の歳出とリンクしてい

るのです。地方独自の歳出カットはできない仕組です。 

（塩川議員） それでは、それを出してきて、それを持ってきてここで議論しなけれ

ば、何もなしに精神論だけでは話になりません。 

（竹中議員） 済みません。今、総務大臣、財務大臣、非常に重要な２つの議論がな

されているんですが、１つは大枠を決めるというのは、皆さんいいけれども、大

枠の決め方を具体的にどうするかという手順ですね、それについては、はっきり

言ってこれ我々初めての実験ですので、それについてはちょっとイメージがみん

な考えていることが少しずつ多分違うんだと思います。ただ、大枠がなくて、つ

まり大枠はやはり総理に決めていただくんだと。総理に決めていただくためには、

やはりここで議論するんだと。それの議論の仕方ですね、現実と乖離した大枠と

いうのは意味がないし、それのやり方を少し我々は謙虚に、これは初めての経験

ですので、きっちりと議論しなければいけない。これが第１点だと思います。 

第２点は、その制度を変える。制度設計を変えるというふうに言っているわけ

です。制度設計は、しかしなかなか簡単には変わらない。しかし、もう予算の要

求はすぐ来るし、そうすると制度設計に当たって、カットというイメージだけを

現実問題として地方は持っているわけで、これはタウンミーティングに行っても

非常に感じます。その変えるんだということと、具体的に予算の制約の中でどう

組むんだということの整合性をどう取るかという、この２つ目の問題も今のお話

の中ではあるんだと思います。 

ちょっとそれを踏まえて、本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 塩川財務大臣のおっしゃることは、もっともな部分もあると思います。

したがって、積み上げの部分のところで、各省庁から出てくる要求を財務省のフ

ィルターを通して、ここの場に出していただくということは、これは不可欠の手

順だと思います。 

しかし、それだけでいいかどうかということになりますと、今までのイメージ

からいっても、総理のイニシアチブが発揮されているかという点からいっても、

そこは恐らく情報公開も含めて変化、まさにチェンジと片山総務相がおっしゃっ

た問題からしても不十分だと思います。トップダウン的な要素を、どういう形で

この諮問会議の中で出していくかということも、政治的なアピールも含めて、私

は非常に重要なんだろうと思います。 

そうだとすると、各省が出してくる概算要求の前提条件を、ここで我々が情報

として持った上で、財務省が出す問題について議論をし、そして最終的には総理

に御決断をいただくというプロセスをつくらなければならないんだろうと思いま

す。 

ですから、情報をまず我々と財務省のレベルで同じものを持った上で、財務省

からたたき台を出していただいて、その上で我々がそれにプラスαをするのかと
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いう議論をして、そして総理の決断を受ける。こういうプロセスが最もやり方と

しては良いと思います。 

（塩川議員） 本間先生、やや反論するようですけれども、そういうものをまとめる

のは、各省の者がまとめてくるんでしょう。そうすると、大臣から今度はこうや

れよということの指示が下りてこなければ、役所の者はできないでしょう。役所

で相談して、それではここを重点にしよう、今度はこれを削減しようとかいうこ

とをやってくるわけでしょう。その意見の取りまとめを、それではどこでやるの

かということを言っているんです。 

（本間議員） それは財務省を中心に、今までのやり方の延長線上の中で、この基本

方針を踏まえていただきながらやっていただくというのは、これは全然否定する

ものではないと思います。 

（塩川議員） それをどの時期までに、どうするか、それを持ち寄って、各省はこう

言っておるが、どうするかということの相談であって。 

（本間議員） ８月10日の前には、そういうことがここでは、少なくとも１回、ある

いは２回は議論されているということが前提条件になるんではないかということ

を申し上げているんです。 

（塩川議員） それで、最後は８月10日ごろに決めてもらいたいということなわけで

す。 

（竹中議員） 実は、昨年の財政首脳会議の例は、すべてではありませんけれども、

その基本的な指針というのは、７月28日に決定されているんです。それも踏まえ

て、先ほど財務大臣は８月10日ごろまでにというふうにおっしゃったんだと思う

んですが、とりあえずこれを受けて、繰り返しますが我々にとっても初めての経

験ですので、どういうやり方がいいのかという、本当にいい先例をつくらなけれ

ばいけないと思いますので、７月の10日に次回の日程を取っていただいています。

そのときに是非、これは提案でありますが、大枠をつくるということのイメー

ジがあるんだと思うんです。それは、ひとつ民間の議員からマクロ的な観点から、

これはやはりマクロ的な観点からの枠というのがどうしても要るわけで、それに

ついての１つの見方を提示していただいて、それで財務大臣の方から、それまで

の財務省の方でのいろんな情報についてひとつ御教授をいただいて。 

（塩川議員） それを私は言っているんです。８月になって１回ここでやって、その

上で議論して、それで10日に決めてもらいたいと、初めから言っているのはそれ

なんです。 

（竹中議員） そうですね。だから、７月10日に日程を取っておりますので、大変重

要な問題意識が各議員から開示されたと思いますので、そういう方向で是非議論

を進めさせていただきたいと思います。 

（平沼議員） 私は塩川大臣がおっしゃっていることは、当然なことを言われている

と思います。ただ、その前段階として、これが出ているわけですから、私どもは

これを中心に、役所でいろいろ考えるわけですから、どこに傾斜配分するとか、

どういうところをカットするか、それを今度は財務省と話をしながら出してもら
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う、そういう手続ですね。 

（塩川議員） そういうことを言っているんです。だから、これを一刻も早くやりた

いんです。各省の大臣の責任なんです。各省の大臣がこれを読んで、私のところ

はこう行こうということを指示しなければ、その上で、それでは予算は事実上ど

うなるんだと。 

（平沼議員） それはもう当然やるつもりでおりますから、みんなそうだと思います。 

（竹中議員） その上で大枠は、またマクロ的な観点から出していただいて議論する

ということでございます。 

大変重要な会議に10日はなると思いますので、またひとつ積極的な議論をいた

だきたいと思います。 

（小泉議長） 景気情勢は見ながら、大胆かつ柔軟に対処する必要があるんですが、

今度の経済財政諮問会議が、財政再建路線とか緊縮路線を取っているという見方

があるけれども、この考え方が実におかしいんだと私は思っているんです。30兆

円国債の発行を認めて、なぜ緊縮路線と言えるのか。ここにもう精神構造の改革

をしなければいけない、一番の原点があるんです。それでいかにむだが多いかと

いうのがわかります。 

今、民間に不良債権早く処理しろと進めている。しかし、一番遅れているのは

行政です。特殊法人。これ民間に言っていることは、どういうことか。３つある

でしょう。厳格な資産査定、その適切な情報開示、不良債権に見合う十分な引き

当てがなされているのか、これ特殊法人に当てはめてごらんなさい、一番遅れて

いるんです。 

だから、幾ら税金使ったって、その税金が有効に使われていない。民間は、言

われなくたってリストラやっています。一番遅れているのは行政。ここにメスを

入れれば、30兆円以下に抑えるなんて、そんな困難ではないです。そして必要な

ところは増やす。不必要なところは減らしていく。 

それで、今年度の景気情勢は、いろいろ見ながら、しかるべき対処は考えなけ

ればいけないけれども、まだ枠はあるんですから。そういう大胆かつ柔軟なとい

うのを忘れないでいただきたい。決して緊縮路線、財政再建の路線一筋ではない。

まず、むだ使いの構造を徹底的に見直すということをやらないと、これから経済

再生できないです。いかにむだがあるか、やらなくていいこと、公共投資なども、

何年か前に最初アメリカは400 兆円投資しろと言ったんです。それ行けどんどん

でやってきた。だから、こんな何も恐れることないです。まだ、私の気持ちが本

気というのはわかってないようだけれども、選挙が終われば本気だということが

もっとわかりますから、各論が出てくれば、そのつもりで財務省お願いしますよ。

財務省が、事務局と思ってやってください。この経済財政諮問会議の。それで方

針を出してやりますから、事務局なんかつくらないで財務省が事務局のつもりで

やってください。 

（塩川議員） だから、さっきから言っているように、私のところでまとめたネタは

こうだと、そのネタを舞台にしてここで決めてもらわなければいけないんです。 
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（小泉議長） それできちんと方針出しますから。 

（塩川議員） それはもう私のところずっと、各主計担当に当たっているんです。だ

から、みんなぴりぴりしていますよ。 

（小泉議長） 財務省が事務局のつもりで、各省庁よくやってください。それで方針

決めますから、選挙終わってから反対出てきますから、そこが勝負どきですから、

お願いします。 

（竹中議員） 日銀総裁。 

（速水議員） せっかく出させていただいているので、総括的なコメントを。それか

ら金融面から２、３のことを簡単に言わせていただきます。 

この基本方針においては、聖域なく改革項目を打ち出したということは、高く

評価したいと思います。この基本方針を企業や国民によく理解してもらって、民

間主導で真の改革が行われていくということを期待しております。金融の側面か

ら、２、３簡潔に言わせていただきますと、１つは金融政策、日本銀行としては、

先行き経済情勢が相当厳しくなるという見通しの下で、「物価が継続的に下落す

ることを防止し、持続的な経済成長のための基盤を整備する」という断固たる決

意をもって、３月に現在の強力な金融緩和策に踏み切ったわけでありますけれど

も、この点、構造改革に向けた動きを率先して、積極的にサポートしているとい

うふうに自負しております。 

基本方針の６ページの一番上のところに「機動的な量的緩和政策をとることが

期待される」というふうに書いてあるんですが、御承知のように金融政策運営と

いうのは、９名のメンバーから成る日本銀行政策委員会で責任を持って決定する

という仕組みになっております。私どもとしましては、さまざまな意見に謙虚に

耳を傾けながら、今後とも経済・金融の動向を細心の注意をもって吟味した上で、

どのような金融政策運営が望ましいか、政策委員会で議論を尽くして、適切な政

策運営に最大限努力していきたいというふうに思っています。 

不良債権問題ですけれども、これはオフバランス化に加えて、金融経済情勢の

変化を踏まえて、既往の自己査定、あるいは引き当てを見直していくといったよ

うな、適切な対応が重要だと思います。今回の基本方針には、こうした考え方も

盛り込まれているというふうに理解しております。 

最後に、公的金融のことにつきまして、皆さんもう御存じの数字だと思います

が、我が国の金融システムでの公的金融のウェートというのは非常に高いわけで

す。入口というか、預貯金の方で見ますと、2000年末で、郵貯は255 兆円という

ことで、これは家計全体の預貯金の35％になります。また、出口の方では、政府

系金融機関の企業・家計に対する貸出が、2000年末で136 兆円となっており、こ

の金額は民間の企業・家計の総借入の17％に当たります。これは、10年前に比べ

てかなり肥大化している。 

こうした観点から見ても、公的金融の見直しというのは極めて重要であります。

強固な民間金融部門は、持続的に経済を成長させていくために不可欠なインフラ

ですし、そうした観点からも、民でできることは、官はなるだけ手を出さないと
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いうやり方が望ましいというふうに思います。 

その際、さまざまな工夫を要すると思いますけれども、アメリカの公的金融の

姿というのは、直接貸付というのは、241 ビリオンダラーということで、これは

アメリカでの金融部門の与信合計の１％なんです。こういう直接貸付はなるだけ

民間にやらせて、公的部門の役割というのは、主として利子補給とか、あるいは

債務保証、すなわちギャランティード・ローン、それからリファイナンス、そう

いうものに限定していくのが基本的な方向性ではないかと思います。 

今回の基本方針を契機としまして、こういった議論が活発化していくことを期

待したいというふうに思っております。 

以上です。 

（竹中議員）  どうもありがとうございました。特によろしいでしょうか。それでは、

今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革の基本方針を、経済財政諮問会議の

答申として決定させていただきますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） 御異議がないようですので、本議題については、原案どおり決定、内

閣総理大臣に答申することといたします。また、基本方針のフォローアップを十

分行っていきたいと考えております。 

それでは、プレスの入場をお願いします。 

（報道関係者入室） 

（竹中議員） それでは、議員を代表いたしまして、牛尾議員よりただいま可決され

ました答申を内閣総理大臣に手交いただきたいと思います。 

（牛尾議員から内閣総理大臣に答申文手交） 

（竹中議員） それでは、最後に総理大臣からごあいさつをお願いいたしたいと存じ

ます。 

（小泉議長） 今日はありがとうございました。半年という短期間の審議にもかかわ

らず、基本方針の答申という大きな成果を上げていただいて、心から御礼を申し

上げます。 

本日決定された基本方針によって、小泉内閣の目指す日本経済再生のシナリオ

が具体的に示され、聖域なき構造改革に積極的に取り組む姿が明らかになったと

思います。本基本方針を早急に閣議決定し、政府の基本方針として政策運営の指

針としていきたいと思います。 

今日で終わりというよりも、むしろ今日からスタートだという気持ちで、これ

からより一層具体的な問題について、精力的な御審議をお願いして、本格的に日

本が改革に立ち上がったという姿を、国民にも国際社会にも示していきたいと思

いますので、今後とも一層の御協力、御支援をお願いしたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） ありがとうございました。以上をもちまして、本日の経済財政諮問会
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議は終了いたしますが、規定に基づきまして、終了後私の方から審議の内容等を

記者発表することを予定しております。 

なお、本日の議論につきましては、３日後の議事要旨の公開までは、自らの発

言を除き、対外的には明らかにすることのないようにお願いいたします。 

本日も総理の御配慮によりまして、小食堂にて軽食等が準備されております。

お時間の許します方々は、是非お立ち寄りをいただきたいと存じます。ありがと

うございました。 

（以 上） 
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