
第 11 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（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 内閣総理大臣

議員 福田 康夫 内閣官房長官

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣

同 片山 虎之助 総務大臣

同 塩川 正十郎 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

臨時議員 扇 千景 国土交通大臣


（議事次第）  
1．  開会
2．  議事
(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
―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  
○竹中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
が臨時議員として出席することが説明された後、第 10 回諮問会議議事録が諮ら
れた。

○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） 今朝、私が発表いたしました資料を届けました。国土交通省
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としてどこまでできるかということで諮問会議の前から検討してきたもの。
中身について逐一申し上げないが、あらゆる面でできることは示した。諮
問会議の答申を慎重に見守って、私たちにできることを新たに考えさせて
頂きたい。

（吉川議員） 国土交通省としてのグランド・デザインは日本経済の将来にと
って重要。現在議論されている不良債権問題も、実は、80 年代後半に円高
が進み、海外旅行が５割引きになる中で国内リゾートを開発したことが基
本的に間違いだったという実態的な背景がある。10 年後に、また不良債権
が生まれるか否か、扇大臣が示した国土交通省のグランド・デザインに依
存している。大臣はいい方向に舵を取られたと理解しており、期待してい
る。

（扇臨時議員） 昨年、公共工事の与党３党の見直しで、当時の建設省は独自
で 34 、トータルで 187 の事業の中止をした。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ものは一切新規着工しないと国土交通省に
厳に申し渡してある。

（奥田議員） ( 資料４) ５ページの「今後、新たな手法も含め」とは具体的に
はどういうことか。

（扇臨時議員） 全国の高速自動車国道を１万 1,520 キロにすると、残事業は
36 兆円必要。これはとてもできないということになれば、9,342 キロにす
ると 22 兆円。私は金額を明示しながら、地域の希望によって工事をするこ
とが必要と考える。例えば道をやめて、鉄道をというところもある。それ
は地域の選択。今後、地方整備局と各ブロックの知事との地方懇談会で議
論し、地域が選択するボトムアップ方式を取りたい。

（片山議員） 長期計画の総合的見直しは不可欠。投資額で計画をつくるのは
やめるべき。計画では、目標水準を打ち出し、明日成立する政策評価法と
リンクさせ、目標水準を毎年ローリングで変えていく方式はどうか。また、
単独事業を外すべき。来年度以降の公共事業の在り方に絡むので、長期計
画は大いに議論すべき。

（扇臨時議員） 現在の長期計画の８割方は平成 14 年度で終わる。見直しがで
きる時期にあることは幸い。

（片山議員） 本年度内に全部見直すべき。見直しをし、投資額方式はやめる
べき。財政が硬直化する。

（竹中議員） 長期計画の見直しを評価を踏まえローリングするということか。
（片山議員） 投資額ではなく目標水準にし、これをローリングで見直すとい
うこと。

（竹中議員） 経済財政諮問会議は、骨太でまさにアンブレラ。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
いることが重要なポイント。

（本間議員） 今後、経済財政の中期計画を議論することが必要。経済財政運
営の中期計画と各省庁の５か年計画等の結び付きがばらばらにされてきた
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う。
その組み立て方を再度整合化するのが今後の取り組みとして必要。

（竹中議員） ２つをつなぐ具体的なものが中期の経済財政計画。
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（塩川議員） それは秋にやるのか。
（竹中議員） 今日の骨太の方針を受けて、今後どのように進めるか自体が大
きなテーマ。11 月に基本方針をつくるが、個人的には、今まで単年度の経
済見通しを出してきたわけだが、長期的視点から経済運営をするには、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を示し毎年
ローリングすべき。これについても今後議論したい。

（塩川議員） 骨太の方針には大体主張を取り入れてもらった。これで概算要
求が組みやすくなってきたと思う。扇大臣のペーパーについては、よくや
っていただき感謝している。

（扇臨時議員） 14 年度の予算編成の枠も、答申に対する総理の御決断である。
答申後、総理の指示があれば、私はその通りする。すべては総理のリーダ
ーシップだと思う。

（扇臨時議員 退室）

○諮問第１号及び基本方針( 案) について
（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。

（竹中議員）ただいまの諮問に対する答申案は資料３のとおり。前回提示の素
案に比べ、第６章を書き加え、前回の会議での審議を盛り込んだ。大枠は
変わってないが、若干の訂正を加えた。
まず、基本方針の背景となる日本経済の再生シナリオについて、私自身
の見解を簡単に説明したい。
今後２、３年は、日本経済の集中調整期間と位置付け、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０～１％程度の
低い成長となることを甘受しなければならない。足元の平成 13 年度の成長
は、０～１％の範囲の中で低めの成長になると見込んでいる。

（牛尾議員） 基本方針はできたが、概算要求までの間に手続を踏まないと各
省は動かない。基本方針はメッセージ性を重視しており、概算要求の基本
方針は、どちらかといえば項目別に、ややプロ風に書くものだから、その
ようなものの扱いをどうするのか議論が必要。また、アメリカ経済の減速
の中で 11 月に向かって、景気への対応を７月、８月からその都度問題提起
することが必要。

（奥田議員） 基本方針と概算要求の関係だが、何か空白になっており、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議論すべき。

（塩川議員） それが私も気がかりだったので、そのために第８回、第９回と
この会議で発言し、具体的な方針を第６章にまとめてもらった。今日、方
針が具体的な項目として決まったら、これを中心に各省との折衝を一層深
めたい。近いうちに一度各省と当たってきた中身を集めて、１つの概略の
方針を出して、党とも話をし、その上で精査して８月 10 日頃に概算要求の
基本方針を決めたい。防衛、ＯＤＡというような分野は、今回の方針から
抜けており、これは私が直接大臣と話をして最後は総理の裁断になる。

（片山議員） 骨太の方針と概算要求基準はリンクすべきであり、その間の連
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携について工夫が必要。
（吉川議員） 骨太の方針の第５章で予算編成プロセスの刷新が謳われている。
予算の内容を企画立案段階から省庁横断的に考え、総理のリーダーシップ
が発揮できる予算編成に向けて、経済財政諮問会議が財務省と協力をしな
がら作成することが必要。

（本間議員） 基本的には、民間３議員と同意見。総理が 30 兆以下という形で
予算の大枠を示したが、その他の大きな項目は議論されてない。ここの場
でパブリックに情報を示し、総理がリーダーシップを発揮するためには、
経済財政諮問会議がトップダウン的に決定するという枠組みをフォーマラ
イズすべき。塩川大臣の言う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は、財務省を中心にしてもらうことに
なろうかと思うが、枠組みづくりの部分は総理のイニシアチブが明示化さ
れるべき。
イギリスでもコントロール・トータルというのを、こういう場とおなじ
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。是非定形化をしていただきたい。

（平沼議員） 本間議員と同意見。
（竹中議員） これまでの意見を集約すると、第１に骨太の方針と概算要求基
準のリンクが必要であり、大枠を基本方針に基づいて決めていくことが諮
問会議の次の作業ではないか。第２に、景気への対応を懸念する声が大き
く、景気への対応についても議論すべき。
更に、これを受けた制度設計の問題。それらを今後の議論の方針と確認
させて頂きたい。

（平沼議員） 基本方針には、聖域なき構造改革という総理の思想が明確に示
され、よい方向づけができた。構造改革は、単なる無駄の切り捨てではな
く、将来の成長へ向けたダイナミックな資源シフトであり、民間部門の成
長や新市場、雇用創造に直結する制度改革と、財政の重点投入をパッケー
ジで行うことが特に重要。そのため、14 年度予算についても、諮問会議が
予算の大枠を決め、目に見える形で出す必要がある。

（吉川議員） 平沼議員に全く賛成。基本方針にもあるが、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してはならず、成長に
とってもプラスであり、推進すべき。

（牛尾議員） この答申は、ほとんどのことを明確に記述しており、これをこ
ういう方向でやって欲しいという総理から各省へのメッセージが重要。
もう一つ、経済活性化の観点から、14 年度予算では５つ、６つ、目に見
えるものに対して規制撤廃、法律、制度改正まで入れてセットで実施し、
そこに予算を付けるべき。増やすもの減らすものをきちっと見せるべき。
重点でもどこが重点なのかを概算要求の前に示す必要がある。経済活性化
を軸とし、法律も規制も変え、予算も付けることを 14 年度予算編成を通じ
国民に伝われば、効果の出方も早い。これから概算要求までにもう一つシ
ナリオをつくる必要がある。

（平沼議員） 最近の景気は、後退しているという表現を使わざるを得ない状
況であり、アメリカ経済も非常に先行き不透明。産業構造改革・雇用対策
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本部で様々な提言があり、新規市場をつくり、雇用をそこに吸収すること
に重点を置いた積極的な対策は取る必要があることも打ち出すべき。

（竹中議員） 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、この場で何らかのメッセージを議論すべきだという面もある。

（塩川議員） 私の認識では、基本方針が出れば、総理から各省に対し、これ
に基づき新しく政策を考慮して予算要求せよということ。みなさん大枠と
いうが、これはどこでだれが決めるのか。大枠を決めるというが、各省が
これに基づき要求するものをまとめるところが必要。それをまとめて中間
的に私が報告をし、それを基にして 8 月 10 日にこの枠でやれということを
決めるということにすべき。言葉だけ走って枠をつくれなんて、だれが責
任を持ってやるのか。そこはきちっとしておいてもらわないと、宙に浮い
た議論になってしまう。総理から、これで各省の予算を考えろとすぐに言
って頂きたい。これに基づく要求を財務省の主計局に対して個別に交渉し、
ある程度して、大体こんな数字が出てきたということをまとめ、この場で
一回報告して、その場で一回意見をまとめ、それを修正し、最後に方針だ
ということで、決めてもらいたい。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、抽象的に大枠決めろとか、何とか政策に生かせと言
っても、生かすのは各役所であり、基本方針を正式に早く下ろす必要があ
る。その点の手順をちゃんとしておいてもらわないと、我々の中でもそれ
では作業できない。

（片山議員） 今までの概算要求基準は、経常経費はゼロとかマイナス５％要
求、投資的経費については奨励補助金は５％カット、といったふうに極め
て技術的に行われた。技術論も必要だが、今回は、方向性は何か出さない
と、今までと同じということになる。何のため総理のリーダーシップでや
るのかという議論になるので、そこは工夫が必要。 塩川議員が言われたの
は技術論であり、それは必要だが、もう一つ方向、姿勢というものが何か
必要。この方針で即予算ということはなかなか難しいのではないか。

（塩川議員） この基本方針こそが方向だ。だから、参院選後にある程度固め
たものを出し、それで議論してもらい、その大綱をこの場で 10 日ごろ決め
てもらわなければできない。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。

（片山議員） 今、地方が一番心配しているのは、交付税見直し、補助金カッ
ト、道路財源も汎用化、これは地方切り捨てではないかということ。東京、
大阪も含め地方あっての国であり、地方が元気にならなくて、国が元気に
なるわけがない。地方を切るのではなく、やり方を変える、チェンジであ
る。そうでなければ、大騒動になる恐れがある。自立を促進し、自立性を
尊重する仕組みに変えるのであって、地方分を縮減するのではないことを、
何かはっきり打ち出してもらいたい。

（塩川議員） 精神はそうであるが、それを具体的にどういう手順で行うかが
重要。

（竹中議員） 今、議論となっている第１点は、大枠を決めることはいいが、
大枠の決め方を具体的にどうするかという手順。初めてのことであり、み
んなのイメージが少しずつ違うが、現実と乖離した大枠は意味がないため、
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ここできっちり議論をして、総理に決めて頂く。
第２点は、制度を変えることであるが、「変える」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。「変える」とい
うことと、具体的に予算の制約の中でどう組むのかとの整合性をどうする
かという問題がある。

（本間議員） 積み上げ部分について、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、この場に出すことは不可欠な手順。しかし、それだけ
でいいかということになれば、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、情報公開も含めて変化といった
問題からも不十分。トップダウン的な要素を、どういう形で諮問会議の中
で出していくかということも、非常に重要。各省が出す概算要求の前提条
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
論し、そして最終的には総理に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。我々と財務省で同じレベルの情報を持った上で、財務省
からたたき台を出して頂き、我々がそれにプラスαをするのかという議論
をして、総理の決断を受けるプロセスが良い。

（塩川議員） 反論するようだが、そういうものは各省がまとめるのだろうが、
大臣からの指示がなければ役所の者はできない。その意見の取りまとめを
どこでやるのか。

（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やっていただくことは全然否定するものではない。

（塩川議員） それをどの時期までに、どうするかの相談である。
（本間議員） ８月 10 日の前には、諮問会議で少なくとも１、２回は議論され
ることが前提条件。

（塩川議員） 最後は８月 10 日ごろに決めてもらいたい。
（竹中議員） 我々にとっても初めての経験であり、いい先例をつくりたい。

提案であるが、次回の７月第２週の諮問会議において、大枠をつくると
いうときにマクロ的観点が必要であるので、民間の議員からマクロ的な観
点からの枠について一つの見方を提示して頂き、また塩川議員の方から財
務省の方の情報について御教示頂きたい。

（塩川議員） ８月になって１回ここでやって、その上で議論して 10 日に決め
てもらいたい。

（竹中議員） ７月第２週に日程をとっているので、そういう方向で是非議論
を進めたい。

（平沼議員） 各省はこの基本方針を中心に、役所でいろいろ考え、どこに傾
斜配分するとか、どこをカットするかということを、今度は財務省と話を
しながら出すという手続になる。

（塩川議員） そうであり、一刻も早くやりたい。各省大臣が基本方針を読ん
で自分のところはこうするという指示することになる。

（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頂き議論すると
いうことである。

（小泉議長） 景気情勢を見ながら、大胆かつ柔軟に対処する必要がある。
諮問会議が、財政再建路線とか緊縮路線をとっているという見方がある。
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この考え方はおかしい。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。
今、民間に不良債権を早く処理しろと進めているが、民間に言っている
ことを当てはめてみれば、一番遅れているのは行政、特殊法人である。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当て、こ
れを特殊法人に当てはめれば一番遅れている。ここにメスを入れれば、30 
兆円以下に抑えるのは困難ではない。そして必要なところは増やし、不必
要なところは減らす。
景気情勢を見ながら必要な対処を考える必要があるが、まだ枠はあるわ
けで、大胆かつ柔軟にということを忘れないで頂きたい。決して緊縮路線、
財政再建の路線一筋ではない。まず、公共投資などそれ行けどんどんでや
ってきたが、むだ使いの構造を徹底的に見直さないと、これから経済再生
できない。
事務局なんか作らないで、財務省が事務局のつもりで各省庁よくやって
ほしい。それで方針が決まる。選挙が終わったら反対が出てくる。それが
勝負どき。

（速水議員） 基本方針は、聖域なき改革の項目を打ち出したことは高く評価。
企業や国民によく理解してもらい、民間主導で真の改革の実現を期待。
金融政策としては、日本銀行は３月に、「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
意をもって現在の強力な金融緩和策に踏み切り、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。基本方針の６ページに「機動的な
量的緩和政策をとることが期待される」とあるが、金融政策運営は、日本
銀行政策委員会が責任をもって決定する仕組みになっている。私どもとし
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。
不良債権問題は、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、あるいは引当てを見直していくといった適切な対
応が重要。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理解。
公的金融については、郵貯が家計の預貯金の 35 ％を占めているほか、政
府系金融機関の貸出額が民間部門の借入れの 17 ％に達するなど、我が国で
は金融システムにおけるウェートが非常に高く、公的金融の見直しは極め
て重要。強固な民間金融部門は、持続的に経済成長させていくための不可
欠なインフラであり、民でできることは官はなるだけ手を出さないという
やり方が望ましい。アメリカのケースのように、直接貸付はできるだけ民
間がやり、公的部門の役割は利子補給、債務保証、リファイナンス等に限
定すべき。今回の基本方針を契機としてこうした議論が活発化していくこ
とを期待。

（竹中議員） 特になければ、「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いてよ
ろしいか。
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（「異議なし」と声あり）
異議がないようなので、本議題については、原案どおり決定、総理に答
申することとする。また、基本方針のフォローアップを十分行っていきた
い。
それでは、議員を代表して、牛尾議員よりただいま可決した答申を総理
に手交頂きたい。
（牛尾議員から総理に答申文手交）

（小泉議長） 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き、御礼申し上げる。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できた。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。
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。

（竹中議員） 以上で本日の会議を終了する。

（以 上）
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