
第 15 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（開催要領）  
1．  開催日時: 2001 年 8 月 9 日( 木) 19:30～20:10 
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)「平成 14 年度一般歳出の概算要求基準の考え方」について
(2) 景気判断について
(3) その他

3．  閉会

（配布資料）  
資料 1 第 13 回経済財政諮問会議議事要旨
資料 2 「平成 14 年度一般歳出の概算要求基準の考え方」
資料 3 日本経済の現状について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（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、概算要求基準に
関する具体的な内容に関わる議論については、これを公にすると意見の交換も
しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることから、この要求
基準の閣議了解までは公表しないこと、また、一部資料についても同様の扱い
にすること等が説明された後、第１３回諮問会議議事録が諮られた。

○概算要求基準について
（塩川議員）	 前回で大体概算要求の基準の枠組みを決めていただいた後、各
省大臣や事務方との間で計数面での調整作業を進め、先ほど、ほとんどま
とめることができた。内容は主計局長から報告する。
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（主計局長から詳細説明） 公共投資関係については、要望上限を前年同額 10 
兆 4,000 億円とし、最終的な予算措置は前年度比 10 ％削減で９兆3,000 億
円になる。この要望の期限は８月末とするが、重点７分野に該当するもの
については９月末までの間、経済財政諮問会議と内閣の会議、本部等と調
整を行っていただく。
社会保障関係費については、高齢化等による自然増等を医療制度改革な
どにより削減合理化し、全体の増加額を抑制し、13 年度予算比 7,000 億円
増の 18.1 兆円とした。14 年度の義務的経費等については 12.0 兆円、13 年
度予算比プラス 500 億円。
一般政策経費については 10 ％、8,500 億円の削減になるが、基本方針の
重点７分野への予算の重点化等によって構造改革特別要求を設ける。この
特別要求についてはＯＤＡを除く一般政策経費については前年度予算の
10 ％相当、科学技術振興費については前年度予算の５％相当額の加算を認
めるとする。ＯＤＡ、特殊法人等向け財政支出は含めない。
この構造改革特別要求は９月末を提出期限とし、その間、各省庁は８月
末までに特別要求の２倍の範囲内で要求素案を内閣官房に提出し、内閣の
諸会議、本部等と施策の調整を行っていただく。この概算要求基準により、
国債発行 30 兆円以下の目標に向け、５兆円を削減し２兆円をつけるとの精
神でメリハリづけを行うという基本方針を実現したい。
結果、14 年度予算の一般歳出の総額は 47.8 兆円となり、中期展望の 49.5 
兆円に対して 1.7 兆円の減額となり、要処理額約 3.3 兆円の約半分が削減
できる。
これらは明日の閣議了解文にするが、閣議了解文にはこのほか、各省庁
が要求・要望するに当たっては民間需要や雇用に適切に配慮し、特に構造
改革特別要求、公共投資重点化措置については費用対効果分析に加え、民
間需要創出効果、雇用創出効果を明らかにすること。また、特殊法人等向
け財政支出についてはゼロベースから見直し、大胆な削減を目指すことと
し、特殊法人等改革推進本部での個別事業の見直しの検討を可能な限り 14 
年度予算の要求に反映させること、地方財政についても、基本方針を踏ま
え、歳出を徹底的に見直し、地方財政の健全化を図る等の趣旨を盛り込む
予定。今後、本日政府・与党政策懇談会にて報告を行った後、明日の与党
手続を経、臨時閣議において閣議了解をいただく予定。

（牛尾議員） この概算要求基準は私などの民間人から見るとわかりにくい文
章だが、大事なのは 11 月、12 月の最後の仕上がりで、５兆円無駄なものが
消えて大事なものが２兆円増えたということがわかるようにすることが必
要。今日の第１段階では１兆 7,000 億円ぐらいしか減っていないというよ
うに一般の人は見ると思う。財務大臣等から、着々と総理の方針に向かっ
てやっているぞというメッセージ性を頭に入れ、最後の仕上がりまでに機
会をとらえてわかりやすい発言を是非お願いしたい。
行政的な話は見えにくい。今度の改革では、公共投資では国土交通省と
農水省で 93 ％を占めているものが 10％  前後減るかもしれないが、残りの
７％は 10 ％増えても 0.7 ％しか増えない。従来の慣例からすると大変に大
きなことだろうが、一般的には、10％  位動くような期待がある。最後の仕
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上がりではそのようなことが納得できるような流れについて従来と違った
工夫が必要。「改革なくして成長なし」ということ、また重点分野の２兆円
は経済活性化のために使うということが主役であり、要所要所でそのよう
なことを意識しながらメッセージ性を考えた談話を発表していただきたい。
できるだけ省庁間の移動も省内の新旧の移動も明確にわかるような仕上げ
方を是非意識してつくっていただきたい。

（塩川議員） 同感。わかりやすい説明をしなければいけない。３兆 3,000 億
円のうち、残りの１兆 6,000 億円ほどはこれからの交渉の中で 12 月までに
切っていくんだと記者会見で説明すべきである。私のところでもさせても
らう。

（平沼議員） 本当にいろいろな問題があったが、よくおまとめいただいた。
経済財政諮問会議は、従来の各省庁の枠にとらわれないで連携をしてや
るということがそもそもの目玉。当然各省庁の連携、財務省との連携を密
にして、効果の上がる予算にしなければならない。
経済産業省としては、痛みを伴う改革という前提の中で、新規産業をい
かに興していくか、いかに雇用を吸収していくかといったところに力点を
おいて作業を進めたい。具体的には、中小企業などが非常に大きな波をか
ぶるおそれがあるので、特別保証制度をもう一度やってほしいというよう
な声があるが、それぞれの企業が持っている売掛債権に着目をして、その
売掛債権の中で我々が融資をし、保証をしていくことを検討している。不
動産担保というのが従来の手法であったが、そういうことにとらわれない
形の売掛債権に着目をした新しい保証制度をつくって万全を期していきた
いと考えており、14 年度の予算の中で取り組んでいきたい。

（片山議員） 「30 兆円、５兆円、２兆円」というのは分かりやすい言葉で、
一般にかなり浸透している。国債発行額を 30 兆円以下にすることはクリア
しているが、何を５兆円削り、何を２兆円増やすのかについては、分かり
やすい説明が必要。
問題は、構造改革要求の２兆円増やす方。今、政府に置かれている本部
や会議で、５つ位あるが、増やすものを調整することになる。ただ、重点
７分野の中でそれら本部等に関係しないものがある。例えば教育、人材、
地方の活性化。それらはどこでカバーするのか。ここでやるのか、それと
も、財務省と内閣府に任せるのか。

（竹中議員） 基本的には、内閣官房に予算が提出されますから内閣官房。内
閣の組織をどのように強化し、そのうち、諮問会議がどの程度引き受ける
のかについては、官房を仕切っている官房長官と相談しながらこれから詰
めていくという段階になる。今回決まっているのは予算の枠組み。

（片山議員） でももうすぐだから。９月だからね。
（竹中議員） ８月末に出てくるので、８月中に決める。
（片山議員） 世間が納得するように決めていただければ結構。だが、５兆円、
２兆円については説明が必要。このペーパーで要処理額が 1.6 兆円になっ
ているが、何故そうなったのかと言われる。

（塩川議員） その問題は当然出てくる。例えば裁判官など、それらの所属し
ている所属機関の中で調整するということが考えられる。それらは定員の
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問題が引っ掛かるので、定員の問題が片付いたら、金額の問題となる。そ
の金額については、まず法務省の中で調整してもらい、そこでメリハリを
つけてもらわなければならない。
もう一点は警察官、ＣＩＱ。それらは総務省で人員の行政改革の問題、
組織の問題として結論を出してもらい、その結果をこちらに相談してもら
う。

（牛尾議員） 減らすところは減らさないといけない。
（塩川議員） これは現局と主計当局との相談の上でやらないと片付かない。
諮問会議にかけても結論は出てこない。だから、それぞれのところで詰め、
その結果を諮問会議に報告し了解を得ることになる。

（牛尾議員） ５兆円減らす方が大変説明しにくい。増やす方は説明しやすい。
５兆円はどこで減らしたのかという説明が必要。

（平沼議員） ＩＴ分野はＩＴ戦略本部があるが、調整等の機能がないので、
両方やっている総務大臣と私のところでたたき台を協力し合ってつくり、
諮るというステップだろう。

（片山議員） ＩＴはいいが、本部等がない分野が難しい。
（牛尾議員） 人材育成費、科学技術振興費などは調整が難しい。
（竹中議員） ここまでを整理すると、片山議員の指摘は要求素案の部分。そ
れは、内閣の組織を活用するが、活用すべき組織がないところは内閣官房
ということになっており、官房長官にも御尽力いただいて８月中に議論を
するということだと思う。塩川議員は、それぞれの部署において精査する
ということが原点である。この２点だと思う。

（塩川議員） 実は昨日、シルバー人材の派遣が含まれるため、ＯＤＡの枠は
幾らかでも突出させておこうという議論があった。シルバー人材の派遣は、
見方を変えれば雇用対策となる。ならば、雇用対策としての効用というこ
とを考えて、その本部で意見を出せるのではないかということだ。
また、その話は、何もＯＤＡでなくても対応できると思う。

（本間議員） 「30 兆円、５兆円、２兆円」というキーワードが世の中に浸透
すればするほど、仕上がりが従来とどのように変わるかということが非常
に重要なポイント。過大な期待がおそらく起こっている。
ところが、公共投資は、コンマ以下の変化しか起こらない。そして、構
造改革のところは一応 20 ％という形で認めていただいたが、省庁別的な分
野でシェアがどう変化するか定かではない。仕上がりベースでどのように
メリハリをつけるかということをきちんと見ないと、構造改革がほとんど
機能しなかったという世の中のコメントすら起こり得るのではないか。こ
の辺は大胆な見直しをしていただきたい。
もう一つ、人的な問題は非常に重要。公取委もこの辺のところは非常に
大きな問題になろうかと思うので、是非御考慮いただきたい。

（吉川議員） 重点分野を掲げたわけですから、これから先はただ看板を掛け
換えただけではなくて、本当にいいものをいかに実行していくか。結果が
大切だという本間議員の意見、そのことに尽きると思う。
それと関連して重点分野の施策、例えば、都市再生は、政府が金を使う
予算だけではなく規制改革等も関係してくる。それらをいかに有機的に実

4




行していくか。工程表と合わせて是非とも早く具体化し、重点分野へのシ
フトが看板の掛け換えだけに終わらないように実行することが非常に大切。

（速水議員） 構造改革は何をやるのか内外から注目されており、総理に方向
をはっきり決めていただく必要がある。プラス２兆円について、何に重点
をおいて予算を付けるのかを決めることにより、初めてこの構造改革の内
容がはっきりしてくると思う。

（奥田議員） 結局最後は総理談話が出ると思うが、総理談話の中で今の筋道
を一般の方にきちんと説明しないと、５兆円と言っていたのがこれだけか
というような感じを持たれる。

（塩川議員） ５兆円削るという方は非常に難しいが可能。２兆円をどういう
具合に提示していくか。この新政策が各担当者のところに出てくるかどう
か。どうやって出していくか。その意味において、各本部を早急に開いて
しっかりと政策を捻出してもらわないと、その２兆円の方が何なのかとい
うことを。これが出てこないとなかなか削る方も納得しない。ですから、
官房長官のところで急いでもらわないとなかなかまとまってこない。

（牛尾議員） ５兆円削る方はボトムアップの歩兵のような仕事だと思います
が、２兆円増やす方はそのボトムアップとトップダウンを上手につなげな
いといけない。特に項目的な比重などはやはり総理談話の中で方向性ぐら
いはトップダウンで出された方がメッセージ性はある。それとボトムアッ
プのものをうまくつないでいくということですから、その辺は官房長官が
事務局になって、それを明日の総理談話と、８月末ぐらいにもう一回総理
談話を出して半分ぐらいはトップダウンだということを見せた方が国民は
納得がいくと思う。

（竹中議員） 議論を総括すると、メリハリのある予算の中身を実効あらしめ
るためには、予算と制度改革を一体化したような工程表の中でどういう構
造改革をやるのかということをはっきりさせていくということがまず基本
である。それで、予算も予算素案も８月末が要求の期限でありますけれど
も、大体時を同じくしてこの工程表との一体化が大変重要であるというこ
とかと思う。
更に、内閣の諸機関で予算の最初の精査をするわけなので、その仕組み
づくりが初めての試みとして大変重要。しかし、とにかく結果を出すこと
が何よりも重要。結果を出すようにするためには、総理談話で明確なメッ
セージを出していただき、それを分かりやすく国民に示すことが従来以上
に重要になってくる。
更に、この予算と人の問題を合わせて、一体的に構造改革を進めていく
ということが皆さんの御趣旨ではないかと思う。
概算要求基準についてこの考え方を経済財政諮問会議として了承したい
と思うが、よろしいか。

（「異議なし」と声あり）
（竹中議員） 異議がないので、本議題については原案どおり経済財政諮問会
議として了承することとする。

（小泉議長） 短期間のうちに精力的にこの難しい作業を進めていただき、ま
た、概算要求の成案をまとめていただき、本当にありがとうございます。
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「30 兆円、５兆円、２兆円」のキーワード、1.6 兆円がなぜ５兆円、２
兆円になるのかはわかりにくいので、国民にわかりやすい表現を工夫して
欲しい。
最終的には結果が一番大事であり、相当変わったことを結果で示してい
かなければならない。それは私の一番の責任であるので、皆さんにもよろ
しくお願いしたい。今日は本当にありがとうございました。

○景気判断について
（竹中議員） 景気の現状は、これまでも景気は悪化していると認識していた
が、実質生産が引き続き大幅に減少しているので、明日公表予定の月例経
済報告では「景気はさらに悪化している」と現状認識を下方修正したい。
また、先日行われた景気動向分析・検討チームの第１回会合において、民
間エコノミストの間からも景気は厳しさを増しているという認識が大勢。

（岩田政策統括官から補足説明） （資料３に基づいて説明）１ページでは、
日本とアメリカ、ユーロ圏での国内需要の伸びは、2001 年の第１・四半期
において１からゼロの間にほぼ収束している。先進国で同時的に景気が減
速している。
２ページでは、アジア諸国の状況について。いずれもＧＤＰ前期比年率
でほとんどゼロに収束している。特にシンガポールは輸出の比率がＧＤＰ
の 1.4 倍から 1.5 倍ある経済であり、第１・四半期、第２・四半期はマイ
ナス 10 ％を下回り、もうリセッションだと言っている。韓国もシンガポー
ルも財政で何か手を打たなければいけないという議論がある。
３ページの株価の動きは、やはり世界の景気減速を反映した動きになっ
ている。ニューヨークダウ、ＴＯＰＩＸ等も 2000 年初めごろにピークを告
げ、その後下落を続けてきている。その中心はハイテク関係であり、春に
ネット株のバブルが崩壊して以降かなり大幅に下落。昨日、今日と、ニュ
ーヨークダウあるいはナスダックが、シスコシステム等の通信関連株の下
落を反映し、トピックスがまた 1,200 ポイントを割る状況になっている。
４ページでは、在庫が、特に第１・四半期、第２・四半期は増えている。
第１・四半期は、ＩＴ関連が半導体等を中心にして多かったが、第２・四
半期には、半導体等は既に在庫減らしが始まりマイナスになったもののＩ
Ｔ以外のものが増えてきてしまった。
今年は夏が猛暑なので消費が強くなるという期待も一部にはあるが、あ
まり期待できない。確かに夏が暑かった 94 年は、電気代、ビール等が増え
ているが、家計の消費支出全体ではあまり大きなプラスにはなっていない。
６ページの消費について。小売業は１－３月期に持ち直しがあったが、
その後また少し沈んでいる。車は依然として堅調だということが、消費が
底難い一つの動きを示している。
今回、月例経済報告の基調判断を下方修正したい理由は、第２・四半期
に設備投資が大幅に減少しているのではないかということ。実質機械受注、
あるいは資本材の出荷が前期比で８％ほど減少している。
８ページの公共投資について。公共工事も１－３月期に補正の影響で少
し上がったが、現在また下がっている。
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１０ページの日本経済の今年度の見通しについて、民間シンクタンク 10 
社の予測を平均するとゼロ％となる。ただ、下位３社平均はマイナス 0.5 ％、
上位３社平均は 0.8 ％である。４－６月の数字、特に設備投資がはっきり減
少に転じているので、悲観的な方に近い形で日本の経済は動いているので
はないか。民間のエコノミスト 80 名の方も同様の見方が多い。

（速水議員） 景気判断については、政府と日本銀行は大体同じ。要するに、
輸出の落ち込みを主因にして生産が大幅な減少を続けており、日本の景気
はやはり調整が非常に深まっている。３月の金融緩和措置の効果は、金融
市場を中心に着実に浸透しつつある。まず、長短市場金利や貸出金利が大
きく低下している。それから社債とかＣＰの発行が増えており、社債は数
十兆、ＣＰは 20 兆を超える市場になっている。また、社債を直接家計から
も買っているという変化が起こってきている。
これからの金融政策運営については、日本銀行としては、①ＩＴ関連分
野を中心とする世界経済の動向、②調整圧力の家計部門への波及度合い、
③構造改革の進展に伴って予想される影響、の３点を注意深く検討しなが
ら適切な金融政策運営に努めていく方針。私は、かねてから構造改革を早
くやらなければグローバルな競争市場から日本は取り残されるということ
を言い続けてきており、ようやく動き始めた構造改革を金融面から後押し
していきたい。そのやり方については任せて欲しい。

（竹中大臣） 現状の認識、更には政策の在り方については、引き続きさまざ
まな形で議論を深めて適切な対応をとりたい。
本日の議論のうち、概算要求基準の具体的内容にかかる議論等は、公に
することにより問題が生じる可能性があるので、明日の閣議了解までは非
公表としたい。また、資料２も同様の扱いとしたい。

（以 上）
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