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経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 19  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 9 月 11 日(火) 16:30～17:58 

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 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)構造改革の一層の具体化・加速化と改革先行プログラムについて 

(2)概算要求及び構造改革特別要求について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1-1 第 16 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 1-2 第 17 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2-1 構造改革の一層の具体化・加速化に向けて 

資料 2-2 改革のポイント 

資料 2-3 証券税制の何を改革するべきか 

資料 3 各大臣が掲げる構造改革のポイント 

資料 4 「改革先行プログラム」について 

資料 5 塩川議員提出資料（概算要求） 

資料 6 福田議員提出資料（構造改革特別要求） 
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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19回経済財政諮問会議を開催いたします。

本日はお忙しい中ところありがとうございます。 

（プレス退場） 

（竹中議員） それでは、本日の議事について御説明します。本日は、「構造改革の

一層の具体化・加速化と改革先行プログラム」及び「概算要求及び構造改革特別

要求」、大きく２つについて議論いたします。前半は、今まで各大臣のイニシア

ティブを工程表の中間取りまとめとして提出していますので、それに基づいて今

後どのように構造改革を一層具体化・加速化するか、それで工程表を完成させる

かという話、さらに、改革先行プログラムについて、総理から御指示を得ており

ますので、それについての議論を進めるということ、大体１時間ぐらいの時間を

使いたいと思います。その後、概算要求等々の話を財務省の方からいただくこと

になっています。 

また、第16回、第17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

とさせていただきます。 

○構造改革の一層の具体化・加速化と改革先行プログラムについて

（竹中議員） では、まず資料２－１につきまして、奥田議員より御説明をお願いし

たいと思います。 

（奥田議員） 民間議員からは、今回、３種類の資料をお手元に用意しております。

資料２－１、資料２－２は、９月下旬の改革工程表、 終取りまとめ並びに改革

先行プログラムに盛り込むべき骨格につきまして、各大臣イニシアティブを基に

民間議員で検討を深めまして、それを整理したものであります。資料２－３でご

ざいますが、これは、喫緊の改革課題の１つであります証券税制につきまして、

議論のたたき台を作成いたしましたので、後ほど本間議員から説明をしていただ

きます。 

まず前半の資料でございますが、資料２－１「構造改革の一層の具体化・加速

化に向けて」と、こういう表題をふってありますが、これを中心に説明をさせて

いただきたいと思います。 

説明に当たりましては、私の概略の説明の後に、吉川議員に細部を補足してい

ただきたいと思います。私からは、改革の具体化に当たっての重要な視点と、特

に優先して決定実施すべき課題について簡潔に説明をさせていただきます。 

改革の具体化に当たりまして、私は重要な視点が３つあると考えております。

１つは、何といっても国民へのインパクトということであります。特に改革の目

玉を何にするか、これを具体的に練り上げまして、実行計画を示すということが

その他の改革を円滑に進める上でも重要であります。先日までの大臣イニシアテ

ィブでは、各大臣の改革に向けての意欲は確認できましたが、残念ながら紙面を
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にぎわすような目玉は少なかったように思います。また、国民の関心を引きつけ

る意味では、総理も言われるとおり、わかりやすさということも非常に重要な要

素であると、こういうふうに考えております。 

２つ目は、取組のスピードを加速させる必要があるということであります。我々

に与えられた期間は２～３年という非常に短い期間しかございません。改革の効

果はすぐにはあらわれないということを考えますと、全体的に取組のスピードを

早めて、計画のないものは、早く計画を具体化して、あとはやるだけのものは、

できる限り前倒しして実行に移すということが重要であると思います。 

それから３つ目でありますが、改革を進めると同時に、雇用のセーフティーネ

ットの構築と、こういうことをパッケージで整備する必要があるということであ

ります。国民にとって 大の関心事であります雇用不安に関しましては、従来の

考えにとらわれずに、その解消に向けて政策総動員で対応しなくてはならないと、

こういうふうに考えております。 

ここからお手元の資料２－１の中身に若干入らせていただきますが、先日、総

理から改革先行プログラム作成の指示が出まして、より緊急度をもって改革の具

体化及び前倒しの議論をしなくてはならなくなっております。そこで、私が特に

優先して決定、実施すべきと強調したいのは、金融システムの改革、雇用対策、

そして予算に頼らない経済対策である規制改革と、この３つであります。 

まず、金融システム改革につきましては、何と言っても不良債権の処理、これ

を着実に進めることが大事でありまして、先日、柳澤大臣からは、平成19年まで

には現在の半分にする、こういう説明がございましたが、やはり集中調整期間で

あります向こう２、３年のうちに、銀行機能を健全化するぐらいの目標が必要だ

ろうと、このように考えております。 

それから資料２－２には、その旨、明記させていただきました。また、処理を

前倒しして進めるためには、問題の前提であります不良債権の実態について、関

係者間できちんと情報を把握できるような仕組みが必要であると考えております。

そこで、資料にあるとおりのメンバーで随時情報交換する場を新たに設置するこ

とを今回提案したいと思っております。また、金融分野では、証券市場の活性化

ということも重要課題の１つであります。後ほど本間議員から説明がありますが、

足元の株価への即効性はともかくとして、貯蓄優遇から投資優遇と、こういうこ

とへ政策の軸を転換するに当たっては、税の問題も含めて、これを前倒しして対

応すべきであると考えております。 

次に、雇用対策でありますが、これは不良債権処理を進めるに当たって、 優

先で取り組まなければならない課題でありまして、改革先行プログラムの柱にな

ると考えおります。取組としては、職業訓練、カウンセリングの強化など予算措

置をすればできるものは当然のこと、また派遣の規制緩和、あるいは公的雇用の

拡大など従来の発想を転換してでもやれることはすべてやる決意が必要であると

思います。今回の改革先行プログラムをまとめるに当たっては、構造改革によっ

て、一人たりとも路頭に迷わせないと、これくらいの強いメッセージのもとで、
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雇用対策が就業支援特別対策パッケージとしてまとめられるということを期待し

たいと思います。 

後に、予算に頼らない経済対策といたしまして、規制改革の重要性を強調し

たいと思います。特に医療、福祉、保育、人材、教育、こういった生活者向けの

サービス分野については、雇用創出効果も非常に大きく、 大限の前倒し実施が

不可欠だろうと考えております。 

以上、私の問題意識を申し上げました。 

なお、資料２－２でございますが、「改革のポイント」というのがついており

ますが、これは国民へのわかりやすさを意識してまとめたものでありまして、具

体的には、閣僚の皆様方から御提案いただきました計画の中でも、目標や期限が

具体的なものを中心に資料２－１の観点を踏まえて再整理をさせていただいてお

ります。この点も含めて、あとは吉川議員に補足をお願いしたいと思います。 

（吉川議員） それでは私の方から、資料２－１に基づきまして、奥田議員から御発

言のあったところと重なるところもあるかと思いますが、もう少し説明させてい

ただきたいと思います。 

日本経済の現状、あるいは先行きというのは非常に厳しいと言わざるを得ませ

ん。アメリカ経済をはじめとして、世界経済の不安定要因というのもあります。

こうした中で総理が主導されている構造改革を進めていただきたい、進めるべき

であるというのが我々民間４議員の総意であります。 

これに関しまして、今日は２つのことを初めに申し上げたいわけですが、１つ

は、紙の頭の方にも書いてありますが、構造改革の「痛み」だけではなくて、「メ

リット」、それがもたらす明るい面もきちんと説明するべきである、これが１つ。

それからもう１つは、経済が厳しい中で、構造改革を加速化する必要がある。要

するに時間との競争だということであります。そのためにも、できることはでき

るだけ早くやることが大切だと。この２点です。 

以下は、この資料２－１に様々な論点が書いてありますが、その時間との競争、

できることはできるだけ早くやることが大事だという、そのできること、なるべ

く早くやるべきことというのは「◎」で書いてあります。それぞれの項目は「○」

と「◎」がありますが、「◎」ができるだけ早くやっていただきたいということ

であります。 

第１は、不良債権処理をはじめとする金融システム改革でありますが、先ほど

奥田議員からも御発言がありましたが、具体的な提案として不良債権処理につい

ては、財務大臣、金融担当大臣、経済財政政策担当大臣、日本銀行総裁をはじめ

とする関係主要メンバーで実質的な立ち入った話し合いをする場を設けていただ

きたい。そこでできるだけ早く結論、基本方針を決めていただきたい。政府、日

本銀行としての基本方針をできるだけ早く打ち出していただきたい、こういうお

願いであります。 

２番目は、規制改革に関して重点６分野の規制改革を 大限前倒しして実施し

ていただきたい。これは奥田議員が言われた金のかからない経済政策として、で
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きるだけ早く前倒しでやっていただきたい。また重点分野というのは将来のビジ

ョンとかかわるわけですから、初めに申し上げた構造改革の結果、世の中がこう

なるという、そうした将来ビジョンと深くかかわることだと思いますが、それと

関連して、できるだけ規制も前倒しで改革していただきたい、こういうことであ

ります。 

雇用対策の重要性は先ほど奥田議員からお話がありました。具体的な話として

資料２－１の一番下に、労働者派遣については、来年４月までに、「物の製造」

の業務派遣を認め、現行の１年の派遣期間の上限を３年に延長する。また有期雇

用契約についても、来年の４月までに対象労働者の範囲を拡大し、さらに契約期

間の上限を３年から５年に延長したらどうか。これも来年の４月までにという時

間との競争という先ほどの話であります。そのほか資料の２ページ目に書いてあ

りますが、補助教員、補助警官、森林整備等の分野における公的雇用の拡大によ

る新規雇用の創出を図る。その際に、できるならば業務の民間委託を活用したら

いいと、こういうことです。補助教員、補助警官、森林整備というようなことも、

教育あるいは安全、あるいは環境といった構造計画が目指す将来ビジョンと一緒

にかかわるところであるわけですから、そういうところを目指して雇用対策と両

立させるといいますか、そういうことをぜひ早急にやっていただきたいという提

案であります。 

労働者の円滑な移動を図るため、職業紹介におけるキャリアカウンセリングを

充実していただきたい。これはただ情報提供するというようなことではなくて、

個々の労働者それぞれの人がどういうふうに将来生きていくのか、そういうこと

も含めてカウンセリングをしてアシストする。そういうきめ細かい対策というこ

とであります。 

それから子育て支援については、文部科学省、厚生労働省が一体となって取り

組む。保育所の公設民営方式の活用などにより待機児童ゼロ目標と、これも前倒

しをしてやっていただきたい。 

それから電子政府、これはよく言われるわけでありますが、非常に効果が大き

いと言われております。ここでは細かいことは申し上げませんが、電子政府の実

現ということについて、ただ、かけ声ではなくて、これもまたできることは前倒

しということでお願いしたい。 

税制改革につきましては、後ほど本間議員から詳しく説明していただきます。 

３ページ目、社会保障改革につきましては、今申し上げた電子政府のフロント

ランナーとして、ＩＴの活用により社会保障個人会計の導入、レセプトの電子化

等を早急に進めていただく。これも大変重要なことだと思います。実は雇用保険

の適用等についても、こうした電子化というのは大変に必要なことだと。つまり、

現在では１人の人が１つの勤め先に勤めているとは限らずに、複数のところに勤

めているというようなことがあるわけですが、そうすると、保険適用のときにい

ろんな混乱等が生じるというわけですが、電子化が非常に効力を発揮するであろ

うというふうに言われております。 
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それから１つだけ、お手元の資料の３ページ、一番下、これは修正になります

が、「教育・人材育成」の一番下、我々としては「◎」にしたいということで、

機関支援から個人の支援へ、つまり特定の大学等を支援するというのではなくて、

個々の学生を支援するという考え方に立った支援対策を進めてもらいたいという

ことであります。 

４ページ目に様々な項目がありますが、公共投資改革、特定財源の見直しを早

急に具体化して、この会議で議論していただきたい。 

５ページ目、ＰＦＩの活用等により、都市の再生を推進していただきたい。 

５ページ目、住宅ストックについては、バリアフリー化を含めて、ここに書い

てある施策を早急に進める。これは一般論としては、我々こういうことが大切だ、

こういうことを早急に進めてくださいと今提案しているわけですが、個々の項目

についてはメリハリをきかす必要が当然あるわけで、具体的な詰めはきちんとす

る必要がある。例えば、ここにある住宅ということについても様々なことがある

わけで、具体的な政策としては、中古住宅市場の整備というようなことは早急に

できるだろう。また、ここに「規格の見直し」ということがありますが、それは

具体的に言いますと、日本の伝統的な工法での間口等の規格があるわけです。車

いすでの対応に非常に悪いと言われております。こうしたところは、工法の規格

というようなことを見直すのが高齢化社会にとって非常に大切である。これも金

は一銭もかからない施策であって、しかし、政府の１つの音頭取りといいますか、

コーディネーションがなければ、民間だけではできないことになりますから、こ

うしたことを高齢化社会の対応として進めるべきだという提案であります。 

以上、私からの説明であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。続きまして、資料２－３につきましては、

本間議員より御説明をお願いします。 

（本間議員） それでは、証券税制の何を改革するべきかという形で我々４人がまと

めました税制に関する議論を紹介させていただきたいと思います。 

総理が諮問会議でも御指摘のとおり、我が国の税制は貯蓄優遇型、重視型の税

制というものに戦後一貫して変容してまいりました。この税制が現在過少投資、

あるいはリスクをとれない日本経済という観点で大きな障害になっているという

ことは、これは指摘するまでもないわけでありますが、この点におきまして、税

というものが遅々として改革をしてこなかったというのが実際であります。 

89年の４月に、竹下税制改革のもとで抜本的な税制改革という形で消費税を導

入したわけでありますけれども、90年代は、税制改革におきましても、失われた

10年であったということが言えようかと思います。その意味で、これは単に株価

対策としての証券税制改革ということではなく、21世紀型の日本の経済社会にと

ってどのような税制が妥当かという、より本格的な視点から税制改革を見直して

実行するということが必要であろうと思います。 

その第一番目のステージとして、証券税制というものは金融資産課税改革の

重要課題として、 近の株式市場の動向も含めて緊急性を要するものと考えまし
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たので、諮問会議の中で今後、政府税制調査会、あるいは党の税制調査会におか

れまして御議論されると思いますが、たたき台としてあえて提出させていただい

たということであります。 

御承知のとおり、我が国は1,400兆弱の資産を抱えておるわけでありますが、こ

の中で株式保有というものが10％未満、しかも間接金融重視型で、その間接金融

自身が不良債権の存在によってリスクがとれないと、こういう状況で今低迷の中

に我が国はあるわけでありますけれども、それを是正していくために何が欠けて

いるのか、これを整理したのが２ページ以降であります。２ページから３ページ

にかけて、その点について指摘をしております。その点は省略させていただくと

して、改革の指針、これが重要でありまして、我々、税制を考えてまいりますと

きに、源泉分離課税で証券税制が１つ大きな柱として位置づけられてきたわけで

ありますけれども、これは戦後の資本不足時代の産物でありまして、これが株式

投資にまつわる黒い影というものにつながっている。あるいは一般の方々、個人

投資家がなかなか資産形成に関心を持てない１つの大きな理由にもなっていたと

いうことで、透明性、公平性というものが極めて重要であるということで、申告

分離制度への移行というものを骨格としております。申告分離制度への移行とい

うことは、当然のことながら、個人投資家におきましても、リスクがとれるよう

な税制にしなければならないということでございまして、それをとれるようにす

るためには、価格変動による譲渡損失の繰延べ、あるいは損益通算の徹底という

ことが不可避でありまして、これが現在まで単年度予算主義の中で税制の中に織

り込まれてこなかったということでございまして、これを今回の証券税制を突破

口にして、多様な資産、例えば、これは投資信託でありますとか、不動産の投資

信託も含めて広範に損失相殺の制度というものを入れ込みながら、社会全体がリ

スクを冒せる、そしてそれによってフロンティアをダイナミックに拡大をしてい

く、そのような状況をつくっていくというが必要であろうというぐあいに考えて

おります。 

金融性資産が非常に多様化をいたしておりますので、利子所得、あるいは配当

所得、この譲渡益等に対して中立的な税制というものを設定していく。具体的に

は20％を提案していると同時に、少額の投資に対して、それぞれ小口の投資家が

参入できるような形で非課税保有枠の設定というものをここで考えていくという

ことであります。それから、それを前提にいたしますためには、長期的には納税

者番号というものの導入が不可欠になってくるわけでありますけれども、ここで

は移行期の特別な措置として、これに簡易的な申告納税の工夫というものをすべ

きであろうというぐあいに提案をしております。 

後に、個別の改革の提案につきましては、５ページ、６ページにまとめてお

りまして、これにつきまして、細かい数字等につきましては説明を省きますが、

４議員の提案を受けていただきまして、可及的速やかに政府税調及び党税調にお

きまして、具体の税制改革案を証券税制について議論し、改革先行プログラムの

中に入れ込んでいただきますことをここでお願いいたしたいと思います。 
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以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。先週９月７日の閣議におきまして，総理の

３つの指示が出ております。 

第一、国民にわかりやすい形で改革工程表を明らかにすること。第二、補正予

算で措置する事項を含めて、先行して決定に実施すべき政策を改革先行プログラ

ムとしてまとめること。第三、平成13年度補正の編成について準備を進めること、

以上３点の御指示であります。 

さらに、改革先行プログラムについては、これは私が取りまとめるように指示

をいただいておりますので、改革先行プログラムに関して、その考え方、柱立て

について作成しました案を説明させていただきます。 

これは河出審議官の方から資料４に基づいて簡単に説明をさせていただきます。

（河出内閣府審議官） それでは、資料４「改革先行プログラム」につきまして御説

明をさせていただきます。 

基本的考え方と「柱立て」の２本よりなっております。まず基本的な考え方で

ございますが、「改革工程表」を早急に取りまとめることになっているわけでご

ざいますけれども、「改革工程表」は、構造改革の全体像を中期的なものも含め

て明らかにすることを目的としております。このうち、先行して決定・実施すべ

き施策につきまして、補正予算で措置する事項も含めて「改革先行プログラム」

として取りまとめることになっているわけでございます。 

このプログラムにおきましは、「構造改革なくして我が国経済の再生と発展は

ない」との決意の下で、規制改革などの制度改革諸施策を積極的に盛り込むとと

もに、補正予算を要する施策につきましては、雇用・中小企業に係るセーフティ

ーネットの充実策、構造改革に直結し、かつ、その実施の緊急性が高い施策を積

み上げることとしているわけでございます。 

次に、2.の「柱立て」でございますが、３本の大きな柱からなっております。

まず第一は、(1) 新産業・チャレンジャー、雇用を生み出す制度改革・環境整備

でございます。 

その１番目が規制改革等の積極的推進でございまして、規制を極力撤廃し、競

争やイノベーションを促すことなどによって、消費者・生活者本意の経済社会シ

ステムの構築と経済の活性化を図る。特にＩＴ関連及び相対的に回復の遅れが目

立つ医療、福祉・保育、人材、教育などの「生活者向けサービス分野」の規制改

革を強力に推進することでございます。このために、総合規制改革会議の「重点

６分野に関する中間とりまとめ」が出ておりますが、これを 大限尊重し、これ

を前倒しして、その実現を図っていきたいと思っております。 

②でございます。証券市場・金融システムの構造改革でございます。まず、イ

が証券市場の構造改革ということで、ただいま本間先生が御説明になりましたよ

うに、貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方の切り替えなどを踏まえ、国民一

般が安心して証券市場に参加できるよう、透明性の高い証券市場を構築する。こ

のため、市場への信頼向上のためのインフラ整備など、税制を含めた関連する諸
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制度における対応を可能なものから順次速やかに進めるということでございます。

ロが不良債権問題の解決でございます。主要行に対する検査を抜本的に強化し、

これまで２年に１回程度実施してきた包括検査を年１回とするとともに、フォロ

ーアップ検査を半期ごとに実施することにより、不良債権の的確な把握に努める。

その上で、ＲＣＣの機能拡充や今月末策定される私的整備ガイドラインなどの枠

組みの下、既存２年・新規３年の原則に従って確実に不良債権を 終処理する。

これと同時に、他の分野における構造改革を推進することにより、遅くとも３年

後には不良債権問題の正常化を図るということでございます。 

(2) の柱でございますが、雇用中小企業に係るセーフティーネットの充実でご

ざいます。まず、①が雇用対策でございます。失業率が５％を超え、厳しさを増

している雇用情勢に鑑み、(1) で示した制度改革・環境整備により雇用創出に努

めるとともに、雇用面でのセーフティーネットの一層の充実を図る。 

特に、イからニまで４項目ございますが、イは雇用のミスマッチを原因とする

失業が拡大している現状を踏まえ、民間活力の活用を図りながら職業紹介機能の

充実を図る。このため、民間事業者による個々の求職者の事情に配慮したきめ細

かな就職斡旋が可能となるよう措置する。また、ハローワークの機能を抜本的に

充実強化する。さらに、求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職に至るまでの

一貫した支援システムの強化をしていきたいと考えております。 

次にロでございますが、個人の選択をできるだけ尊重しながら、民間教育訓練

機関や大学、事業主をはじめ、あらゆる教育訓練資源を活用し、中高年ホワイト

カラー離職者などに対する効果的な職業能力開発を強化するということでござい

ます。 

次にハでございますが、職業訓練付きの失業給付延長制度を抜本的に拡充し、

再就職を支援するとともに、新規成長分野における雇用創出のための雇用主への

助成等を見直すというものでございます。 

それからニは、集中調整期間における雇用問題への対応に万全を期するため、

中高年齢層失業者や雇用保険給付の非受給者を中心に、学校への補助教員や警察

支援要員、環境保全のための森林作業員を含む公的部門（民間企業やＮＰＯの活

力を含む）の緊急かつ臨時的な雇用、いわゆる新公共サービス雇用などに通用す

る資金を確保するということでございます。 

②が中小企業等対策でございますが、構造改革の進展とあわせ、モラルハザー

トの発生を回避し、潜在力を持ち、やる気のある中小企業などの創業・経営革新

を支援するとともに、そのような中小企業等が連鎖的に破綻することを回避、経

営再生を支援するため、新たな中小企業向けの金融上の措置を含め、セーフティ

ーネットの一層の充実を図るというものでございます。 

(3)の柱でございますが、構造改革を加速するための、特に緊急性の高い施策と

いうことでございます。 

1.に掲げた基本的な考え方を踏まえて、構造改革を加速するために、特に緊急

性の高い施策として、国民の利便性を向上、ＩＴ革命の進展を踏まえた人材育成、
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女性をはじめとする個人や民間企業の潜在力の発揮に資するため、以下の策の推

進を検討する。 

なお、予算措置を要するものについては、制度改革・環境整備と一体的に推進

することとするということで、①の電子政府の実現、②は学校の情報化の推進、

③は保育所待機児童ゼロ作戦の推進及び放課後児童の受入れ体制の整備、④とし

て廃棄物処理施設の緊急整備、⑤が産学官連携による地域科学技術進行を通じた

地域経済再生のためのイノベーション・新産業の創出、⑥が都市再生・まちづく

り、公的施設整備に資するＰＦＩの推進でございます。 

なお、構造改革を推進するためにも、金融政策においては、引き続き適切な政

策運営が期待されるというものでございます。 

（竹中議員） それでは、今までの話に基づいて議論をしていただきたいと思います。

大体25分ぐらいしかございませんけれども、ポイントは３つです。工程表をいか

に完成させて行くかということ、これが第一。第二が証券税制についてのポイン

ト・考え方。第三、改革先行プログラムの内容について期待されるもの。この３

点について、どうぞ自由に御発言をお願いします。 

（速水議員）  ４人の民間の議員の方々の御提言は大変よくできていると思いますが、

読んでおりまして、気になったことが１つだけございますので、言わせていただ

きます。 初の２－１の金融システム改革、ここで会議を開くというのは私もい

いことだと思いますが、日本銀行では金融システムの安定を図る観点で金融庁や

財務省、預金保険機構、これらの関係機関とは日ごろから必要に応じて連絡をと

り合っているつもりであります。不良債権問題について、スピード感をもって対

応していくということは、かねてから申し上げているとおりで、日本経済の再生

にとって極めて重要なことだと思います。 

今お話を伺っておりまして、ちょっと即答しかねますけれども、御提案で、真

に不良債権問題の早期解決に資するものであれば、会議の開催というのは検討に

値するものだと思いますが、気づいたことは、仮にそうした会議を設置する場合

に、ここに仮称と書いて金融・通貨会議という名称が書かれておりますが、この

会議の趣旨からいたしますと、ややミスリーディングではないかという印象を受

けます。会議の目的にかなった名称とすべきではないかと思います。それだけで

ございます。 

（竹中議員） 財務大臣どうぞ。 

（塩川議員） 今、４先生方にまとめていただいた構造改革の一層の具体化・加速化

に向けて、これで「骨太の方針」が具体的にだんだん絞られてきて大体わかって

まいりまして、これまではなかなか「骨太」がわかりませんで、これに煮詰まっ

て、やっとこういうことだなという芯が見えてきた。これを取り上げてもらいた

いと思う。早急にやってもらいたい。 

そこで、先ほど統括官がお話しされました、この改革先行プログラム、これと

加速に向けてという資料２－１、これとは大体一致しますか。項目を見たら一致

しておるんですが、中身はちょっと違いますね。これを統一したものとしては、

 10




平成 13 年第 19 回 議事録 

２つも３つも要らないから、ひとつ単純にして、これで行くんだというものをま

とめてもらって、あれ持ってこい、これ持ってこいで、文章がたくさんあって、

ややこしくてかなわん。これは非常によくできておるし、先行プログラムとして

も、はっきり書いてあるのは良いなと思っているんです。そうすると、これは簡

単やな。こっちの方はまだ相当肉づけしていますね。これとこれと、１つにした

もので、これで「骨太の方針」を具体化するんです。それが補正予算にもつなが

り、これからの本予算の基本方針にもなるんだ、ということで簡単明瞭にしてく

れたらと思うんですが、どうでしょうか。これ、ひとつ要望しておきたいと思い

ます。でないと、構造改革の具体化、あれの書いているものはどこがどうだとか、

先行プログラムに書いてあるものはこうだと言われたら、ややこしくてかなわん

ので１つにしてもらったら。 

それからもう１つ。先生方、御提案になって、日銀総裁がちょっとコメントし

ましたが、私は先ほど総理に御進言したんですが、会議やとか、審議会とか、話

し合いの場が多過ぎる。総理も忙しいだろうけれども、総理は考える時間をもっ

ととった方がいいので、そこで、すべてはこの経済財政諮問会議、みんなここで

集めてもらって、ここで決めるということにしてもらった方がいいので、また会

議をちょこちょこと創ると、出席の予定を立てていかなきゃならんので、日程が

詰まってかなわんのですわ。ですから、できればこの会議で、通貨の問題も十分

に話してもらう。私らは金融担当の柳澤さんとか竹中さんとは十分に電話でしょ

っちゅう話していますから、閣議で３日に一遍ぐらいは会っているんですから、

そんな話はできると思うんです。ただ、日銀との関係ですけれども、日銀は独立

とおっしゃるし、余り独立も困るんだけれども、しかし、政府の方針は、ぴしっ

としているものですからパイプは通じておると思いますので、これはどうかなと

思うんです。会議が多過ぎると思うので、そこらもひとつ考えていただいて。ア

イディアとしては非常にいいので、責任を追求しておられることはよくわかるん

ですけれども、あとひとつ考えてもらいたいと思っております。 

それから、奥田さんのおっしゃったように、基本方針を決めていただいたら加

速する。早くやらないとだめですね。何でも遅いんだな。これから月末にもう一

回決めるんですか。竹中さん、そうですか。これは何を決めるんですか。 

（竹中議員） 改革先行プログラム、そこは総理の指令で、各省からいろんな案を出

していただいて、それを決めるということなんです。 

（塩川議員） 指令塔はあるんですから、ぼんぼん決めてやって、何しろ長過ぎます。

それを受けて、景気予測もしていかなきゃならんし、また私も、税収予測という

のも、もっと早いところ何か考えろと言っておるんですが、補正予算の提出が11

月、今日も知事会議がやりまして、ちょっとしゃべり過ぎてすみませんが、ちょ

っとしゃべらせてもらいたい。知事さんが皆おっしゃるのは、11月に補正予算が

出て通ったとしても、来年になっちゃいますよと。遅いのが我々、地方自治体と

しても困ると。実施するのは地方自治体なんだからと言っています。私は今度の

補正予算について、自分で勝手に１つの基準を決めまして、後で説明させてもら
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いたいと思うんですが、何か急ぐ方法を考えないと、補正予算は組んだが実効は

上がっていない、ということになりそうな感じがしますので、お願いいたしたい

と思います。ちょっとしゃべり過ぎて申しわけありません。 

（竹中議員） 貴重な意見ありがとうございます。ポイントは、とにかく簡単にしろ

というのは御指摘のとおりですので、そのように簡単にいたします。 

２つ目の会議の提案の趣旨はわかるけれども、会議が多過ぎるということで、

提案の趣旨を解して、必要に応じて非公式でも何でもやらせていただくと、そう

いうことかなと思います。スピードについては御指摘のとおりだと思います。総

務大臣。 

（片山議員） 資料２－１、２－２、２－３についてよくまとめていただいたんです

が、表現と中身について気のついたことだけ何点か言わせていただきます。 

まず、資料２－１の２ページ目の 初の「◎」、「補助教員、補助警官、森林

整備等の分野における公的雇用の拡大」、これは全部地方公務員ですよ。非常勤

か常勤かは別にして、そこのところ財政負担の手当てをどうするかというのと、

今、言われましたように、効果を早く出すのなら、これは急がないと、ずっと遅

れてしまうということが１つ。この「◎」です。 

それから「電子政府の推進」で、書かれていることはこのとおりなんですが、

これは政府だけですから、電子自治体も入れてもらわなければいけません。「政

府」で中央政府と地方政府を呼ぶ場合もあるんだけれども、今、普通の使われ方

は電子政府と電子自治体なんです。それから、パーセンテージも地方の方は平成

14年度に59％、15年度に95％。国の方は14年度中に30％を50％に引き上げました

ので、15年度に100％、国は50％と100％、地方は59％と95％。 

それから、４ページの「地方自立・活性化」のところの表現が気になるんです

が、 初の「○」なんですが、市町村合併については、道州制への移行をこの段

階で提起されるのはいかがかなと思います。市町村合併をやってからの話で、こ

れは法律の方がいかんのです。それから、広域行政化も意味が定かでございませ

んので、この辺の表現が少し気になります。 

それから、その下の「○」なんですが、国、地方の役割分担の見直しと、税源

移譲を含む国と地方の税源配分について地方分権改革推進会議で議論していただ

くのは結構なんですが、国庫補助金の整理合理化や地方交付税制度の改革は、技

術論まで入って現実の議論なんです。この大会議で議論していただく必要はない

んです。関連はありますよ。例えば税源移譲については、地方交付税制度をどう

するかという根っこの議論があるんだけれども、それが一緒になっていると思う

んです。根っこの議論とすぐ改正するのと。だから、それがわかるように書いて

いただかないといかんので、この改革推進会議に期待しているのは、国、地方の

役割分担と税源移譲、国、地方の税源配分なんです。来年やる地方交付税制度の

改正は、こんなことをやっていると間に合わないと思うんです。これはすぐの議

論です。 

それから、国庫補助の整理合理化も、今日も知事会議で総理が言われましたが、
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これも来年度の議論です。ここの会議でやっていただく必要はないと思うんです。

もっと大きいことをやっていただいて。 

それから、一番下の「○」がいつも気になるんですが、地方財政計画について

は、国の関与の縮減や国の歳出の見直しなどに応じてでいいんです。国の歳出の

見直しをやれば、当然それが連動してくるので、「国・地方公共団体が 低限保

障すべき行政サービス」云々というのは要らないんです。国の関与の縮減をして

いただいて、国の歳出の見直しに応じて地方財政計画を抑制すると、こういうこ

とですから。 

それから、その「公共投資改革」の「◎」ですね。特定財源の見直し、これは

道路ですか。 

（塩川議員） 道路ですね。 

（片山議員） 道路なら、これは何度も言いますが、道路特定財源は国税と地方税が

あるので、地方税は入っていないんです。 

（塩川議員） それは分離しているんですが、国税分相当の話です。 

（片山議員） 揮発油税と石油ガス税と自動車重量税でしょう。 

（塩川議員） 地方税のものまで国税だと、そんなことは考えていない。 

（小泉議長） 来年度は国税だけです。 

（片山議員） そうでないと、この特定財源はまた議論になるので、気になるのはそ

ういうところです。 

それから、本間先生が言われた証券税制。こんなに細かい提案をしたら党税調

が怒りませんか。私も党税調に長くおったものですから、権威を傷つけられると。 

（本間議員） たたき台でございますから、たたいていただこうと思いまして。 

（塩川議員） 原則論が入っていますからね。この趣旨はお聞きしておいてと思って、

その程度で。 

（片山議員） 申告の一本化や損失の繰越控除はいいですよ。ただ、余り細かく書く

と、リアクションとしてはマイナスになるのではないかと、その辺は御判断でご

ざいます。 

（本間議員） 原則理念の部分のところは相当整理して書いておりますので、この精

神に即して具体的な案をつくっていただいたらいいと思います。ただ、小口投資

家の資本市場への参入というのは、厚みある証券市場の形成にとって非常に重要

でございますので、その政策的な側面について御考慮をいただきたいという形で、

ここも具体的には書いております。 

（片山議員） 一本化は、このお考えは税率を10にして20にするんですね。10にする

というのを打ち出す。 

（本間議員） 提案しております。暫定的な形で。 

（片山議員） それから、繰越の控除は５年にされるわけですね。 

（本間議員） はい。 

（小泉議長） それに関連するんだけれども、貯蓄優遇から投資優遇という税制で、

この臨時国会でできることを技術的にも出してください。臨時国会でできること、
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税調で。 

（塩川議員） １点に絞らなきゃいかんな。 

（片山議員） 税調はもうやる気ではあるんですけれども、まとまるかどうか。 

（小泉議長） 長い構造改革に資するような臨時国会にできること。株式を個人に持

ってもらわなきゃしょうがないんだし、煩瑣だから、説明を聞くと手続なんか難

しいですよ。それをできるだけ簡素化してもらって。 

（本間議員） 申告納税における簡素化の問題もここで書いておりますので、できま

したら前倒しで。 

（片山議員） 政府は２年延ばしたやつをまた前倒ししろということですね。そうで

しょう。本年度から申告一本化だったんです。それを２年延ばしたんです。15年

度までに。それをもう一遍繰り上げるということでしょう。 

（本間議員） 基準改革小委員会でまとめたのが私でございまして、そこの部分はよ

くわかっております。 

（片山議員） １年ぐらい前倒ししようということですね。 

（本間議員） はい、そういうことです。 

（片山議員） これは歴年ですから、臨時国会を通さないと結局こけちゃいます。 

（本間議員） そうですね。根本的に変わるのが、来年の４月なのか、再来年の４月

なのかという括りの中でもう少し前倒しを。 

（塩川議員） 早くやれば、１月１日に遡ってできますね。 

（本間議員） それもできますね。 

（塩川議員） ４月からになるんでしょうね。 

（牛尾議員） 民間議員の中でもいろんな議論がありまして、そこまで行くんだった

ら、党税調とか、政府税調の役割分担で我々の関係が非常に微妙なもんですから、

その辺は交通整理する必要がありますね。 

（小泉議長） 交通整理で議論が賛否両論でまとまらないんです。例えば、源泉分離

を残すのか、申告分離一本化するのか、あるいは幾ら非課税にするのか、譲渡益

はどうするのか、保有はどのようにするのか、いろいろあるので、まず貯蓄優遇

から投資優遇という総論はみんな賛成なんだ。この臨時国会でできることは何か

ということをうまく知恵を出してくださいよ。 

（牛尾議員） あえて我々は、こういう具体的なものを出して、たたき台をつくって、

いかようにもしてほしいけれども、どこもこういう案を出していませんから、初

めてまとまった案を。 

（片山議員） それぞれ、みんな勝手なことを言っているんです。まとまっていない。 

（牛尾議員） 我々としては、ここで出すことによって、イエス・ノーが出てくるわ

けですから。そこで、臨時国会でこれだというのは、 終的に主税局が決めるん

でしょうね。党税調は特に慎重にしないといけないということも十分わかってお

りますし、本間さんは政府税調を兼ねていますから、その辺はよくわかっている

んですが、誰かが言わないと始まらないだろうといって、これはあえて出したわ

けです。 
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（塩川議員） 税収の中立を言っておったらできないので、そこらも書いておいてく

れれば、一番いいんだけれども、やりやすいんだけれども。 

（牛尾議員） 財務大臣の理解があれば、全部通ると思うよ。割といい案ですよ。よ

くできていますよ。言うとまた叱られるからたたき台と。 

（塩川議員） 国会は何をとるかや。それは政治が決めるということになっているん

ですね。 

（牛尾議員） そうそう。それでここで出したわけです。 

（塩川議員） それで、先生方のおまとめになった、この問題についてちょっと言わ

せていただくならば、先ほど言った中で、私がいろんな議論を言っていますのは、

２ページ目の、さっき片山さんが言った、上から３つ目ぐらいの「◎」と書いて

あるところ、補助教員、補助警官、それから森林整備、これは事業として人を雇

えるんです。市町村なんかが中心になって。ところが、補助警官とか補助教員に

なってくるとちょっと厄介です。これは、おまえらちょっと来て、ちょっとアル

バイトでやれというわけにはいかん。 

（牛尾議員） 責任が伴うしね。 

（塩川議員） そうそう。これは表現をちょっと変えてもらって、例えば、教育上、

補助員とか、あるいは警官なんかについては地域公安協力員とか、そんな名前に

してもらったら、公務員と関係ないんだということになるけれども、公務員にな

ってくると、ちょっとややこしいですね。 

（牛尾議員） アウトソーシングで民間委託にしているわけです。確かに地方自治体

が主役になるから、この提言はなかなか簡単ではないので。 

（片山議員） アルバイターみたいなものがいいんです。労力だけ買い上げるような。 

（牛尾議員） その辺は、むしろ総務省で具体的に考えてください。こういう提案を

するから、あとは総務省にちゃんと任せろと、そう言ってくれれば、それでいい

んです。 

（小泉議長） 文科省は既に補助教員の具体案を考えています。５万人はっきり打ち

出していますから。 

（牛尾議員） 誰も言わないことをここで出して、あとは省が責任を持ってくれれば

いいんですから。 

（塩川議員） そうそう。それは文科省の中で教員というのか、協力者というのか、

名称はどうでもいいんだからね。 

（小泉議長） 補助教員で正式になっています。 

（塩川議員） 教員は難しいんだ。僕が文部大臣のときにやった。名称の使い方は非

常に難しいんです。 

（片山議員） だから、法律を通さないと。それがなかなか難しい。 

（牛尾議員） 文科省が協力すればできるわけです。 

（塩川議員） そうそう。 

（小泉議長） もう協力している。 

（牛尾議員） じゃ、できる。問題は、補助警官は誰が協力するかです。これはどこ
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が協力するんですか。 

（塩川議員） それは警察庁です。 

（牛尾議員） ここに入れているものを各省に分けてちゃんと責任を持ってやっても

らうというのが、この会議の提案の趣旨ですから。我々はここで提案して、採択

してもらったら、あとは各省の大臣に渡らなければいけない。 

（小泉議長） できないことじゃなくて、できる理由を考えてもらえばいいわけです。 

（片山議員） 警察というのは定数を政令で決めているんです。正式な警察官にする

かどうかです。 

（牛尾議員） それはアウトソーシングでもいいと思うんです。 

（片山議員） ランクを落として。その辺は知恵が。 

（塩川議員） 山林整備はできると思います。今日も知事会でみんなそう言っていた。

山の整備に金をくれと。 

（牛尾議員） 本当は今回の結果を、省を決めてもらって、大臣が受け取ってくれな

いと困るんです。 

（塩川議員） そうそう。責任を持って、言うばかりではだめなんだ。 

（竹中議員） 基本的には取りまとめの責任者は私になっていますので、ここでの趣

旨を体して、それで正式にうまく制度としてつくるように働きかけます。 

（牛尾議員） これは全部そうなんです。各省の大臣が受け止めてくれないと困るん

です。 

（竹中議員） ほかにございますか。 

（片山議員） やり方を、でしょう。各省関係のところと竹中大臣に詰めてもらった

らいいと思います。 

（竹中議員） そのようにするつもりです。 

（片山議員） 臨時国会はすぐですからね。 

（塩川議員） 予算要求は何も出てきていないんです。何も出てこない。それで、抽

象的な文句ばかりの事業が並べてあるんだから。それと、私はＡＰＥＣに出まし

て、コーヒーブレイクのときなんかでも、各国大臣が言っています。日本の規制

緩和がやかましいと。だから、規制緩和は特段に重点６分野の中のもの、これと

これはということをはっきりとコメントを出さないといけないんじゃないかと思

います。 

（牛尾議員） 今、財務大臣おっしゃったように、規制緩和に関しては、資料２－１

ではしつこいぐらいに個別の問題に全部立ち入って、各担当大臣に引き取っても

らおうという趣旨で書いてあります。さらに、今月の14日にサービス雇用拡大の

委員会を再度開いて、島田座長代理のもとで、さらに具体的な提案を来週、竹中

大臣のところに出しますから、それを各省の大臣に引き取ってほしい。そのまま

案になるような形もつくりましたので、そういうふうに具体的な段階に入った場

合は、関係各省の大臣の協力なしにはいかないので、それを竹中大臣のところを

通じてやるというふうに考えて進めています。 

（竹中議員） それでは、今の御議論を踏まえて、また14日に総理から具体的な資料
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を出していただくという段取りで、後の取りまとめに努力したいと思います。 

それでは、次の議題があるんですけれども、その議題に移る前に、これまでの

議論を総括して、総理大臣よりごあいさつをいただくことになっております。 

（小泉議長） いろいろいい案ですが、資料２－１から２－２、２－３、資料４があ

るでしょう。これを１つにまとめるのが一番いい。 

（竹中議員） まとめます。 

（小泉議長） それで、あとはどう実行していくかですから、これから、まさに改革

本番でありますので、この有意義な議論を実行に移すということに全精力を傾注

していただいていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

○概算要求及び構造改革特別要求について

（竹中議員） それでは、残された時間で「概算要求及び構造改革特別要求」につい

ての審議に移りたいと思います。 

塩川議員から御説明をお願いしたいと思います。 

（塩川議員） 私から資料５というので、概算要求の資料が出ていますので、これは

見ていただいたらおわかりになるので、余りくどくど説明する必要はないと思い

ますが、要するに、まだ未決定な分は、8,000億円の一般の重点要求、これは９月

の末までということになっていますので、これがまだ出ておりませんので、概算

要求、しめくくりができないということが１つ。それから、予備費で3,000億円積

んであるのと、自賠責の方で2,000億円と、その分がまだここに出ていないと、こ

ういうことで、この分が不動のものであるということであります。そんなことで

ありました。 

そこで、概算要求、これが終わりまして、今、補正予算をやるのかやらんのか

という話で、総理から正式に補正予算の準備をしろという指令が出ましたので、

私の方でかねてから精神的な準備をしておりました。そのうち、補正予算に組も

うということになって、１枚の薄っぺらいやつがあります。私の方から各省に言

いたいのは、こういうことで言いたいということです。 

今度の補正予算を組むにしても、単なる公共投資等による需要追加ではないと

いうこと。それから雇用創出効果や民間経済活性化効果等に特に配慮した政策に

限るということ。それから目に見える成果が現実に期待されること。特殊法人向

けの財政支出は、真にやむを得ないものも除く。雇用は別だと、それ以外は対象

としない。早急な予算執行、すなわち年度内執行が可能な事業であること。それ

には土地を持っているということが一番大事なんですね。既に自治体等において、

事業が計画できておるというようなものは優先して取り上げるが、そんなものし

か受け付けないぞという話です。構造改革を加速させるものであって、14年度予

算において予定している７分野の要求の単なる前倒しでない。前倒しで持ってき

たってだめだぞと、こういうことなんです。ですから、すぐに使えるというもの

に限ると、こういうことにしております。 
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そこで、第２番、第３番目の２、３のところです。それをやるについて、補正

予算の要求は今度14日にお決めになっていただいて、決めた後、総理から補正予

算の指示が出ておるんだと、私どもからこれを14日以降通知しまして、１週間以

内にこれに該当する要求を出せと。要求が出ていないところに予算をつけられん

ぞと。従来は金額がこれだけだから、おまえのところはこれだけ使わないか、お

まえのところはこうせんかと言ったけれども、俺のところはそんなことはしない。

ただし、セーフティーネットの分については、あらかじめ用意したものがありま

すので、それはつけていくけれども、各省の方でこれは早くしてくれというもの

でない限りは、補正予算にのらないぞと。こういう態度で、その要求は１週間以

内ということに限定して、余りギラギラするから書いていないですが、そんなに

用意もしていないのに、補正を寄こせと言ってみても始まらんから、使いようが

ないから、本当に使いたいものは言ってこい、何ぼでもつけてやると、こういう

ことなんです。 

（竹中議員） これに関して、財務省事務方から何か御説明ありますか。よろしいで

すか。牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） ２つありまして、今、塩川財務大臣の話だと、14日に聞いて１週間以

内ということであれば、26日の週は間に合いませんので、資料２－１の「◎」が

ついているものは、必ずしも予算が伴わないものも少しありますけれども、改革

先行のプログラムとしては絶対に実行したいと思っているものであります。この

「◎」はそういう考えです。これをぜひ尊重していただきたいということが１つ。

それから、一般会計概算要求の今日配布の資料５ですね。これはまだまだプロセ

スがありますが、やはりでき上がったときには、総理がおっしゃった無駄なもの

を５兆円切る、大事なところに２兆円入れるということが、この資料で見えるよ

うな表のつくり方も工夫を願いたい。どこから５兆円が、それが従来では全然わ

からないわけです。だから、やはり項目をつくって、５兆円はこういうふうに、

ここからなりましたと、２兆円はどう入りましたというのがわかるような仕組み

を、かつてないけれども、そういう仕上がりをつくってもらって、総理の言うこ

とが国民にメッセージとして伝わって、こういうことなのかということをぜひ主

計局で、新しい仕組みではありますが、そういう報告書をつくってほしいという

ことをお願いしたいと思います。 

（塩川議員） 「◎」のところはやります。「◎」はやるけれども、さっきもちょっ

と問題になりましたけれども、２ページの３つ目のところなんか、こういうのは

各大臣が責任持って出してくれないと。 

（牛尾議員） １週間以内に出して。 

（塩川議員） そうそう。１週間以内ですよ。日を切らないと、ちんたらちんたらや

っておっては片付かない。 

（牛尾議員） 26日は、結論が出たらいいですね。 

（塩川議員） 日を切らんとだめだ。僕ら先が短いから急ぐんや。 

（片山議員） 財務大臣の「取扱注意」の補正予算のやつですね。６番目の構造改革
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を加速させるものであり、14年度予算の前倒し、単なる前倒しでは困るけれども、

「単」でなければいいんでしょう。前倒しといって、構造改革に資する前倒しで、

例えば電子政府だとか、学校のインターネット化、地域のインターネット化、ど

うせやらなきゃいかんのですよ。 

（塩川議員） 片山さん、これは前のＩＴ予算みたいなものが補正予算、あのときは

何でもＩＴで、しょうもないことも頭にＩＴつけてくる。それはだめだぞという

ことです。 

（竹中議員） それでは、今の議論にも関連しますが、福田議員から提出があります

資料６について御説明をお願いすることになっております。 

（福田議員） それでは、構造改革特別要求について御説明申し上げます。 

さきに各省から提出をしていただきました構造改革特別要求に予定しておりま

す施策の提出状況でございます。資料６をごらんください。予定している構造改

革特別要求の施策の各分野の経費の単純合計は約１兆8,000億円であり、重点７分

野それぞれの合計額は、この資料にございますとおりであります。また複数の分

野に提出された施策の重複を除いた予定施策の経費の総額は約１兆3,870億円に

なります。提出されました施策は、現在、内閣官房が中心となりまして、内閣府

をはじめ内閣の諸会議の事務局の協力を得て、各省からヒアリングを行っている

ところでございまして、内閣に置かれた諸会議での検討を踏まえまして、調整の

たたき台を作成して、次回の経済財政諮問会議におきまして御審議をお願いする

予定であります。 

以上であります。 

（竹中議員） 何か議論ございましたらどうぞ。 

（塩川議員） こういうまとめ方はわかりやすいね。 

（福田議員） ７分野に限っているからまとめられたんです。 

（塩川議員） このまとめ方、上手だよ。 

（片山議員） 割に平均化している。少子・高齢化以外は、ほどほどで。大体2,000億

ぐらいある。少子・高齢化だけは277億。 

（本間議員） 先ほども塩川財務大臣の御発言との関係で少しクリアにさせていただ

きたいんですが、これは構造改革特別要求枠でございますので、ここから単なる

前倒しでない部分のところについては抜けると。つまり「◎」と打ったところで

入っている部分がありますから、補正の中で組み込まれたところにつきまして、

金額的には、これが減額をしていく可能性があるわけでございます。その辺のや

りとりの部分の、あるいは中身の精査のところについては、今後、内閣府と財務

省との間でなさって報告をいただくという形になるわけでしょうか。 

（塩川議員） そうです。 

（竹中議員） よろしいでしょうか。 

すみません。順番が相前後するんですが、先ほど塩川議員提出の資料５につき

まして、林局長の方から若干補足の説明をいただけるということで、せっかくで

すので、５分ぐらいお願いします。 
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（林財務省主計局長） お手元の資料５でございますが、大臣からもお話があったか

と存じますが、一般政策経費にかかります構造改革特別要求分8,000億、これは９

月末でございますので、これを除きまして、８月末に提出されました要求額の取

りまとめが資料５でございます。 

資料５の１ページをごらんいただきますと、下から３分の１あたりのところに

小計欄がございますが、平成14年度小計欄をごらんいただきますと、47兆313億円

ということになっておりまして、13年度予算に比べますと、１兆1,276億円の減額

になってございます。上の方の皇室費から環境省まで比較増減の欄をごらんいた

だきますと、ほとんどの欄で皆「△」になってございますが、これは２つ理由が

ございまして、１つは、各省の公共投資重点化措置に係る要望額は、各省のこれ

には含まれておりません、これが１つ。それから各省の構造改革特別要求、９月

末に出てまいります8,000億、これが含まれていないということで、こういうよう

な数字になっていることでございます。 

公共投資重点化措置につきましては、その小計の１つ上の欄にまとめて９兆

2,363億円と書いてございますが、これは８月10日に閣議了解をいたしましたシー

リングの、閣議了解にございますように、13年度公共投資関係費、これが全体で

10兆3,000億ほどございますが、ここから10％相当額を削減した額を基本といたし

まして、これも閣議了解文にございましたが、ハードからソフトへの転換も行う

ということで、これは既に要求段階から940億円ほど、農林水産省等から公共事業

から非公共へということをやってございますので、これを差し引いた金額が９兆

2,363億円ということになるわけでございます。 

なお、これに対する要望措置、各省からの要望額につきましては、次のページ

に書いてございますが、こうしたものにつきましては、こちらでも御議論がござ

いました雇用創出効果、民間需要創出効果についての分析も可能な限り提出して

いただくこととしております。 

以上総括いたしまして、これに９月末が要求期限でございます先ほど申し上げ

ました構造改革特別要求の8,000億を加算いたしますと、47兆8,300億円程度とな

りまして、13年度当初予算と比べますと、公共等予備費とか、あるいは自賠責繰

戻しというものを除きましたものに比べますと、3,200億円程度の減額ということ

になります。 

なお、ここにございます国債費の概算要求につきましては、国債発行実績等を

踏まえた上で算出しておりまして、また、地方交付税交付金等につきましては、

税収等について機械的計算を仮置きしたものになってございます。いずれも予算

編成過程で調整をさせていただきます。 

それから、今年は４ページ以下に特殊法人向けの概算要求額を報告させていた

だきました。全体として７ページの一番下の合計欄をごらんいただきますと、一

般会計、特別会計を合わせまして４兆6,997億円、平成13年度予算額に対しまして、

5,831億円の減額ということになっております。これにつきましては、要求内容が

特殊法人等改革の趣旨に合致しているかどうか十分な検証を行うことになります。
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と同時に、行革推進事務局におきます検討作業と並行いたしまして、財政支出の

見直しを縦横一体と進めまして、一般会計、特別会計を通じ、ゼロベースからの

見直しを行って、大胆な削減を進めていく必要があるというように思っておりま

す。 


以上簡単ですが、御説明させていただきます。 


（竹中議員） ありがとうございました。何か御質問、御意見ございますでしょうか。 

日銀総裁どうぞ。 

（速水議員） 潜在力という話がありまして、私も海外から来た人には説明している

んですけれども、日本は、当面は非常にフローが悪いんですけれども、３つの潜

在力ということで、１つは、家計の貯蓄が1,400兆円というのはＧＤＰの2.7倍、

こんな国はほかにありません。これはずっと積み立ててここまできたわけです。

２つ目は、経常収支の黒字がＧＤＰの２％、貿易は減ってきていますけれども、

所得収支というのはどんどん増えて海外に出していますから。３つ目が対外債権

超過、これが１兆2,000億ドル、昨年の暮れです。世界にこんなにたくさん債権超

過を持っている国はありません。外貨準備もこの中に入っていますけれども、そ

れが150兆円です。１兆2,000億ドル。それは所得収支に収入で入ってくるわけで、

それが８兆円ぐらい年間入りますから、外へ出ていって確かに空になっているけ

れども、外で稼いだものが日本へ送られてきている。そういうものは日本の強さ

になっているし、潜在力だというふうに、ポテンシャルだと言っていいと思うん

です。それを言うと、みんなそうかというふうに。 

（塩川議員） その数字くれないかな。 

（速水議員） いつでも差し上げます。 

（小泉議長） 今、４つと言った。 

（速水議員） ３つです。 

（小泉議長） これはわかりやすい。 

（速水議員） この間、大阪・神戸に行って、みんな暗い顔しているので、話をした

ら、あれは非常に感銘を受けたと言ってきました。世界でみんな通用している数

字ですから。 

（小泉議長） みんな債務で苦労している。日本は債権国だから、そんな恐れる必要

はないんだ。不安ばかりあおっているから。 

（牛尾議員） 我々、それを知っているから頭にくるわけです。 

（竹中議員） ありがとうございました。そういった日本の潜在力等々についてまた

議論する機会があるかと思います。 

以上をもちまして、本日の諮問会議終了します。 

記者会見等私からやりますが、１点聞いておいていただきたいんですが、本日

の議論のうち、改革先行プログラムの具体的な内容に係る議論、例えば、構造改

革を加速するため、特に緊急性の高い施策は何々であるという議論を今日しまし

たけれども、こういった問題については、本日の諮問会議の議論も踏まえて、14

日の閣議で、改革先行プログラムの具体的内容について総理から改めて指示がな
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されることになっておりますので、意思決定の中立性を確保するために、14日の

閣議終了までは公表しないこととしたいと思います。その意味で資料４がありま

すけれども、資料４についても同様の理由により、14日の閣議終了までは非公表

でありますので、この点はぜひともよろしくお願いをいたします。資料の扱いに

はぜひ御留意をいただきたいと思います。発言等々の要領は、御自身の発言であ

っても、この14日の閣議終了までは、この部分については発言をしないでいただ

きたいということであります。 

（奥田議員） ９月26日に、各工程表の 終版といいますか、確定版を出すというこ

とは、これは一応確認されているわけですか。 

（竹中議員） それは確認しております。 

（奥田議員） 大丈夫ですね。26日ですね。 

（竹中議員） それは臨時国会の始まる前に。 

（牛尾議員） 14日の後、進むものは進むんだよね、１週間ぐらいのうちに。ただ、

１つお願いしたいのは、今日の税制改革案というのは、党税調なんかが非常に神

経質なところがあるから、この扱いはぜひ財務大臣のところで上手にしないと、

せっかくいい案がけしからんというので、つぶれちゃうともったいないですね。

それを僕は一番心配したんです。つぶされるなら出さない方がいいんじゃないか

と。本当に参考にして前向きにとらえてくれないと、勝手に出したというので、

それでだめだというと、せっかくのいい案がつぶれてしまいますので。その辺の

扱いを、ぜひよろしくお願いします。 

（塩川議員） 党の方の税調は、感覚的なセンスでいっているから、わかっているで

しょうけれども、なかなか。 

（牛尾議員） ぜひお願いします。今日、この資料は公開しちゃうんでしょう。 

（竹中議員） 公開です。 

（牛尾議員） 根回しする前に出ちゃう。 

（小泉議長） 大体議論しているからいいよ。大丈夫。今出ているのはみんな議論し

ているから、わかっているから。 

（牛尾議員） これはせっかくいい案なので、これが生きるように。 

（本間議員） 個人的な立場で概略的な部分の、なぞの報告という形で、基準小委で

今日、朝、概略についてはお話をさせていただいておりまして、基本方針につい

ては、これはアクセプタブルだという反応を伺っております。 

（塩川議員） この前、先生、行かれたんでしょう、税調にね。 

（本間議員） 今日の朝、伺いまして、仁義をきってまいりました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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