
第 12 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（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) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（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、第 11 回諮問会議
議事録が諮られた。

○日本経済の現状について
（小泉議長） 米・英・仏の首脳に、日本の目指す改革、構造改革なくして成
長なしという基本方針と強い決意を伝えて、強い激励と支持をいただいた。
今後、参議院選挙が終わってから、「基本方針」の具体化が始まる。御苦
労が多いと思うが、御指導、御協力をお願いしたい。

（竹中議員）	 景気判断について、明日公表予定の月例経済報告では、今月は
「景気は悪化している」という表現にしている。下方修正するものではな
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いが、引き続き厳しい状況にあるという認識である。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
う点も指摘している。６月26 日に閣議決定された「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考える。

（岩田政策統括官から補足説明） （資料２に基づき説明）足元景気は悪化し
ている。輸出面では、今回の輸出数量の落ち込みは、前回の97 、98 年の景
気後退期に比べて落ち込み幅が大きい。鉱工業生産では、今回が落ち込み
の速度がより急角度で急速に落ちている。97 年の場合は、消費税引き上げ
を契機に景気が後退したが、当初鉱工業生産はそれほど急には落ちなかっ
た。ただ、信用不安等が起きて、98 年以降急激に減少したが、その速度と
似たような速さで、今回の鉱工業生産が落ち込んでいる。企業の業況判断
では、97 年と比べると、やや下回るところから出発している。ただ、その
後97 年と同じように悪いところまで行くのか、この半ば辺りで止まるのか
が注目される。
企業設備は、出発点において、やや前回を下回る状況にある。この後、
前回のように急速な深い落ち込みになるかが、今後の景気の落ち込みの程
度を左右。消費と住宅投資は、今回の場合、落ち込みはそれほど大きくな
っていない。製造業の設備投資をみると、2001 年度平均では、名目でマイ
ナスの0.4 ％であるが、実質にするとデフレの影響もありプラス。これは、
バブルの時期を上回るような高い水準の経常利益を反映している。夏の特
別給与はプラスになりそうであるが、これも足元の経常利益が高いことを
反映している。
第３次産業活動指数は高い水準で安定している。特に情報サービス業、
通信業といった、対事業サービス業を中心に水準はかなり高い。ソフトウ
ェア投資も10 ％近い伸びを示しており、日銀短観でも、2001 年度は12 ％ぐ
らいの伸びを維持している。しかしソフトウェア投資の比率が日本の場合
はまだ小さい。
現在の景気の落ち込みを主導しているのは、ハイテク関連である。ハイ
テク関連株価は、2000 年の初めにバブルの崩壊があって、その後急速に落
ちてきた。最近も、アメリカのハイテク関連の株がもう一度下がっており、
日本の株もそれにつられて下がっている。背景には、世界的な半導体サイ
クルの落ち込みにある。回復する時期は、年末から年始ぐらいになるので
はないかと言われている。
ＩＴ関連の指標について、アメリカ、日本において、ちょうど2000 年の
夏以降は、生産、受注、あるいは輸入、すべて下向き、かなり大幅なマイ
ナス。
生産において99 年の４月を起点とし景気回復をしてきた牽引力はＩＴ関
連だったが、今回の落ち込みは、やはりＩＴが主導であり、同時に、在庫
も、ＩＴ関連、半導体関連、電子部品等が積み上がっている。
アメリカの景気回復は、第４四半期ごろから２％台、年が明けたら３％
台と予想される。アメリカ経済のもうひとつの不確定な要因は、消費者物
価で前期比年率４％から4.5 ％にのぼるインフレである。
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日本は対照的であり、消費者物価あるいはデフレーター、国内卸売物価、
いづれも99 年以降マイナスが続いており、そのマイナス幅がかなり拡大し
ている。日本の場合にはデフレ・ギャップがなかなか解消されてない。
ここ何日か株価がかなり下がっているが、ハイテク関連、半導体市況が
なかなか回復しないことに加え、銀行業の株が下がっており、98 年夏の最
悪の水準にだんだん近づいているなど、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、銀行収益力が、不良債権の処理をする
ことと考え合わせると低過ぎることにある。主要行ベースで総資金の利鞘
をみると、95 年度の0.27 ％から2000 年度には0.63 ％と相当努力している。
アメリカの場合は利鞘が3.3 ％である。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。
最後に、不良債権処理の影響について、内閣府の研究会で試算した結果、
既に発生している不良債権は 12.7 兆円、これを２年以内に処理をした場合
に出てくる失業者は、12.6 万人から 18.5 万人となった。もう少し詳しく調
べると、失業される方と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、こういう分類をすると、失職される方は 38.8 万人から 60.2 
万人になる。なお、12.7 兆円を主要行が処理するときには、ほかの金融機
関に貸しており、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
なる。

（牛尾議員） 名目成長は、この３年マイナスが続いている。企業は名目成長
で動いており、売上げも支払いも名目成長で動いている。マイナスが３年
続いても、３月に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、実質生活のレベルが上がっていると考える。
ＩＴについて、日本はこれから始まるという段階。アメリカは既にワン
ラウンド終わって次の段階に入っている。ＩＴを中心とした構造改革はす
ぐに準備に入るべき。福岡などは県ベースで九州をブロードバンドで結び、
ソウル、上海まで行くという構想をやっている。このような積極的な話を
どんどん進めるべき。Ｅガバメントは地方ベースで既に動いている。中央
がきちっと動いて標準化しないといけない。
雇用関係でも既に示された保育所の公設民営などサービス分野の雇用拡
大で手が付けられるものは早く具体的に進めることが必要。同時に、来年
のワールドカップに向け羽田空港の国際化を進めれば経済は活性化する。
税関の人員確保などを含めた準備作業に入ることが必要。仮に９月の段
階で景気に問題があれば、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。
このような準備作業を進め、ボタンさえ押せば、すぐ動くようにするこ
とで構造改革が国民の目に触れて安心感が出てくる。ＩＴ戦略本部、都市
再生本部、産業構造改革・雇用対策本部などいろいろ本部があるのだから、
これらが動いて具体的な案を検討することが重要。

（吉川議員） 景気の先行きはかなり厳しく、２つの大きなマイナス要因があ
る。
１つはＩＴ不況。これは世界経済的な広がりを持っている。これに対す
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る対策としては、例えば電子政府、実際にできることを早く前倒しで行う
ことが重要で具体的な政策になる。
２つ目は、リスク、あるいは不確実性。例えばここ１～２週間長期金利
の動きは上がる気配がある。株価が下がる中で長期債に需要がシフトして
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動きすら見
られる。こういう金融市場のリスクもあるが、一番大きいのは、ＧＤＰの
６割を占める消費が動かないことが問題で、これも将来に対する不確実性
が大きい。
そのため、例えば医療費問題を単に医療費の問題としてでなく、寝たき
りの期間を短くするためのＲ＆Ｄ投資をする、あるいは老後のバリアフリ
ー住宅をリバース・モーゲージで手にするなど、老後、高齢化のリスクを
総合的なビジョンで示し、その中で予算編成を行うことが重要。また、循
環型経済社会の推進ということも、雇用の受け皿となる。政府の政策はい
ずれも将来の成長の芽という観点から重要なので、具体的なビジョンを示
して前倒しでやっていき、その中で予算の中身を見直すべき。要するに、
具体的で総合的なビジョンを国民に示し、そのための税の使い方を国民に
示すことが重要。

( 平沼議員) 「骨太の方針」の具体化には、企業の収益力を上げる努力が萎縮
しないよう先手先手で目に見える形の経済運営をすることが必要。個人消
費についても先行きが明るいという方針を示せば増えるのではないか。牛
尾議員、吉川議員が言われたように先手先手で積極的に手を打って、そし
て目に見える形にすることが重要。
金融機関の不良債権、産業サイドの不良債務を処理するには、やはり痛
みが伴う。これも先手先手で、特に雇用と中小企業に対するセーフティー
ネットを目に見える形で提示して、産業サイドや国民にある程度の安心感
を与えていくことが重要。
同時に、私が以前、提案させていただいたように新市場、新しい企業や
ベンチャーなどを創出し、それが受け皿となり活力にもなる、こういうこ
とを明らかにすることが重要。日本経済は非常に大きな力を持っている。
萎縮しないで力強く自信を持ってやることが必要と思う。

（片山議員） ＩＴ促進での景気回復は、Ｅガバメントが一番わかり易く、国
民にも便宜、恩恵が大きい。地方はＩＴで競争をやっている。２年後には
申請、届出などを全部オンライン化する、それを３～４割前倒しするとい
うことでe-Japan2002 プログラムをつくった。ただ、Ｅガバメントを推進
するには個人認証と組織認証の仕組みと仕様を、法律を含めて急いで整備
しなければならない。
それから、ＩＴ関連を、現在の３つの事業だけでなく、もっと幅広く公
共投資の中に入れてもらいたい。民間のみで事業を進めると遅れる地域が
どうしても出てくるので、公的支援や公的主体による事業の実施を考えな
ければいけない。公共投資の質を変えるなら、そのことも検討していくべ
きだ。
この２つは波及効果が大きいと思う。

（塩川議員） 例えば今後手を打てるもので何があるか勉強している。１つ目
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は住宅を大きくすることで、これはまだ住宅需要が相当いいのがある。２
つ目は、土地はあるが資金がなくて事業ができないプロジェクトを調べさ
せている。こうしたところは、すぐに事業にかかれる。３つ目に、私立の
保育園をもっと許可してくれという要望が大きい。

（牛尾議員） 公設民営の保育所ですね。
（塩川議員） そう、それに対する要望が非常に強い。４つ目に、教育やＩＴ
の関係でまだ十分できていないものが相当ある。その１つとして、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すこと、
そのレンタルの会社に政府が融資をすることを考えてはどうか。

（牛尾議員） Ｅラーニングシステムですね。
（塩川議員） ええ。案外、私学が遅れている。光ファイバーが付いていない
から遅れていることもあるが、都内の大学では資金がなく機材が買えない。
政府が資金を貸すことにすれば大分追い付く。もう一つ私立大学の話とし
ては、とにかくＮＴＴの料金を下げるべき。

（片山議員） 月5,000 円と大分安くなっており、アメリカ並みになっている。
（塩川議員） もっと下げて欲しいという要望が非常に強かった。１つの準備
としてやっておいたらどうか。

（牛尾議員） 年内にそのようなことをやっているのを見せていくべき。見え
ないのが不安。

（片山議員） 今、ＩＴ化を学校について進めている。
（竹中議員） 次のテーマでも議論していただけると思うので、ここで簡単に
まとめると、政府の改革に向けた態度がぶれないことが重要だということ
が認識の基本。その姿勢を示しながら、同時に早くアクションして国民の
目に見える形で政策を前倒しすることが必要。そうすればマーケットの反
応も違ってくる。その中身としてはＩＴ関連、 都市・住宅関連、雇用、セ
ーフティーネット関連などを中心に議論を詰めることが必要。
諮問会議の下に、経済動向分析検討チームをつくり、マーケット関係者
等、民間のヒアリング先等も固めて、アイデアを総動員して的確な経済の
判断と必要な対策を考えていきたい。各省庁でもそういうことを議論して
いるようなので、連携を取りながら、この検討チームの中で進めていきた
い。

○「基本方針」の具体化について
（河出内閣府審議官） （資料３に基づき説明）関係各省庁の「基本方針」具
体化に向けた作業を諮問会議がフォローアップし、11 月にも策定する「予
算編成の基本方針」に反映していくことが重要。
３つのステージごとに整理すると、まず、概算要求の前では、「基本方
針」に掲げられた諸施策の具体的な推進方策の策定、予算だけでなく制度
見直しを含む総合的なものを関係大臣にお願いしたい。また、こうした推
進方策は「基本方針」を的確に反映しているかどうか、８月の下旬から９
月にかけ、諮問会議に各大臣から御報告していただき、それを審議する。
２番目の段階として、８月10 日ごろの概算要求基準の決定前の段階では、
参議院選挙後の諮問会議で概算要求基準について財務大臣から御説明いた
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だき、「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へ配分し、その他の分野を抑制するか、歳
出の「質の改善」をどう実現するか、などについて審議を行う。
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であり、節
目節目に予算編成作業全体について財務省から御報告いただいて審議する
とともに、関係大臣から社会保障、社会資本整備、国、地方の関係を始め
とする諸施策について、必要に応じて具体化に向けた作業状況について報
告を求め審議する。これらを踏まえて諮問会議は11 月ごろ「予算編成の基
本方針」を示し、これに基づいて12 月下旬に政府予算が決定される。また、
マクロ・モデルも活用しながら「中期経済財政計画」を年内目途に策定し、
これとの整合性を図ることが重要。
別紙の概算要求等の刷新について、特に質の改善関係では、まず「基本
方針」で「重点分野」とした７分野につき、必要に応じ、諮問会議と連携
を取りながら内閣が中心となり施策の強力な調整を行う。
また、「量の削減」による景気のマイナス効果を打ち消すことが重要で
あり、これまでの「費用対効果分析」だけでなく、「民間需要創出効果」
あるいは「雇用創出効果」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、その効果の高いものを優先的に採択し、また事後評価を行って
15 、16 年度予算以降に活用することを考えてはどうか。予算要求に当たっ
ては、できる限り「コスト削減努力」や「民間委託への転換」に関する資
料を添付して、努力を促していってはどうか。
また、政策目的に照らして、公共事業からそれ以外のより適切な政策対
応へのシフトを図っていってはどうか。
さらに、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いては、相互の連携に留意す
ることが重要。

（奥田議員） 時間軸をはっきりさせることが必要。臨時国会の前にでもやれ
るものはすぐにやるようにすべき。それから、臨時国会で法改正しなけれ
ばならないものはそこでやる。更に臨時国会以降、時間をかけてやるもの
がある。こうした３つのカテゴリーに、「基本方針」に盛られた問題点を
分けて、工程表をつくってみることが非常に大事。

（竹中議員） これは先ほど申し上げた検討チームの中で議論し、同時に、具
体的な大臣のイニシアチブの中でも時間軸を明確にして実現したい。

（本間議員） 今年度は制度の変更の過渡期であることを十分認識しておく必
要がある。予算編成についても、諮問会議ができてこれまでとは異なる。
過渡期ということで、準備ができていないが、本来的には、概算要求基準
の策定が必要かどうかということも含めて議論が必要。過渡期の２つ目の
意味は、前内閣で13 年度予算がつくられ、小泉新政権で「基本方針」がま
とめられたということ。今後、景気動向との関係の中で、補正予算をつく
るべしという考え方が出てくる可能性があるが、仮にやるとしても、従来
型の補正予算的な考え方と決別すべきで、「基本方針」に沿った形で、14 
年度予算と連動して対応すべき。

（竹中議員） 本間議員の発言は、基本的には従来型の予算と決別するという
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ことと、来年度の政策との一体化という趣旨。
（本間議員） 「基本方針」に則り、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） 工程表を作成することは重要であり、パッケージとして用意し
ておく必要がある。これは諮問会議で行うかどうか、それとも各省にわた
っているので閣僚懇談会か何かやるのか。また、今後何かの場合は、どう
いう方向で打ち出すのか、どこかでまとめておく必要がある。

（牛尾議員） 都市再生本部、産業構造改革・雇用対策本部等において検討し
て、内閣府でまとめるのか。

（竹中議員） 経済動向分析検討チームで、いろいろ可能性を検討していく。
しかし、そこで全部できるわけでない。より長期の制度設計のものは各大
臣のイニシアチブが出てくる。

（塩川議員） 住宅を広げる、保育園といっても党との調整が必要になる。い
ろいろなタマをどこかでまとめておいてもらわないといけない。

（福田議員） 後で整理しましょう。
（本間議員） 各省庁の大臣から出されるイニシアチブについては、時間的な
スケジュールも含め、具体的に14 年度予算で行う部分、制度改正を行う部
分、規制緩和等で行う部分等を整理し、諮問会議に出して頂き、それをど
のように横断的につなぐかが非常に重要。
もう一つ、財務省が説明するときには、これらも含めて考慮しつつ、シ
ナリオＡ、Ｂ、Ｃというような形で、どこに重点を置いた場合、どういう
ものになるか、つまり、前提条件も含めてここに出して頂き、その差がど
こにあるか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お願い
したい。

（塩川議員） 国債発行を30 兆円に抑え、しかも「基本方針」を全部入れるこ
とは、非常に難しい精密な作業である。

（片山議員） 各省が「基本方針」に基づき、イニシアチブやプランをつくる
のはいい。問題は、概算要求基準をどう決めるか。国債発行を30 兆円以下
に抑制し、次に重点分野に重点的な配分を行い、その他は抑制する。その
重点分野は何なのか、そして、それをどの程度認めるのか。財務省がたた
き台をつくって、ここで議論し、決めた格好にして最終的に閣議で決定す
るのか。

（竹中議員） 本間議員の発言は、でき合いのものをここへ持ってきても、判
断の基準がないため、複数の案を出すべきということ。

（片山議員） １番のポイントは、めりと張りの区別を誰がやるのか、誰が原
案をつくるのか、どういうプロセスで決めていくかということ。

（平沼議員） メリハリをしっかり付けなければならない。14 年度予算は、痛
みを伴う構造改革を乗り越えればこういうことがあるという強力なメッセ
ージを出す必要がある。国民が納得できる予算とするため、今までの各省
庁の枠にとらわれず、どこかでしっかり決めていくべき。国民の安心のた
めには、雇用や新市場創出に重点を置くことは非常に重要で、中小企業や
セーフティーネットも、予算の重点とすべき。１つ提案であるが、小泉内
閣の決意をわかりやすくするため、例えば総理枠を設定するのも一案。
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（牛尾議員） 株安と円安が急ピッチであることを懸念。日本の株式相場はグ
ローバルな投資家によって動いているが、我々は、グローバルなマーケッ
トに向かって、改革が進んでいるというメッセージの出し方が内向きで、
適切でなく弱い。改革が大分遅れるとの見方で、外国人投資家は引き始め
ている。もう少し、市場に対するメッセージ性を考慮して注意深く具体的
に発言すべき。 工程表を示すことにより、改革が進んでいることを公開す
ることが重要であり、また、構造改革の調整期間においても、もう一歩踏
み込んだ実施計画を示す努力をすべき。

（竹中議員） 本日の議論をまとめたい。まず、工程表の話があったが、これ
を踏まえ資料３の（１）の２つ目のポツに工程表のことを少し書き込みた
い。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、複数のメリハリをつけた案を作成して、ここで皆さんに議論して頂く
ことが大変重要。
今後の進め方としては、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頂き、審議する。いず
れにせよ、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、具体的なアクションを行うことが大変重要であるということが本日
合意された。

（小泉議長） 工程表の作成は非常に重要であり、法律改正なしで９月や秋ま
でにできること、臨時国会をまって法改正してできること、14 年度予算で
できることに整理して頂きたい。また、公用車の低公害車への切り替えな
ど、方針を示すだけで動くこともある。また、例えば、住宅の問題につい
て、島田教授が言っている中古住宅市場を活性化させることと塩川議員が
言われた広い新築住宅を供給することなどについての整合性を取る必要も
ある。余り全部やれといっても難しいため、重点的に必要なこと、やらな
ければならないことを整理して頂きたい。

（竹中議員） 本日の会議を終了する。

（以 上）
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