
平成 13 年第 12 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 12  回）

（開催要領） 

1．開催日時:2001 年 7 月 10  日(火) 17:32～18:32 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)景気判断について 

(2)「基本方針」の具体化について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 11 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 日本経済の現状について 

資料 3 「基本方針」の具体化について(案) 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第12回経済財政諮問会議を開催いたします。

本日は、お忙しい中をお集りいただきまして、誠にありがとうございます。 

（報道関係者退室） 
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（竹中議員） それでは、まず本日の議事について説明させていただきます。今日は、

２つのテーマを予定しております。第１は、景気判断、経済の現状分析について

の話をさせていただきます。それに引き続きまして、「基本方針」の具体化をど

のようにするかということについて、御議論をいただきたいと思います。 

実は、本日総理の御予定の関係がありまして、できれば18時25分ぐらいには、

会議を終えたいと思っております。効率よく議論をさせていただきたいと思いま

す。 

なお、前回の諮問会議の議事録につきましては、従来通りの扱いとさせていた

だきます。 

それでは、審議に入ります前に、総理からごあいさつをお願いしたいと思いま

す。 

（小泉議長） 今日もまたお忙しいところ、ありがとうございます。先月の29日にア

メリカ訪問に向けて日本を発ち、イギリス、フランスを回って、去る５日帰国い

たしました。米・英・仏の首脳と、それぞれ日本のこれから目指す改革、小泉内

閣の経済財政全般にわたる、「構造改革なくして成長なし」という、強い基本方

針と決意を伝えてまいりました。とりわけ、今まで専門家も学者も政治評論家も、

この部分は手を付けることができないであろうと思われたところに、改革のメス

を入れようとしているのが小泉内閣なんだということをよく説明してまいりまし

て、強い激励と支持をいただきました。 

そういう意味におきまして、皆さんに決めていただきました「基本方針」、今

後、参議院選挙が終わってから、いよいよ具体化が始まるわけであります。この

具体化に向けて、更に御苦労が多いと思いますが、よろしく御指導と、また御協

力をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

○景気判断について

（竹中議員）それでは、第１のテーマであります、景気判断についての審議に移りた

いと思います。 

私の方から簡単に御説明しておきたいと思いますけれども、明日公表を予定し

ております月例経済報告では、「今月は景気は悪化している」と表現をすること

にしております。景気の現状認識を下方修正するものではありませんけれども、

引き続き厳しい状況にあるという認識を示します。先行きについては、在庫の増

加や設備投資の弱含みの兆しなど、懸念すべき点が見られるという点も指摘した

いと思っています。 

そのために、６月26日に閣議決定されました「基本方針」について、早急にそ

の具体化を図り、14年度予算に反映させるなど、日本経済の再生のための構造改

革を断行することが必要であるというふうに改めて考えます。 

そういった基本的な認識の下に、景気の現状について、事務局から資料２に基
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づいて補足の説明をさせていただきます。 

岩田政策統括官の方から、お願いします。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、資料２に基づきまして、今の日本の経済の現

状を御説明申し上げたいと思います。 

ただいま、竹中大臣の方から御紹介がございましたが、足元景気は悪化してい

るということであります。97、98年の景気の後退期と比べて、今回の景気の落ち

込みは、どんな特徴があるのかというようなことを中心に、その御説明をさせて

いただきたいと思います。 

初に１ページおめくりいただきますと、97、98年の景気後退時の主な経済指

標の動き、これはピークのときを始点といたしまして、その指数は、例えば輸出

数量というのが左上に書いてございますが、輸出の数量がピークでありましたの

は97年の11月ですので、それを起点として、今回の場合は昨年の７月がピークで

ございましたので、それを起点として２つの指標を比べております。 

これをごらんいただきますと、現在の時点で、今回の輸出数量の落ち込みの方

が、前回の97、98年のときの輸出数量の落ち込みよりも、落ち込み幅が大きいと

いうことが見て取れます。 

続いて、右の真ん中でありますが「鉱工業生産の推移」、これも同様にして見

てみますと、今回の方が鉱工業生産の落ち込みの速度が、より急角度で急速に落

ちている。97年の場合は、消費税の引き上げがありまして、それを引き金としま

して景気が後退していったわけでありますが、当初鉱工業生産はそれほど急には

落ちなかった。ただ、信用不安等が起きまして、98年以降急激に減少するという

ことがございましたが、その急速度に落ちている速度と似たような早さで、今回

鉱工業生産が落ち込んでいるということであります。輸出と生産を見る限り、か

なり急速な落ち込みであるということが言えるかと思います。 

その次の欄は、日本銀行の業況判断、短観で出ております企業の業況判断であ

りますが、それも前回の97年のときと比べると、ややそれを下回るようなところ

から出発している。ただ、その後果たして、97年と同じように悪いところまで行

くのか、それともこの半ば辺りで止まるのか、この辺が注目されるところであり

ます。 

同時に左の下の方を見ていただきますと、企業設備について同様の図が書いて

ございまして、これも出発点、やや前回を下回る状況にあります。 

この後、97、98年のときと同じように、急速な、しかも深い落ち込みになるか

どうか、ここが今後の景気の落ち込みがどの程度になるかということを左右する

非常に重要な指標だというふうに考えています。 

次に消費の方を見てみますと、前回の場合には、消費税引上げがございました

ので、 初にがっくりと消費が落ちる。その後、やや持ち直しの動きを示してい

る。ただ、今回の場合は、落ち込みはそれほど大きくなっていない。横ばいで推

移してきて、 近弱含みになっているけれども、その落ち込み幅は、それほど大

きくはなってないということが言えようかと思います。 
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住宅投資にしても同様でありまして、97、98年のときは、かなり急速に減少し

ていったわけでありますが、今回の場合はそれほど大幅には落ちてないというこ

とであります。 

以上が、全般の特徴でありますが、そこで２ページ目をめくっていただきます

と、今、述べました製造業、特に設備投資の中でも製造業をここでは取り上げて

おります。上の方の欄をごらんいただきますと、2001年度の上・下という数字が

書いてございます。これは予測の数字であります。2000年度以前は実績の数字を

法人企業統計季報から取ってきて、先行きについては日銀短観の方から取るとい

うことをしております。 

2001年度の上期の製造業は、まだ前年度比ではプラスを維持している。2001年

度の上期と言いますと、９月ということになるわけですが、９月までは名目でプ

ラスだということなんです。ただ下期は、かなりマイナスになる。上・下両方足

しまして、平均しますと、年度平均ではマイナスの0.4％ということになりまして、

名目でマイナス0.4％ということでございますので、実質にしますと、むしろプラ

ス、今デフレでございまして、設備投資のデフレーターがマイナスになっており

ますので、それを加えますと、製造業の方は実質では恐らくプラスを維持する。 

そうした強さがどこにあるかと言いますと、上の左側の図です。経常利益額が

書いてございます。これをごらんいただきますと、2001年度の足元では非常に高

い水準になっておりまして、バブルの時期を上回る高い水準の経常利益を計上し

ている。ただ、これが今、頭打ちになってしまったという状況なのですが、この

経常利益が非常に高いということを、ある意味では反映いたしまして、製造業の

設備投資が本年度の上期までは、前年同期で見るとプラスを維持するというよう

な姿になっているかと思います。 

同時に、まだ夏の特別給与は決まっておりませんが、主要企業等の調査等によ

りますと、どうもプラスになりそうだということでありまして、これも足元の経

常利益が高いことを反映しているんではないかというふうに考えられます。 

鉱工業生産の方は、かなり急速な落ち込みを示しておりますが、下の欄の第３

次産業活動指数をみると、サービス業を中心とした活動は、割合高い水準で安定

した動きを示しております。この第３次産業の中で、どこが特に強いかと言いま

すと、その３ページの下の方を見ていただきたいのですが、業種別の推移という

ことで、特に情報サービス業、あるいは通信業というような、対事業所サービス

業を中心として、かなり高い水準の活動が続けられているというようなことが見

て取ることができます。 

その上の欄が「受注ソフトウェア売上高の推移」と書いてありますが、ソフト

ウェア投資と言われているものであります。言ってみますと、ＩＴ革命のユーザ

ーサイドの活動が、どのぐらい活発に行われているかということが、この投資額

でもって見て取れるということになります。これ見ますと、やはり10％近い伸び

を示しておりまして、日銀の短観でも、2001年度は12％ぐらいの伸びを維持する

ということが示されております。しかしながら、ソフトウェア投資の比率が日本
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の場合はまだ小さい、投資全体の４、５％しかないということなので、これがま

だ力が不足なのですが、強い動きもあるということでございます。 

次のページをめくっていただきまして、４ページ目でありますが、現在の景気

の落ち込みというのは、どこが主導しているかと言いますと、１つはハイテク関

連だということでございます。金融市場を見てみますと、ハイテク関連株価が、

2000年の初めにバブルの崩壊というようなことがございまして、その後急速に落

ちてきたということです。また、つい 近も、アメリカのハイテク関連の株が、

もう一度下がっているというようなことがありまして、日本の株もそれにつられ

て下がるような状況になっております。 

その背景には、右側に「世界半導体市場の伸び率」が示されてございます。こ

れはシリコンサイクルを示しています。半導体のブームと不況のサイクルは４年

ぐらいであるというふうに言われているんですが、今回のサイクルは99年をちょ

うどボトムにしまして拡張してきたのが、2000年に入ってから急速に後退局面、

不況の局面に陥ってしまった。 

３月ごろに、この半導体市況が持ち直すんではないかという期待がありまして、

アメリカの株価も、そこで一度持ち直すというようなことがあったんですが、ど

うも持ち直しは本物ではなくて、更にその後、市況が低迷しているということが

ございます。今回の半導体サイクルの落ち込みは、80年代の85年、86年にかなり

大きな落ち込みがあったのですが、それと匹敵するぐらい大きなものになるんで

はないか、これが回復するのはいつごろかというのが、景気の動向を見る上で非

常に重要です。どうも年末から年始ぐらいに、その回復がずれ込んでいくんでは

ないか、当初は７－９月で回復するんではないかというような見方もございまし

たが、現在では年末から年始ぐらいではないかというふうに言われております。 

このＩＴ関連の指標を、もう少し詳しく見ましたのが、次の５ページでござい

まして、アメリカについても、日本についても、ちょうど2000年の夏以降、ＩＴ

関連品目、これは生産を見ましても、受注を見ましても、あるいは輸入を見まし

ても、みんな下向きになっておりまして、かなり大幅なマイナスになっておりま

す。 

左の下の欄は、日本について半導体の輸出と生産が書いてございますが、やは

り2000年の夏以降、急速に輸出と生産が減少している。この落ち幅は、90年代２

回ございましたけれども、一番大きいものになっているということであります。 

右の方の欄は、99年の４月を起点としまして、景気回復してきたのですが、今

回の牽引力はＩＴ関連だったわけですが、この落ち込みも、やはりＩＴが主導し

ているということでありまして、黒い線が下の方に出ている。同時に、在庫の方

も、ＩＴ関連、半導体関連、電子部品等で積み上がっているというのが特徴的な

動きとなっております。 

更に、その次をめくっていただきますと、世界の景気の方はどうかということ

なのですが、日本の景気の先行きを考える上で、アメリカの景気回復はいつなん

だということが注目されるところであります。この左側の図は、民間の予測機関、
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多数の予測機関がありますけれども、それの平均を取ってプロットしたものでご

ざいます。 

2001年の第１四半期、1.2％の増加、成長率ということになったんですが、当初

の発表では２％と言っていたんですが、だんだん下方修正されまして、1.2％とい

うことになりました。 

第２四半期、ここでは0.5％というのが平均の値になっておりますが、私はアメ

リカに１週間ほど「基本方針」の説明にまいりましたときに、政府のＣＥＡです

とか、あるいは連邦準備制度理事会の方とお会いした感じですと、第２四半期は

ゼロに近い。第３四半期は、１％ぐらいだと。第４四半期になったらば、２％台

に上ってくるんではないかというようなのが、主な見方でございました。民間の

機関の予測で見ると、むしろ低い方の予測の方に近いのかなというふうに考えら

れます。 

いずれにしましても、アメリカは第４四半期ごろから２％台、年が明けたら３％

台に戻っていくのではないかというふうに予想されます。 

アメリカ経済のもう１つの不確定な要因は、この右の方のインフレでありまし

て、ここには消費者物価の動きが、一番上の方の線で書いてございますが、前期

比、年率で見ますと４％から4.5％というような、かなりのインフレ率になってお

ります。６月27日に連邦準備制度理事会が、0.25％利下げをいたしましたけれど

も、そこで議論が２つに分かれて、景気がもう少し下ぶれするんではないか、グ

リーンスパンさんなんかの意見と、インフレが心配だという御議論両方あったの

ですが、結果的には下ぶれリスクが重要だということで、0.25％下げたわけであ

ります。ただインフレの動向については、まだエネルギー価格が、アメリカはガ

ソリン等を中心にしまして、かなり高い水準になっておりますので、この予測の

とおりにうまく下がっていくかというのは不確定要因がございます。ということ

で、アメリカはインフレ問題も抱えている。 

日本は、それと対照的でありまして、その下の７ページでありますが、消費者

物価あるいはデフレーター、国内卸売物価、いずれを取りましても、99年以降マ

イナスが続いておりまして、そのマイナス幅がかなり拡大しています。アメリカ

にはインフレ・ギャップが存在しているのですが、日本の場合には、デフレ・ギ

ャップがなかなか解消されていないということであります。 

更に１枚めくっていただきますと、ここ何日か株価がかなり下がっております。

その中身を見ますと、１つはハイテク関連がやはり、半導体市況がなかなか回復

しないというようなことで下がる。同時に日本の場合には、銀行業の株が下がっ

ておりまして、98年の夏の 悪の水準に、だんだん近づいているようなことがご

ざいまして、やや不安定な動きを示している。銀行業の株価が余り戻らないのは、

この９ページに書いてございます銀行収益力というものが、基本的に不良債権の

処理をすることと考え合わせると、やはり低過ぎるんではないか。ここには主要

行ベースで総資金の利鞘が書いてございます。95年のときには、0.27％というよ

うな水準だったのが、2000年度には0.63％となりましたので、銀行としても相当
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努力しているということは見て取れるのですが、ただ与信費用比率、これは不良

債権処分損を貸出で割ったものでございますが、これが1.3％ある。アメリカも同

様に、不良債権が今増えてきていまして、1.2％ある。しかし、アメリカの場合に

は利鞘が3.3％ある。日本の場合には、0.63％しかないということでありまして、

銀行は、収益力がもう少し付かないと、なかなか不良債権の問題を完治するのは

難しいのかなというふうに思われます。 

後に、不良債権処理に伴いまして、どのぐらいの影響があるのかというのを、

内閣府の方で試算をいたしましたので、簡単に御紹介させていただきますと、既

に発生しております不良債権、12.7兆円。これは破綻懸念先以下の第三、第四分

類の部分について、しかも主要行について、これを２年以内に処理する。このよ

うな処理をした場合に、失業がどのぐらい出るか。これは、民間でも随分いろん

な予測が出ておりますが、私ども研究会を開きまして、少し詳しくその内訳を調

べてみました。その結果は失業者です。結果として出てくる失業者は、12.6万人

から18.5万人だということでありまして、これまで国会答弁等で数万から数十万

ではないかと申し上げていた範囲であります。ただ、もう少し詳しく調べました

のは、失職する方と、それから失職した方が、非労働力化する部分、それから再

就職される方、こういう分類をいたしまして、失職される方は、38.3万人から60

万人というようなことであります。人数が従来と比べて大きいように感じられる

かもしれませんが、この12.7兆円を主要行が処理するときには、ほかの金融機関

とか何かも貸しておりますので、実は４倍ぐらいの債務負債金額を処理するとい

うことになりますので、失職者は、38.8万人という数字になります。 

以上、簡単でございますが、現状について御説明いたしました。 

（竹中議員） それでは、今の御報告に基づき、景気判断について御自由に御議論い

ただきたいと思います。 

牛尾議員、どうぞ。 

（牛尾議員） 今の岩田さんからのお話は、それぞれもっともだと思いますが、１つ

は、名目成長はずっとこの３、４年下がりっぱなしで、マイナスが続いています。

企業は名目成長で動いております。売上も支払いも、全部名目成長で動いていま

すから、ずっとマイナスが３年続いていても、この３月決算で企業は未曾有の収

益が上がるということは、多くの日本企業の生産性が明らかに向上しており、さ

らに流通革命が非常に進んで、消費者物価が下がり、実質生活レベルが非常に上

がっていることだと私は考えています。 

ＩＴに関して、アメリカとの対比の表に、私が若干疑念を持っていることは、

ＩＴの進み具合が、陸上競技のマラソンに例えると、日本とアメリカは完全に一

周ぐらい違うのであって、ｅ-ガバメントやｅ-コマースやｅ-ラーニング等、日本

のＩＴはこれから始まる段階だということです。アメリカがワンラウンド終わっ

た、次の段階に来ているわけですから、私はＩＴを中心とした構造改革は、今か

らすぐに準備に入るべきだと思います。特に、ｅ-ガバメントは、もう大変早急な

整備が必要です。 
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今朝、私は福岡の知事とも会ったんですけれども、福岡などはもう本当にブロ

ードバンドまで含めて、県のベースで九州をブロードバンドで結んで、それから

ソウル、上海まで行くというような構想を、県ベースでやっており、そのような

積極的な話はどんどん進めるべきだと思います。 

もうｅ-ガバメントの問題は地方ベースでやっているのですから、これが各県や

り出して、中央がきちっと動いて標準化するべきであり、ＩＴ関係の標準化は国

の役割でありますから、すぐに準備に入るべきということです。 

それから、雇用関係でも、前に既に出ている保育所の公設民営の準備に入る等、

その他諸々９の分野におけるサービス分野の雇用の拡大で手が付けられるものは、

どんどん手を付けて具体的なものを動かしていくということをする必要がある。 

同時に、都市再生本部で扱おうとする問題の中で、今、公共投資の問題に触れ

ることは難しいけれども、来年４月のワールドカップが始まるときに向って、そ

の後も、せめて羽田の国際化を進めるということで、少なくとも羽田と金浦の間

は昼間10本ぐらい定期便を飛ばす準備に入るというようなことをすれば、非常に

経済は活性化します。そういう準備活動に入る。税関の人員確保を含めた作業を、

これから準備して４月に間に合わせるようにする。もし塩川財務大臣がおっしゃ

るように、非常に９月の段階で景気に問題があるとすれば、このような前向きな

構造改革路線の前倒しで予算を使うことが、重要であると思います。 

勿論、片方では石原知事を始めとして、都市再生本部でも羽田空港の国際化と

いう基本的な大きな投資アイテムというのがありますが、その前、来年４月まで

に、とにかく羽田と金浦間に定期便を昼間飛ばすという作業は、運用上の問題で

すから、準備作業を進めて、ボタンさえ押せば、すぐ動くようにしておけば、構

造改革というものが国民の目に触れて安心感が出てきます。今は、具体論がない

ではないかということを、専ら世間から言われますが、もう内閣府が総力を挙げ

てＩＴ戦略本部、都市再生本部、それから産業構造改革・雇用対策本部など、動

き始める必要があります。 

しかし、残念ながら内閣府というのは足腰が割と弱いので、非常に動きづらい

ところがありますから、足腰を落ち付けて動く体制にして、そのような１億円、

２億円を実際に必要とするようになってくる形まできて、景気がより悪ければ、

それは補正という言葉を使いたくありませんが、公的投資を前倒しでやるかどう

かという議論にもっていくような考え方を持てば、大変に私は好ましいのではな

いかと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員、平沼大臣の順番でお願いします。 

（吉川議員） 私も牛尾議員の考え方に賛成です。景気の先行きはかなり厳しいです

が、私は２つ大きなマイナス要因があると思います。 

１つは、岩田統括官の説明にあったように、ＩＴ不況、これは世界経済的な広

がりを持っているわけですが、この問題があります。これに対する対策としては、

牛尾議員も言われたわけですが、例えば電子政府、こうしたものを実際にできる

ところから、できるだけ早く前倒しで行うということが重要で、具体的な政策に
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なると思います。 

もう１つのマイナス要因は、リスク、あるいは不確実性と言ったようなことが

非常に大きな問題だと思います。これは、いろいろな側面があるわけですが、例

えば、ここ１～２週間の長期金利の動きなどを見ていても、どちらかというと上

がるような傾向があるわけですが、株価が下がる中で、需要が長期債にシフトし

ていない。むしろ、将来のクラウディング・アウトを先取りするような動きすら

見られる。こういう金融市場のリスクもあるでしょうが、一番大きいのは、ＧＤ

Ｐの６割を占める消費が梃子でも動かないというところが、非常に大きな問題で、

これについても、やはり将来に対する不確実性というのが大きいと思います。こ

の点については、牛尾議員が言われたことと重なりますが、例えば１つ具体例で

言えば、高齢化、老後の不安といったようなことについても、医療費の問題とい

うのが当然秋から問題になると思いますが、ただ医療費の問題だけではなくて、

総合科学技術会議の方で、寝たきりの期間を短くするという健康年齢を上げると

いうために政府はＲ＆Ｄ投資をするというようなこととか、あるいは、老後のバ

リアフリーの住宅をリバース・モーゲージで手にするというような話とか、とに

かく老後、高齢化のリスクを小さくするために総合的なビジョンを示す、そうい

う中で予算編成を行うというのが、非常に大切ではないかと思います。あるいは、

循環型経済社会というものも、これが雇用の受け皿にもなるわけですし、ある意

味では将来の成長の根にもなるわけで、方向としては総論一致しているわけです

から、こうしたところも、具体的に前倒しでビジョンを示して、そういう中で予

算の中身の見直しを行う。具体的なビジョン、国民に、こういう姿になりますと

いうビジョンを示し、そのために国はお金を使っていますということを総合的に

示す必要があると私は思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 牛尾議員と、それから吉川議員と、その考えに私も大体一緒でござい

ますけれども、やはり「骨太の方針」というものをやっていくためには、今、牛

尾議員のお話がありましたように、企業が収益力を上げる努力をしている、これ

が萎縮しないように、やはり先手先手で目に見える形で経済運営をしていかなけ

ればならないと思っています。また、ＧＤＰの60％を占めている個人消費、これ

は先ほどのデータでも、それほど落ち込んでいない。だから、これをやはり個人

消費の面にも着目をして、それが先行き明るいぞ、というような、そういう方針

が出れば、個人消費というのは非常にそれに直結すると思いますので、繰り返し

になりますけれども、お二人が言われたように、先手先手でどんどん手を積極的

に打って、そして目に見える形を出していくということが必要だと思います。 

もう１つは、やはり金融機関の不良債権、産業サイドの不良債務。これを処理

していくに当たっては、やはり小泉総理が言われるように、痛みが伴うことは事

実です。しかし、その中で、これも先手先手ですけれども、やはり特に雇用と中

小企業、この中小企業というのは、500万と言われている企業の中で、99.7％を占

めているわけですけれども、この中小企業に対するセーフティーネットをしっか
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り、これも目に見える形でぴしっと提示をして、そして、やはりそういう産業サ

イド、それから国民にある程度の安心感を私は与えていくことが非常に必要なん

ではないかと思っています。 

また同時に、これは私から15の提案をさせていただきましたけれども、やはり

新市場、それから新しい企業、ベンチャーを含めて、そういうものをちゃんと生

み出して、そしてそういう受け皿になって、それで活力が出るよと、こういうこ

とも明らかにしていくことが必要だと思います。 

それから、終戦直後に比べれば、日本の経済というのは非常に大きな力を持っ

ているんですから、そう余り萎縮しないで、景気は気ですから、やはり力強く自

信を持ってやることが私は必要だと、こういうふうに思います。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 今、牛尾議員がＩＴ促進を景気回復の梃子にということを言われまし

たね。特にｅ-ガバメントというのが一番わかりやすくて、国民にも大変なある意

味で便宜、恩恵を与えることなんですね。 

そういう意味で今、地方はこのことで競争をやっているんです。どこの県も自

分のところは一番進んでいると言うんです。あれは客観的に誰か評価しなければ

いけませんけれども、相当熱心なことは事実なんで、そこで２年後に例の申請届

出を全部インターネットでオンライン化すると、それを前倒しようということで、

小泉総理の「ｅ－Ｊａｐａｎ2002プログラム」を作ったんです。そこで、３～４

割を前倒しすると、こういうことなんで、これは是非やりたいと思います。 

そこで、お願いということでもないんですが、１つはｅ-ガバメントをやるには、

個人認証と組織認証の仕組みと仕様を法律を含めてつくらなければいけません。

これは急がなければいかんと思います。 

（牛尾議員） 法律は、まだできないのですか。 

（片山議員） まだです。 

それからもう１つは、やはりＩＴを、私がいつも言っているように、公共投資

の中に入れてもらわないと、今、３種類だけ入れてもらったでしょう。それを是

非拡大してもらいたいということが１つ。 

デジタル・デバイドの解消ということになると、遅れる地域が日本中でどうし

ても出るんです。今は事業者でやれということなんです。低利の融資と税制で面

倒を見ます。とにかく事業を民間でやってくれと、こういうことなんです。とこ

ろが民間は、不採算のところはやれません。端の方は。そうなるとやはり公的支

援、公的主体というのは、どうしても考えなければいかぬので、それを公共投資

の質を変えるんならば、その中で是非、御検討賜わりたいと、その２つが進めば

どっといくと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 私のところで、例えば今後手を打つということで、何があるのかとい

うことを勉強しているんです。そうしたらそんな大したことも出てこないんです

が、５つほど申しますと、１つは今から住宅を大きくさせるということ。これは
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まだ、住宅需要が相当いいのがあると思うし、今、台場の方でやっているのはみ

んな大きいですね。それがどんどん売れています。だから、これはもう認めると、

それで金融公庫の融資も130平米なんてことは言っていないで、160ぐらいばんと

上げていくということをして刺激すると、これが１つなんです。 

それから、今、主計の方で調べさせておりますが、土地があって事業ができな

い、金がないというところがあったら、全部登録させて引っ張り出せばいいと。

そうしてそれが箱物であれ、あるいは施設であれ、あるいは道路とか何でもいい

から、土地があるところだとすぐかかれますから、それを１回調べてみろと。こ

ういうことをやらしておるんです。 

それから、案外皆さん要望が大きいのは保育です。私立の保育園をどんどん許

可してくれと。順番待ちでやって、公立の保育園は子どもをいじめてかなわぬと。

だから、私立の保育園の方が丁寧やと。 

（牛尾議員） 公設民営ですね。 

（塩川議員） そうそう。それをやらしてくれないかという要望が非常に強いですね。

これがある。 

もう１つ、教育に関することと、ＩＴの関係なんですが、この前、森内閣のと

きに、ＩＴ関連でいろいろやりましたけれども、その中でなかなか徹底していな

いものが相当あるんです。その中の１つとして、私は教育施設、例えば高等学校、

大学等の施設で必要があればＩＴ関係の機材を思い切って貸したるということ。

そのレンタルの会社をどこかつくらせて、それはどこでもできると思うんですが、

それを政府が融資をしていくとか、そういうことを考えたらどうだろうか。 

（牛尾議員） ｅ-ラーニングシステムですね。 

（塩川議員） ええ。それと案外私学が遅れておるんです。私学はなぜか、みんな光

ファイバーが付いていないから遅れているというのもあります。しかし、都内の

大学なんか、この前聞きましたら、金がないんです。結局、金がないから機材が

買えない。だから貸してあげるよと。これをやったら大分追っ付くと思いますが、

そういうこと。 

もう１つ、それと関連して、私立大学の話であったのは、とにかくＮＴＴの料

金を下げる、これは関係者がおるんですね。 

（片山議員） 大分安くなっているんです。アメリカ並みになっているんです。下が

っているんです。 

（塩川議員） もっと下げて欲しいと。 

（片山議員） 月5,000円になった。 

（塩川議員） これは非常に強かったです。そういうようなことが、１つの準備とし

てやらしておいたらどうだろうと。 

（牛尾議員） やはり年内に、そのように行っていることを見せていかないと、それ

が見えていないことが非常に不安感なのです。 

（片山議員） 今、学校やっているんです。ＩＴの大学をやっているんです。 

（竹中議員） よろしいですか、ありがとうございました。済みません、ちょっとほ
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かのテーマがありますので、次のテーマの中でも恐らく議論していただけると思

いますので、大変申し訳ありません。ちょっと簡単に取りまとめさせていただき

ますと、やはり政府の改革に向けた態度がぶれないということが大変重要だとい

うことが認識の基本点だと思います。 

同時に非常にぶれない姿勢を示しながら、早くアクションして国民に目に見え

るような形で政策をやはり前倒しするということをやっていかないと、マーケッ

トの反応も違ってくるだろうと。その前倒しの中身として共通して挙げられたの

は、やはりＩＴ関連のもの。これは財務大臣、総務大臣が言われたように、幅広

いものがあると思います。 

都市住宅に関するもの、それと雇用、セーフティーネットに関連するもの、そ

ういったものを中心に、少し議論を詰めることが必要ではないかということだと

思います。 

実は私自身、諮問会議の下に、経済動向の分析検討チームというのをつくりた

いと思っておりまして、この中でマーケット関係者、民間等々のヒアリング先等々

も固めて、そういったアイデアを総動員する形で、的確な経済の判断と必要な対

策を考えていきたいというふうに、今、考えております。今の話ですと、各省庁

でもそういうことを非常に熱心に議論していただいているようですので、そこは

連携を取りながら、この検討チームの中で是非進めていきたいなというふうに考

える次第であります。 

○「基本方針」の具体化について

（竹中議員） 今の話に直接関連すると思いますので、それを今後、例の「基本方針」

をどのように具体化していくかというプロセスの第２テーマに、ちょっと時間の

関係がありますので移らせていただきたいと思います。御発言がまだの方、大変

申し訳ありませんが、その中で発言をいただきたいと思います。 

資料３に基づいて、河出内閣府審議官の方から説明をお願いします。 

（河出内閣府審議官）  それでは、資料の３に「『基本方針』の具体化について（案）」

というペーパーがございます。「基本方針」に基づきまして、関係各省庁で概算

要求作業など、具体化に向けて作業が行われているわけでありますが、諮問会議

としても、具体化作業をしっかりフォローアップしていくことが重要であると考

えております。 

あと、こうした作業を11月にも策定する「予算編成の基本方針」に反映して、

これを実効あるものとしていきたいと考えております。 

３つのステージごとに諮問会議との関連を整理しておりますが、まず、概算要

求の前でございます。「社会資本整備、社会保障、国と地方の関係をはじめとし

て『基本方針』に掲げられた諸施策の具体的な推進方策」、これは予算だけでは

なくて、規制改革などの制度見直しを含む総合的なものとしたいと考えておりま

すが、そういった推進方策の策定を関係大臣にお願いをしたいと考えております。

また、こういった推進方策が「基本方針」を的確に反映しているかどうかとい
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うことについて、８月下旬から９月にかけて、諮問会議に各大臣から御報告して

いただき、それを審議したいというふうに考えております。 

２番目の段階でございますが、８月10日ごろの「概算要求基準の決定前」の段

階でございます。 

概算要求基準につきましては、参議院選挙後の諮問会議におきまして、財務大

臣から御説明をお願いし、「基本方針」を実現するために、国債発行を30兆円以

下に抑制すると同時に、どのように重点分野に重点的な配分を行いながら、その

他の分野を抑制してメリハリの効いたものとするか、また、歳出の質の改善をど

のように実現していくのか。こういったもの等について、審議を行いたいと考え

ております。 

３番目の段階は、８月末の「概算要求後から政府予算決定までのプロセス」で

ございます。この関連では、節目節目におきまして、予算編成作業全体につきま

して財務省から報告をお願いし、審議するとともに、関係大臣から社会保障、社

会資本整備、国と地方の関係を始めとする諸施策につきまして、必要に応じてそ

の後の具体化に向けた作業状況等について報告を求め、審議をしたいと考えてお

ります。これらを踏まえて、諮問会議は、11月ごろに「予算編成の基本方針」を

示し、これに基づきまして12月下旬に政府予算が決定されるというふうに考えて

おります。 

また、いわゆるマクロ・モデルによるシミュレーション結果等も活用しながら

中期経済財政計画を年内目途に策定をしたいと考えておりますので、これとの整

合性を図っていくことも重要であろうというふうに考えております。 

３ページ目に別紙ということで、概算要求等の刷新について、１つの考え方を

示しておりますが、（１）は先ほど申しましたような話でございます。 

（２）で特に質の改善関係ですが、次のような方法で抜本的な改革を図ったら

どうかということを、検討していったらどうかということでございます。 

まず（ア）として「基本方針」で重点分野とした①～⑦につきましては、必要

に応じまして、諮問会議と連携を取りながら内閣が中心となって、それぞれの「基

本方針」に則って、施策の強力な調整を行うということでございます。 

（イ）は、これから量の削減によりますところの景気のマイナス効果を、でき

るだけ打ち消すような民間需要の創出効果、雇用の創出効果を実現することが重

要でございます。そういった観点から、これまでのような費用対効果分析だけで

はなくて、民間需要の創出効果あるいは雇用の創出効果についての分析を、予算

要求に当たって添付することとし、こういった効果の高いものを優先的に採択す

るということを考えたらどうかと思っております。 

これにつきましては、事後評価を行って、効果が低いものにつきましては15年

度、あるいは16年度予算以降採択をしないとか、あるいは削減をするとかといっ

たことを考えてはどうかと思っております。 

また、予算要求に当たっては、できる限りコスト削減努力とか、あるいは民間

委託への転換とか、そういったものに関する資料を添付することとして、こうし
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た努力を促していってはどうかと考えております。 

（ウ）は政策目的に照らして、公共事業、いわゆるハードからそれ以外のより

適切な政策対応ソフトへのシフトを図っていってはどうかということでございま

す。 

（エ）として、税制改正、規制改革、特殊法人改革、組織定員の見直しなど、

他の改革とセットで効果を発揮する予算につきましては、相互の連携に留意する

ことが重要であろうというふうに考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。本間議員、奥田議員お待たせいたしました。

どうぞ御発言お願いします。 

（奥田議員） 私は勿論、第１の問題に引っ掛かっているんですが、時間軸というの

をはっきりしていただきたい。この「基本方針」を出したわけですが、「基本方

針」の中からやはりこれが問題だというのを全部書き挙げたわけですけれども、

その中で、やはり時間軸からいくと臨時国会が始まるわけですけれども、臨時国

会が始まる前に、今でもすぐにやれるものですね。それはもう、すぐにやるよう

にする。 

それから、臨時国会でやはり法改正しなければならないものは、そこでやると。

それから更に残って臨時国会以降、時間をかけてやると。この３つのカテゴリー

に、やはりこの「基本方針」に盛られた問題点を時間軸で分けて、それで表にし

て工程表つくってみたらどうかと。それは非常に大事だと思うんですけれども、

私はそれをちょっと言いたかったんですが。 

（竹中議員） はい、ありがとうございます。これは、先ほどの検討チームの中で議

論したいと思いますし、同時に、今の紙にもありました具体的な大臣のイニシア

チブの中でも、時間軸を明確にするということで是非実現したいと思います。 

（本間議員） 先ほどの問題及び、今、河出審議官の方から御説明いただきました予

算編成の問題について、少し意見を述べさせていただきます。 

私は、今年度は制度の変更の過渡期であるということを、十分認識しておく必

要があるんだろうと思います。 

予算編成につきましても、経済財政諮問会議が入りまして、これまでと違う形

になっております。準備が周到であれば、本来的には概算要求基準の策定も含め

て、本当は必要なのかどうかということの議論もしなければならないテーマにな

っていたんだろうと思います。今年はその過渡期として準備ができておりません

でしたから、こういう状況になっておりますが、是非、そこの部分のところをど

う考えるかということ。 

第２番目の意味での過渡期というのは、予算が前内閣で自主的につくられ、小

泉新政権で「基本方針」がまとまりました。それを実際に実行していこうという

ことになりますと、景気の動向との関係の中で、補正予算的な考え方というもの

が出てくる可能性があるわけですが、従来型の補正予算的な考え方というのは、

これは決別をする必要がある。「基本方針」に沿った形で対応するのであれば対
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応すべきだと思いますし、それを実質的に実行していくためには、14年度予算と

連動してこれを実施しなければならないということが必要だろうと思います。 

（竹中議員） 基本的には従来型の予算と決別するということと、来年度予算との一

体化と、そういう趣旨だと思います。 

（塩川議員） 政策の一体化ということですね。 

（竹中議員） そういう趣旨だと思います。 

（本間議員） 「基本方針」に則って、危機管理的にパッケージを相当周到に事前に

考えておく必要がある。 

（塩川議員） 先ほど奥田さんがおっしゃったように、工程表を作っておいてもらわ

ないと、さっきいろいろ言えと牛尾さん始め皆さん言いましたね。言いっ放しで

はしようがないんで、これをどうしてちゃんとパッケージとして用意しておくか。

パンドラの箱は見せなくてもいいんですけれども、いつでもこれがあるんだよと

いう用意はしておかなければいけない。それは、この会議でおやりになるんです

か。それとも、閣僚懇談会か何かでやるんですか。各省にわたっていますからね。

そこらをはっきりしてもらって、いつでもこの用意はできてあるんですよと。そ

して、今後何かの場合に、そういうものをやりますという方向で打ち出していく

ということをするのか。これは、言いっ放しみたいなことになってしまったらし

ょうがないから、まとめておいてもらわないといけないですね。 

（牛尾議員） 都市再生本部や雇用対策本部やＩＴ戦略本部とか規制改革本部等にお

いて検討し、内閣府でつくるのか、もしくはそれに関係する各省でつくるのか、

その辺を考える必要があります。 

（塩川議員） 各本部でやったって、どこかでパッケージにしておかないとね。おっ

しゃるのはまさに工程表なんですよ。これが大事なんです。 

（竹中議員） 財務大臣、その意味で、先ほど諮問会議の下に経済動向の分析検討チ

ームをつくって、そこでそういう可能性を検討して、工程表も含めて、しかし、

ここで全部できるわけでないと思うんです。 

つまり、より長期の制度設計のものについては、各大臣のイニシアチブという

ものが出てくると思うし、しかし、ここでバンドルするのは、この検討チームで

当面の作業を始めるという趣旨で、先ほど申し上げたわけです。その中には工程

表もしっかりと入ってくると思います。 

（塩川議員） そうすると、１つの考え方として、このことを官房長官のところが中

心になっていますので、ほとんど全部党との関係ですから、住宅を広げる、保育

園と言ったって、全部党がどう出るかということですから、それは私だって責任

を持って当たりますけれども、何かどこかでまとめておいてもらわないと、荒唐

無稽なことを言うということになってしまって、空中分解をしたら格好悪いから

ね。そこは、ある程度準備しなきゃいけないと思うんです。 

（福田議員） これは後で整理しましょう。 

（牛尾議員） 整理は必要だけれども、早く決めた方がいいですね。 

（塩川議員） そうそう。 
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（福田議員） 都市再生本部などは独自に動いていますので、近く会議すると思いま

す。 

（本間議員） 今の議論の具体的な手順にもつながろうかと思いますが、今日、河出

審議官の方から御説明いただいた、各省庁がイニシアチブという形で大臣が出さ

れる部分のところ、時間的なスケジュールも含めて、具体的に14年度の予算に乗

せられる部分、制度改正に伴う部分、規制緩和等でやれる部分、まず各省庁の大

臣からイシニアチブを発揮していただいて、ここに出していただいて、それを横

断的にどうつなぐかということが非常に重要なんだろうと思います。 

もう１つは、財務省がここで御説明していただくときに、そのようなものも含

めて考慮していただきながら、シナリオＡ、Ｂ、Ｃというような形で、どこに重

点を置いたときには、どういうものになるか。つまり、ファイナライズした形で、

ここで御議論をいただくよりも、むしろ前提条件も含めて、ここにお出しいただ

いて、その差がどこにあるかということを共通の理解の中で組み立てていくとい

うアプローチを是非お願いをしたいと思います。 

（塩川議員） 非常に難しいです。精密な仕事になります。30兆円に抑えて、しかも

骨太を全部入れるんだから、なかなか難しいですよ。 

（竹中議員） 時間がだんだんなくなってきましたので、片山大臣、平沼大臣、牛尾

議員ということで今日は切らせていただきますので、申し訳ありません。 

（片山議員） 各省が「骨太方針」に基づいて、何とかイニシアチブとか、何とかプ

ランというのをつくるのはいいと思います。そこの調整は、ＩＴ本部だとか、い

ろんなそういう横断的に内閣府の方でやってもらう。 

問題は、概算要求基準をどう決めるかなんですよ。国債発行は、30兆円以下に

抑制する。その次に重点分野に重点的な配分を行う。その他は抑制する。その重

点分野は何なのか。それはどの程度認めるのか、ここですよ。これは財務省が叩

き台をつくって、ここで議論して、決めたような格好にして閣議で決定ですか。

そこですよ。 

（竹中議員） 今の本間先生の発言は、そういうふうにでき合いのものをここへ持っ

てきていただいても、判断の基準がないので、複数の案を出してくださいという

ことです。 

（片山議員） 一番のポイントはそこですよ。メリハリの区別を誰がやるか。原案を

つくるか。あと、どういうプロセスで決めていくか。一番のポイントはそういう

ことですよ。 

（竹中議員） おっしゃるとおりです。大変重要な御発言だと思います。 

（平沼議員） 今の片山大臣と同じですけれども、やはりメリハリを付けるときにそ

れはぴしっとしなければいけないと思います。それから、14年度予算というのは、

痛みを伴う、そういう構造改革。しかし、それを乗り越えていけば、こういうこ

とがあるよという強力なメッセージを出さないといけない。そのためには、安心

させるためには、さっきのことに関連しますけれども、雇用だとか新市場創出だ

とか、そういった形にメリハリを置くことは、私は非常に必要だと思うんです。
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そして、予算が出たときに国民が非常に納得をすると。ですから、そういう意味

では各省庁の今までの枠にとらわれないで、どこかでぴしっと決めていくという

ことが私は必要だと思います。 

私の所掌ですけれども、これも繰り返しですけれども、やはり中小企業とかい

うもの、セーフティーネットというものも、この予算の重点の中に入れないと、

みんなが不安になると思っています。 

これは１つ提案ですけれども、そういう形の中で、小泉内閣がこれをやるぞと

いう形でわかりやすいということであれば、これは御判断をいただきたいんです

けれども、例えば、総理枠みたいなものをつくって、そこで、ここは重点なんだ

よということをわかりやすくすることも１つの方法だと思っています。これは私

の提言です。 

（牛尾議員） 非常に今は、短期的な問題で株安と円安が急ピッチに動いていること

を心配しているわけです。これは、この経済財政諮問会議にとっても非常に重要

な問題なので、今申しましたように、３年間名目成長がマイナスでも、増収・増

益ができるくらいの日本の経済の体質の強さがあるにもかかわらず、なぜ株が低

いのかということをよく考える必要がある。 

やはり日本の株式相場というのは、完全なグローバルな投資家によって動いて

いますから、 近ともすれば、経済財政諮問会議も政府も、国内のいろんな党や

その他世間の発言に邪魔されて、グローバルなマーケットに向かって、改革はど

んどんやっているぞというメッセージの出し方が、内向きで適切でなく弱いとこ

ろがあります。初めは「小泉改革だ」と、株が１万4,500円まで上がったけれども、

改革が大分遅くなるとの見方で引き始めているわけです。 

そのような点で、我々はもう少し市場に対するメッセージ性というものを考慮

して、具体的に発言する注意深さが必要だということを、私は１つ喚起したい。 

この構造改革の調整期間が２年か３年あって、そのときは不良債権の処理があ

るから、成長率は０％から１％くらいかもしれないというメッセージは、国内向

けには確かにわかるのですが、世界から見ると、改革を遅らす、時間がかかるぞ

ということになります。それは正確なことであるけれども、市場向けには市場向

けの言い方があるので、その辺がやや我々も配慮が足りなかったのではないかと

いう強い反省をするべきであるという気がしますので、今後、調整期間をもっと

短くするという努力をするべきと思います。 

それから、先ほど申しましたように、工程表を示すことにより、改革が進んで

いることを公開し、市場を意識したメッセージをもってつくらないと、日本人同

士の間ではわかりますが、市場の投資家から見ると、明らかに改革はスピードが

遅れたという印象を持たれていますし、成長率が、０％から１％というのは非常

に低い指標になりますので、もう一歩踏み込んだ実施計画を示す努力を、この１、

２か月すべきであり、常に我々は注意深く発言する必要があるということを申し

上げたい。 

（竹中議員） 大変ありがとうございます。時間の方が大変気になっておりますので、
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とりまとめをさせていただきます。 

工程の話がありましたので、実は具体化の資料３のところの（１）の２つ目の

ポツに工程表のことを少し書き込ませていただこうかと思います。 

それと、確認でありますけれども、片山大臣、本間議員から御指摘のありまし

たように、今後、概算要求の議論を進めていくに当たって、財務省と我々で相談

して、複数のメリハリの議論を、ここで皆さんに議論していただくということが

大変重要かと思います。 

今後の進め方としましては、概算要求基準については、参議院選挙後、１回な

いし２回諮問会議において審議を行う。 

また、「基本方針」に掲げられた各省庁における具体化作業等のフォローアッ

プについては、８月下旬から９月ごろにかけて、諮問会議に各大臣から御報告を

いただいて、審議するということであろうかと思います。いずれにしても、マー

ケットの動向をにらみながら、とにかくクイック・アクションで具体的なアクシ

ョンであるというのが、恐らく大変重要な今日の合意なんだと思います。 

では、議論を含めまして、総理から発言をお願いしたいと思います。 

（小泉議長） 先ほど言われた工程、法律改正なくして９月、秋までにできること。

臨時国会、法改正してできること。14年度予算でできること。それは非常に大事

なもので、これを整理していただきたいし、なおかつ、公用車を低公害車に全部

切り替えるというのは、方針だけでもう動いているでしょう。だから、方針だけ

でも動くのがあるんですよ。２、３年かけて全部切り替えるだけでも、既に企業

はその準備で動いている。 

そういう点も含めて、よく整理していただきたいのと、住宅でさっき言われま

したけれども、この間、島田教授が言われた中古から移り替えられる住宅、日本

は資産として売れない。これをもっと中古を利用して移り替えられる住宅にして

くれと、島田教授が言われたでしょう。あの問題と、さっき塩川大臣が言われた

住宅の問題、どうなるのか。これは整合性を取らないといけいない。 

余り全部やれといってもできないのだから、重点的に必要なこと、やらなくて

はならないことをやるという整理を、是非していただきたいと思います。 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、大変あわただしかったんですが、

以上をもちまして本日の会議は終了いたしますけれども、運営規則の第６条に基

づきまして、私の方から審議の内容等を記者発表します。 

なお、本日の議論につきましては、３日後の議事要旨の公表までは、自らの発

言を除き、対外的に明らかにすることのないようにお願いを申し上げます。 

本日はありがとうございました。 

（以 上） 

18



