
平成 13 年第 23 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 23  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 10 月 19 日(金) 17:00～17:45 

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)改革先行プログラムについて 

(2)当面の景気と経済運営について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 


資料 1 改革先行プログラム素案 


資料 2 塩川議員提出資料（平成１３年度補正予算の骨格） 


（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） ただいまから第23回の「経済財政諮問会議」を開催いたします。本日

はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、本日の議事について御説明いたします。本日は改革先行プ
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ログラムについて御議論をいただきます。更にそれに関連する補正予算の議論を

させていただきます。併せて経済運営に関する意見交換を行いたいと思います。 

また、第22回の経済財政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。 

○改革先行プログラムについて

（竹中議員） それでは、資料１に基づいて、改革先行プログラムでありますけれど

も、これは以前御了承いただきした改革先行プログラム中間とりまとめについて

現時点で可能な限り、その後の進捗状況に基づき必要な修正を加えて、更に補正

予算で手当てされる施策のうちこのプログラムに盛り込むべき施策の項目を追加

したものであります。河出審議官より説明をお願いします。 

（河出内閣府審議官） それでは、資料１の表紙と目次をめくっていただきまして、

１ページからお願いをしたいと思います。 

前回中間とりまとめで御説明をしておりまして、その主な変更点、基本的には

アンダーラインで引いておりますけれども、そこにつきまして、ごく簡単に御説

明させていただきます。 

まず１ページでございますが、「第１章 基本的な考え方」の後に「我が国経

済の現状」という箇所を入れております。 

それから、２ページ目でございますけれども、できるだけわかりやすくこの趣

旨を述べてはどうかという御意見がありまして、３つの主要な目標、具体的には

そのための５つの柱となるような施策ということで、①から⑤まで整理をしてお

ります。技術的な内容を書いているものではございません。 

３ページ目でございますが、これは日本銀行への金融政策の要請でございます

けれども、「デフレ阻止に向けて、適切かつ機動的な金融政策運営を行うよう期

待をする」という表現にしております。 

４ページからは、規制改革関連の施策でありますが、これは前回かなり具体的

に書いてありますので、今回は基本的な変更はございません。 

８ページ目をお開けいただきたいと思いますが、「証券市場の構造改革」関連

でございます。証券税制につきましては、その後議論がだんだん煮詰まってまい

りまして、証券税制について「15年１月から、上場株式等に係る譲渡金について

申告分離課税の一本化」とか、あるいは「税率の引下げ」等を内容とした所要の

法案をこの臨時国会に提出をしていくということをここで書いております。 

９ページ目でございますが、銀行の健全性確保のための施策でございますけれ

ども、特別検査、前回は来年の１－３月期から実施をするような感じがありまし

たけれども、10月中に開始をするというように表現を変えております。 

それからハの「ＲＣＣ等による不良債権処理と企業再建」の関係でございます

が、これはまだ議論が煮詰まっておりませんので、前回のままにしておりますが、

もう少し調整をしたいと考えております。 

13ページ、雇用対策の一部でございますけれども、上から４行目ハというとこ
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ろがございますか、これは雇用保険の対象外の失業者に対する対策でございます

けれども、事業主の倒産によって、労働者の給与が未払いとなった場合に、その

立替え払いを行う未払賃金立替払い制度があるわけですけれども、その対象額の

上限、例えば今45歳以上ですと170万円ですけれども、それを引き上げるというこ

とでございます。 

④の「新公共サービス雇用」のところでございますが、これは基本的には各都

道府県に所要資金を交付をして、地方公共団体が、具体的に言えばイロハニの例

示の下に事業を展開していくわけでございますが、前回イロハのほかに更に、ニ

として「ごみマップ」の作成ということを追加をしてございます。 

14ページは「中小企業等対策」でございます。 

①の「中小企業のセーフティーネットの充実」は、前回も基本的には書いてお

りましたが、②「創業・経営革新の支援」ということで、５年間に創業倍増とい

うのが政府の目標でございますので、そのための支援策ということで、創業者向

けの融資・保証制度の整備・充実。経営革新のための資金調達の円滑化。創業・

経営革新を促進するためのヒトづくりの支援。こういった話をここに書いており

ます。 

15ページは、建設業、農林漁業につきましても、下請けのセーフティーネット

のために債務保証の拡充ですとか、あるいはセーフガード、暫定措置などを踏ま

えた農林水産業の構造改革、再編整備の推進策、それから農林漁業者への資金融

通の円滑化、こんな施策を書いております。 

16ページからが、特に補正予算等と関連が深い話でございますけれども、これ

は現段階の補正予算の編成状況を踏まえまして、出している事業でございます。 

（１）の電子政府から（６）まで、６項目の大きな柱の下にアンダーラインを

引いたところを今回出しております。例えは、電子政府では「サイバーテロ対策

の推進」ですとか、あるいは「ｅ！プロジェクトの推進」、「ＩＴCity構想の推

進」といったような施策を書いてございます。 

「学校の情報化の推進」では、公立小中学校の校内ＬＡＮ整備は前回も書いて

おりましたが、大学等における教育研究の情報化の推進というのを入れておりま

す。 

（４）「廃棄物処理施設の緊急整備」では、廃棄物のリサイクル施設の整備な

どの推進ということで、エコタウンなどを念頭に置いた施策をここに書いており

ます。 

17ページでございますが、（６）「都市再生・まちづくり」、あるいは「公的

施設整備に資するＰＦＩの推進」ということで、中央合同庁舎７号館の建て替え

に関するＰＦＩとか、あるいは公務員宿舎などの建替えにおけるＰＦＩの活用の

話とか、それから地方公共団体のＰＦＩ事業における調査・補助。ケアハウス、

保育所整備におけるＰＦＩの導入の問題などを書いております。 

これは先ほど申しましたように、現段階での補正予算の状況に基づいて書いて

おりまして、今後更に補正予算の内容が固まり次第、項目の追加も含めまして、
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もう少し詳しく具体的にしていきたいと考えております。 

以上です。 

（竹中議員） 続きまして、塩川議員より「改革先行プログラム」に関連した補正予

算の規模等につきまして、御説明をお願いいたします。 

（塩川議員） それでは、私からお手元にお配りしてございます「平成13年度補正予

算の骨格」につきまして、御説明申し上げたいと存じます。 

我が国の経済は、４－６月でＧＤＰの成長率がマイナスになった、このことを

踏まえまして、これからの経済の見通しというものをどう見るかということが、

この補正予算に関する一番の問題になってくると思っております。しかしながら、

そうは言っても、私たちは国債発行30兆円という基本的な方針の下において、「改

革先行プログラム」を実行していこうということになりますと、国費が今度の補

正予算では１兆円しか実際は見出すことができなくなってまいりましたので、こ

の補正予算の編成に当たっては、９月14日の総理指示を踏まえまして、従来の単

なる公共事業の公共投資によるところの追加需要ではなくして、雇用等によるセ

ーフティーネットの充実策に重点を置くほか、構造改革に直結し、かつその実施

に緊急性が非常に高い施策に絞り込むことを基本的な考え方としております。 

このような基本的考え方の下で、補正予算を要する施策について、雇用創出効

果や民間経済活性化効果が特に高く、成果が目に見える形で早期に表れる施策で

あって、年度内執行が可能なものを推進する等の観点を踏まえて、現在詰めの作

業を行っております。 

補正予算の財源につきましては、安易な国債増発に拠るべきではありませんが、

私の信念といたしまして、臨機応変の対応を行いつつも、しかし財政の基本であ

るところの、「入るを図りて出ずるを制す」という精神を堅持してまいりたいと

思い、その方針によって、平成14年度補正予算を編成したようなことでございま

す。 

つきましては、この件で非常に与党３党との政策協議の中で、いろんな見解が

ございましたけれども、とりあえずこの件についてもう一度私に発言の機会を与

えていただくとして、とりあえず先行プログラム等を含めますところの補正予算

の枠組みについて、主計局長から説明いたしますので、御聴取いただきたいと思

います。 

（林財務省主計局長） それでは、お手元の資料の補足説明をさせていただきます。

右の方の歳入欄をごらんいただきたいと思います。 

「税収」ですが、当初予算で見込んだ税収50兆7,000億円から約１兆1,000億円

程度の減収になります。 

２の「公債金収入」ですが、国債30兆円以下という原則の下、ぎりぎりまで発

行をしたいと考えております。 

３番目の「前年度剰余金受入」でございますが、（１）の財政法６条の剰余金

ですが、税収増等から12年度で2,382億円の剰余金が生じておりますので、法律を

改正して全額を今回の補正予算の財源にさせていただきたいと思っております。 

4




平成 13 年第 23 回 議事録 

  （２） は12年度決算の剰余金のうち、地方交付税交付金の剰余金、2,207億円で

ございまして、交付税特会に入ります。左の方の歳出欄にございます。 

歳出面を見ていただきますと、通常の追加財政需要として災害、義務的経費、

都市基盤整備補給金、あるいは厚生保険特会、これは過去の借金の返済でござい

ます。あとその他の経費、ＰＫＯの分担金等でございます。 

それから、改革先行プログラムですが、大臣が申されましたように、１兆円を

準備をしております。雇用対策、中小企業対策、総理指示の６項目等について、

中身のある内容としてまいりたいと思っております。 

  ３番に「狂牛病対策及び緊急テロ対策500億円＋α」とございますが、狂牛病対

策につきましては、現在、農水省等で必要な取組の検討が行われてまいりますが、

これに対応してまいります。 

テロ対策につきましては、そのうち国内治安対策について、精査の上、計上を

してまいります。 

  ４番目の「地方交付税交付金」ですが、先ほどの2,207億円に加えまして、歳出

の６にございますように、今年度の税収減に伴いまして、3,800億円が落ちますの

で、特例的な補填として400億円程度を計上いたすこととしております。 

こうした項目で合計３兆円程度が追加されることになります。 

歳出の減少項目として、既定経費の節減努力をいたします。交付税交付金は先

ほど申し上げ税収の減に対応するものでございます。 

それから、公共事業等予備費、通常の予備費につきまして、そこにございます

ように、3,000億円、1,000億円と減額をさせていただきたいということでござい

ます。 

簡単でございますが、以上です。 

（塩川議員） 非常にわかりにくいと思うんですが、正味使える金は１兆円だという

ことなんです。その１兆円の中身はどうするかというと、改革先行プログラムの

中に盛り込まれてくるということでございまして、この改革先行プログラムはい

ろんな項目がございますけれども、それは現実的な数字で固まったものではござ

いませんで、これで早急に固めていきたい。 

それには、まずこの補正予算の枠組みを承知してもらわなければ前に進みませ

んので、今日政府与党政策協議会をいたしまして、この枠組みについて、承認を

得たということであります。ただし、その承認について、条件が付いてきており

ました。それは経済がますます不況が深刻化していくであろうから、その場合で

も、30兆円の原則を守っていくかということでございまして、私は守っていく。

総理も守っていくと。しかしながら、世界的な恐慌状況とか、あるいはテロ事件

等の深刻な状況になってきた場合には、そういうときには臨機応変の措置は講じ

なければならないけれども、国内問題として見た場合の、国の予算としては、こ

の枠組みで30兆円の基本方針で進んでいきたいということについて了解を得たと

いうことです。 

同時に、それでは改革先行プログラムの中身、１兆円の中身については、改め
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て説明をするということでございまして、今日はとにかく枠組みだけは認めてく

れということで言いまして、作業を進めてもよろしいという了解を得たというこ

とが実情であります。 

そこで私はこの席でお願いしたいと思いますのは、経済財政諮問会議というの

は、確かに国の経済政策、あるいは財政政策の基本を決定していただくことでご

ざいましたけれども、今まで22回か23回やりましたけれども、基本問題について

の議論は余りにも少なかった。やってはおりましたけれども、少なかったと思う

んですが、その基本問題が今こそ十分に検討しなければならない時期ではないか

と思うんです。この補正予算を機会にいたしまして、これからの経済の見通し、

つまり、平成13年度経済をどう見通していくか。それに対して、私たちは経済成

長をマイナス以下にはしないと言ってきました。公約というほどでもございませ

んけれども、世間ではこれは相当決意の高いものであると見ております。ですか

ら、これが大きく外れていくということになってきたら、財政責任者である私の

責任になってしまう。これは私も責任は十分取りますけれども、しかし、この経

済の見通しをどう見るかということ。ここをしっかりと政府として方針を持って

いないといけないと思うんです。 

同時に、14年度を見て、これからの経済運営をどうするのか。私が言いたいの

は、30兆円というよりも、経済構造が 優先政策であって、その枠内において景

気対策を講じていくという、この原則でいくのか。あるいは完全に景気回復と構

造改革と並行してやっていくのか。あるいは場合によったら、経済政策の方を優

先し、経済構造の変革を、まあまあそれは後で見てもいいんじゃないというのか。

この根本をもう一度再確認して、総理ははっきりと「改革なくして景気回復なし」

という姿勢に立っておりますので、私もその方針でおりますけれども、これは１

回内閣としてきっちり見定めないと、経済の方も気になりながらちょろちょろと、

そっちの方も横向いていることでは進まないと私は思う。その根本をしっかりと

決めてもらいたいと思っておるんです。 

それならばどうするかということになれば、構造改革を中心にしてやっていく

んだから、どうにもならない破局的なときもあれば、これはまた国としての別の

話でございますけれども、したがって、今回の補正予算に対する補足的な補正予

算というのは、問題の進展によって違いますけれども、そういうものを平易に考

えておらないということとをきちっとしておいてもらわなければ困るというのが

１つ。 

  ならば、これからの経済の運営について何が大事か、規制緩和、構造改革です。

これに対しては、補正予算の発表と並行して、こういう規制緩和をやるんだとい

うことを明示しなきゃならない。言葉では規制緩和、規制緩和と言っていますけ

れども、何をやるかという規制緩和の具体的な姿勢が出ていない。けれども、こ

の規制緩和の雰囲気で相当意識は変わってきておることは事実でございますから、

例えば大胆にやるんだと。１つ簡単なことを言いましたら、民間保育も開放して

くれと言っておるのにいまだにやっていない。こんなことでは規制緩和と口で言
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っていても何をやっていないじゃないかということになってくるので、これは一

例であります。 

それから、セーフティーネットの雇用の問題等につきましてもそうでございま

すし、農林関係についても、ここにも先行プログラムに書いてございますが、こ

ういうものについての規制緩和を、これとこれを併せてやるんだと。だから、予

算は辛抱しておるということを並行して言わないと国民は納得しない。予算ばか

り締めて、とにかく「辛抱しろ、辛抱しろ」では付いていけない。こういうこと

が起こってくるんじゃないかと思いますので、今日はこういう問題をちゃんと議

論してもらいたいと思っております。 

今日は40分、この次は１時間10分とか、そういう会議をやっておったんでは、

本当に諮問会議の趣旨が生かされてこない。そういう大きな問題をきちっと決め

てもらわなければ困る。あとの実施設計は我々財務省でもやりますけれども、こ

こは基本設計はきちっと決めてもらわなければ困る。 

（竹中議員） ありがとうございます。時間が足りないというのは、全くそのとおり

でありまして、これは別途土曜日、日曜日を使って集中的にするような議論は是

非やりたいと思います。さはさりながら、今夕総理、海外出張ということであり

まして、40分にはこれは終わらなければいけませんので、恐らくひととおり話し

ていただいたら。 

（塩川議員） 議論して決めればいい。 

（竹中議員） 今日というわけにはいかないと思いますので、とにかく限られた範囲

で、それぞれ、今財務大臣が御指摘になったように、構造改革、補正予算、国債

30兆円枠、経済の実態、雇用対策、これ全部絡まってくる問題ですので、幅広く、

自由に、ひととおり是非言っていただきたいと思います。 

○当面の景気と経済運営について

（竹中議員） では、奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 今、お話ございましたけれども、私も全く同感でありまして、今の状

況が続けば現下の景況を見ておると、悪くなる可能性は十分であり過ぎるほどあ

ると思うんですが、おっしゃられたように、それに引きずられることなしに、総

理大臣の指示どおり30兆円の枠の中で進めていくということは当然のことだと思

います。 

おっしゃるとおり、私も思っていますけれども、これから何が起こるかわから

ない。テロの問題とか、起こるかもしれないということと、それからとんでもな

い破局的な局面になれば、それはそのときに考え直さなければいけないだろうと、

そういう理解で私は財務大臣と同じ意見だと自分では思っています。 

（牛尾議員） 構造改革を優先することは当然でありますが、これが発表されますと、

１兆1,000億円の税収が減るということに対しては、当然経済の見通しは変えなけ

ればなりません。１兆1,000億円の税収減はどういう経済見通しでこうなったかと

いうことは当然質問されますから、これに対する考え方をきちっと持つ必要があ
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ります。 

私は補正予算でとりあえず補うという議論はちょっと無理で、目前の14年度の

予算を我々はつくらなければならない。本年でさえ１兆1,000億円税収が減るので

あれば、来年はもっと減る可能性が強い。 

1 4年度の国債30兆円というのは総裁選挙からの公約に近いものでありますから、

14年度の予算編成は国債30兆円を守るとすれば、税収が３兆円減ったときにどの

ような対応をするのか踏まえた上で、この補正について考えなくてはならないと

いう懸念を私はしているわけです。 

税収が減ったのに対して歳出カットだけでいくのであれば相当の決意が必要で

あり、あるいは国有財産などを売ることによって不足分を補うということも若干

考えを持たなければいけないという議論まで込めて、補正をする際には、この１

兆円も、本当に貴重な１兆円ですから、14年度につながっていくようなものにし

ないといけないと思います。その辺の来年度の予算とのつながりもどう考えるか

ということも相当ここで腹を決めなければいけないということを申し上げておき

たいと思います。 

（吉川議員） 先般、閣議決定されました基本方針では財政の構造改革ということが

うたわれています。これが私はこの内閣の基本方針だと思いますが、そこでは財

政の構造改革には２種類あると明示的に分けています。 

１つは、中身の見直しであって、これは徹底的に行う。景気を言い訳にして、

この中身の見直しを緩めてはいけないということが基本方針に書いてあります。 

もう一方で、財政再建をどういうペースで目指すかというそのペースについて

は、経済の動きをきちっと見て進めていこうという形で基本方針にはうたってあ

る。 

その意味では、今日、財務大臣から御説明のあった補正予算については、とり

あえず30兆円の枠でという御説明があって、こういう方針で行かれるというわけ

ですが、たしか前回の会議でも、財務大臣からも経済の先行きは非常に厳しいと

いう話があって、そのことについて予断を持たないで考えるとおっしゃったと思

うんですが、私はそれが正しいと思います。１％のマイナス成長というのは、日

本人の平均所得が仮に30万円とすると、全員が3,000円ということだけであれば、

何ということはないわけです。今の日本の生活水準から言えば。しかしながら、

そういうことではなくて、税収にはね返る、不良債権問題にはね返る、あるいは

雇用の問題にはね返る、こうしたことが悪循環になっていくというのが一番おそ

ろしいわけで、これは止めなければいけないということだと思います。 

ですから、１％のマイナス成長で直ちにあたふたするというか、それによって

ばらまき予算のようなものに戻るというのは、それはよくない。そのことだけは

構造改革の方針として是非とも守っていただきたいと思います。先日来、閣僚の

方々皆さんおっしゃっていることは、そういうことだと私は理解しておりますが、

しかしながら、経済の先行きというのはやはり非常に厳しいというものがあると

思います。 
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その中でもう１つ指摘したいことは、先行プログラムの中にもありますが、不

良債権処理の問題を是非とも政府としてももう一段踏み込んで考えていただきた

いと思います。これは２つの問題があると思います。 

１つは、銀行部門全体が安定であること。これは当たり前のことでありますが、

この安定性を確保しなければいけない。 

それから、事業会社のリストラ、この２つの問題が不良債権の問題ですが、こ

の２つのことに関して、もう一段踏み込んでやる必要が私はあると思います。そ

のポイントはよくいわれているグレーゾーンである要注意先についての査定を更

に厳しくするということであり、私はこの点に関してもう少し日本銀行にも積極

的な役割を果たしていただいたら、いいんではないかと思います。 

（本間議員） 補正予算の件で２点ばかり意見を述べたいと思います。 

１つは、基本方針としては、塩川大臣がお話になったとおりだろうと思います。

しかし、公約的な意味からすると、重みがあるのは14年度の予算で、いかに30兆

円の枠組みを守るかということでございまして、その際に今回の補正の中身で、

来年度30兆円の枠組みというものが果たして守れるかどうか、現実的かどうかと

いうことになりますと、先ほど牛尾議員も御指摘のとおり、かなり厳しい歳出削

減をしなければなりません。今年度のデフレ的な状況を考えますと、来年更に財

政収支が揚げ超になりますから、これは、本当に可能かどうかということになり

ますと、私は今年でもかなり難しいのに、来年果たして今の政治状況からして、

可能かどうかということに関して危惧を持っております。その流れの中で、構造

改革に資するような形で、財政上の手当を追加的に考える可能性を否定しておく

というのは、極めて危険だろうと思いますし、もし仮にその余地を残すのであれ

ば、これは大分前に私申し上げましたけれども、15か月予算的な発想の中で、整

合的、一貫的に議論をするような周到な準備が必要になってくるのではないかと

いうことです。これが第１点であります。 

第２点は、大臣が先ほどおっしゃったとおり、政策決定プロセスの問題として、

果たして今のやり方というのがいいかどうかという透明性の問題も含めての点で

あります。総理が就任されてから、骨太の方針、改革工程表、先行プログラムが

具体の政策決定の中に組み込まれて、着々と成果を上げているということはだれ

しも認めるところだろうと思います。しかし、 終的な落としどころになります

と、諮問会議、内閣、更には自民党、与党との関係の中で極めて意思決定が不透

明になり、かつだれが決めたのかということが国民に非常にわかりにくい構図に

なっている。 

しかも、税制の場合もそうでありますし、今回の補正でもそうですが、 終局

面で案がぽっと浮かび上がって、なかなか精査された形で規模、タイミング、中

身の問題が議論されていない。ここは果たしていいのかどうか。これは政策決定

の移行期の特殊な問題として考えるのか。来年度は予算編成全体の構図を更に精

査をしながらきちんと仕上げるのか。政治的に私は非常に難しい問題もあると思

いますけれども、ここら辺の整理は一度しておきませんと、逆に総理の手法とい
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うものが、この諮問会議が両面から悪用されて、結果として必ずしもいい案につ

ながっていかない危険性もありますので、ここら辺のところ、どういう具合にこ

れから諮問会議の機能も含めて向上させていくかということは非常に重要な点だ

と思いますし、時間を今後掛けていただいて、この辺のところも議論していただ

ければと思います。 

（塩川議員） 牛尾さんのおっしゃった問題で、14年度は２兆円が減額になるかもし

れない。私はもっと減額になるかもわからぬと思っておるんです。そうなった場

合、予算規模そのものを変えなきゃいけないんじゃないでしょうか。どうも財務

省の中で議論しているのは、予算は80兆円なんだと。これを動かしたらだめなん

だということをやっているけれども、そんなことしたら税収はどんどん落ちてい

くんだから、その場合には、やはり予算規模全体、例えば、数字は別としても、

今年は80兆円でしよう、来年は78兆円とかでも覚悟してやらなきゃだめだろうと

思うんです。私は非常に貴重なことは、私の役所でもやっと、改革しなきゃだめ

だ、予算の見直しなどでも随分やってきました。ですから、この空気を今崩して

は絶対だめだと思うんです。これは、私は維持していきたいと思っているんです。 

その意味において、それではどうするか。場合によれば、ある一定の行政経費

の中の補助金を見直すくらいのことはしなきゃならぬと思うんです。そのくらい

の気持ちでないと組んでいけないんじゃないかと思うことが１つ。 

もう１つは、財政の追加的な措置を考えておかなければいけない。これは本間

先生のおっしゃるのは、今それは口で出してしまいますと、今やっている補正そ

のものが宙に浮いてしまうことになりますから、これは先生おっしゃるのは、財

産を売ってでもやれということだと思うんです。そのくらいの覚悟は決めておか

なきゃならぬと思いますけれども、しかし、それはよほどの事態が起こっての話

だと私は思っております。それは当然そうならなきゃいけない、売るもの売って

でもやらなきゃいけない。 

それから、政策決定のプロセスについて、私も確かに十分な努力をしなかった

と思います。それは何かというと、今までの部会の在り方でやっていましたから、

自民党の部会で、役人が行って部会で説明してあわあわとやっておった。そうい

うやり方ではだめだ。自分で乗り込んでいって自分で話をしなければだめだとい

うこと。そこを変えなきゃいかぬ。私も 近になって、夏の間、部会に行こうと

思っていたけれども、部会が呼ばないんです。全部役人の説明ですから、今度は

そういうプロセスを変えなきゃ意思疎通しません。 

ですから、今日も与党の方々と話しして、時間を掛ければある程度理解してく

れますので、そういうことをやりたいと思っています。 

（片山議員） 来年度は、私も中途半端なことではもたないと思います。今でさえ３

兆円をカットする。これで税収が減ったらまた２兆円か３兆円を切らなければな

らないということになる。それを例えば、国有財産を処分して財源を捻出すると

いうのは１つの考えかもしれないが、その場しのぎですね。この際思い切った制

度改革に踏み込むべきときになってきているのではないでしょうか。ピンチのと
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きは、逆はチャンスだということだから、大改革はこういうときにしかできない。 

１つは、社会保障制度です。もう１つは、やはり特殊法人です。もう１つは、

今お話がありましたが、国庫支出金は、場合によったら全廃するくらいのつもり

でいい。その代わり地方に権限や仕事を渡さなければいけません。それだけの皆

さんの意識転換とコンセンサスができるかどうか。 

（塩川議員） 今そういう気持ちがじっと湧いてきた。本当に湧いてきた。 

（片山議員） だから、ピンチを逆にチャンスに生かせるかどうか。皆さん全部の決

意次第だと思います。 

（竹中議員） それでは、総理の御出発がありますので、総理から御挨拶をいただき

ます。 

（小泉議長） 今日は非常にお忙しいところいい意見をありがとうございます。与党

の政策担当者会議の後、引き続いて、これからの今後の基本的な問題で非常に大

事な御意見をいただきましてありがとうございます。 

これは４月の時点と、米国における同時多発事件の後を受けて、非常に環境も

変わってきたと思います。経済への影響もいい方向よりも、悪い方向になってい

くというのが大体大方の見方だと思います。 

こういう中で今回改革先行プログラムの全体像が大体固まりました。改革断行

内閣として、今後は御審議いただいた方向で本プログラムの詳細を速かにとりま

とめるとともに、このプログラムに要する国費１兆円を含めて補正予算のとりま

とめを行っていきたいと思います。 

こうした財政上の措置を講ずるほか、世界経済の今後の不透明の中で、内外の

情勢を絶えず監視・分析して、さまざまな状況の変化に、構造改革の推進を始め

とする新たな政策対応ができるよう、あらかじめ検討する必要があると思います。

諮問会議において、こうした点について速やかに、また精力的な御議論を今後

もお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

（竹中議員） それでは、総理御出発ですので、今日御指摘のありましたように、と

にかくまとめて、かなり長時間の時間を取りまして、全体の話をする会というの

を是非とも持たせていただきたいと思います。その中で今日挙げられた点、大変

重要だと思いますので、是非とも深い議論をしてきたいと思います。 

今日の御発言の中で、特に二次補正とかいうお言葉は注意していただいて、外

に出ないようにしていただきたい。議事要旨のときもそのようにさせていただき

たいと思います。 

あとの取り扱いはいつものようにさせていただきたいと思います。 

それでは、総理、お気を付けて。 

（塩川議員） 竹中先生、経済の見通しを修正されるというならば、もう日を変えて

でもいいですから。 

（竹中議員） もう１回やらないといけないと思います。 

（塩川議員） 同時に、石原君を呼んで、規制緩和はこれとこれとはできないんだと
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いうことをきちっと言ってもらいましょう。規制緩和をすると言うと皆納得する

んです。それを言うばかりでちっともやってないじゃないかというところにみん

な不満がある。 

（竹中議員）  来週に今おっしゃったようなことをもたせていただきたいと思います。

（牛尾議員） 中期問題までするときに、この問題を先に片づけないといけない。 

（竹中議員） ありがとうございました。気を付けて。 

（以 上） 
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