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第 23 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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た後、第 22 回諮問会議議事
録が諮られた。 
 
○改革先行プログラムについて 
（竹中議員）以前ご了承いただいた改革先行プログラム中間とりまとめについて、現段階

での修正案を説明させる。 
（内閣府審議官補足説明）前回からの主な変更点、資料1アンダーライン部分について簡

単に説明する。まず、1ページ目、「第１章  基本的な考え方」の後に「我が国経済
の現状」という箇所を挿入。2ページ目、3つの主要な目標、具体的には５つの柱とな
るよう施策を整理。3ページ目、「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」と表現。 
8ページ目、「証券市場の構造改革」について。証券税制については、議論の進捗

を受けて、「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、
税率の引下げ」等を内容とする所要の法案をこの臨時国会に提出するとした。９ペー
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ジ目、銀行の健全性確保のため、「特別検査は10月中に開始する」という表現に変更。
ＲＣＣ等については、不良債権処理と企業再建の関係についてもう少し調整したい。 
13ページ目、雇用対策のうち雇用保険対象外の失業者への対策に関し、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の未払賃金立替払い制度について、そ
の対象額の上限を引き上げる。「新公共サービス雇用」についても「ごみマップ」の
作成を追加。14ページ目、「中小企業等対策」について。「操業・計画革新の支援」
について、５年間に創業倍増という政府目標への支援策として、「創業者向け融資・
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等の支援の充実」などを書いた。15ページ目、建設業、
農林漁業についても、「下請けセーフティーネット債務保証の拡充」や「セーフガー
ド暫定措置等を踏まえた農林水産業の構造改革･再編整備の推進」、「農林漁業者等
への資金融通の円滑化」といった施策を書いている。 
16ページからが、現段階の補正予算の編成状況を踏まえ出している事業。例えば電

子政府では、「サイバーテロ対策の推進」や「ｅ！プロジェクトの推進」、「ITCity
構想の推進」等の施策を追加。「学校の情報化の推進」では、「大学等における教育
研究の情報化の推進」を挿入。「廃棄物処理施設の緊急整備」では、エコタウンなど
を念頭に置き「廃棄物のリサイクル施設の整備等の推進」を追加。17ページ目、「都
市再生・まちづくり、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、公務員宿舎の建替え等におけるＰＦＩの活用」、「地方公共団体のＰ
ＦＩ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」な
どを書いている。今後、補正予算の内容が固まり次第、項目の追加も含め、具体的に
したい。 

 
（塩川議員）「平成 13 年度補正予算の骨格」について説明する。我が国の経済は、4－6

月でＧＤＰの成長率がマイナスとなり、今後の経済見通しをどう見るかが一番の問題。
しかし、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」
を実行するとなると、１兆円程度の国費しかないので、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、従来の単なる公共事業による追加需要ではなく、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いる。こ
の基本的考えの下、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、現在補正予算の詰めの作業を行っている。 
補正予算の財源については、安易な国債増発に拠るべきではないが、臨機応変の対

応を行いつつも、財政の基本である「入るを量りて出ずるを制す」という精神を堅持
したい。それでは、補正予算の枠組みについて、主計局長から説明させる。 

（財務省主計局長補足説明）まず、歳入欄。「税収」は当初予算で見込んだ 50 兆 7,000 億
円から約 1 兆 1 千億円程度の減収。「公債金収入」は、国債 30 兆円以下という原則
の下、ぎりぎりまで発行したい。「前年度剰余金受入」については、(1)財政法６条
剰余金は、税収増等から 12 年度で 2,382 億円の剰余金が生じており、法改正し全額
を財源に。(2)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
を財源に。 
  歳出面では、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、厚生保険特別会計への繰り入れ、ＰＫＯの分担金等のその他の経費。改革先行
プログラムには１兆円を準備。雇用対策、中小企業対策、総理指示の６項目等につ
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いて、中身のある内容としてまいりたい。「狂牛病対策及び緊急テロ対策費 500 億円
＋α」とあるが、狂牛病対策は、農水省等の必要な取り組みに対応していきたい。
テロ対策については、国内治安対策を精査の上、計上する。地方交付税交付金は、
先ほどの 2,207 億円に加え、今年度の税収減に伴う特例的な補填として 400 億円程
度を計上する。 
こうした項目で、合計３兆円程度が追加されるが、既定経費の節減を努力する。公

共事業等予備費、通常の予備費も、各々3,000 億円、1,000 億円減額する。 
（塩川議員）正味使える金は１兆円ということ。１兆円の中身は、改革先行プログラムの

中に盛り込まれてくる。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について、本日の政府与党政策懇談会で承

認を得た。ただし、その承認には条件が付いており、それは、国内問題としての不
況が深刻化した場合でも 30 兆円の原則は守るものの、世界的な恐慌状況やテロ事件
等の深刻な状況になってきた場合には、臨機応変の措置は講じなければならないと
いうこと。改革先行プログラムの中身、１兆円の中身については、改めて説明をす
るということで、枠組みは認めていただき、作業を進める了解を得た。 
  そこでお願いしたいのは、経済財政諮問会議は、国の経済政策あるいは財政政策
の基本を審議していただく場。今まで 22 回開催したが、基本問題についての議論は
少ない。今こそ基本問題を十分に検討しなければならない。この補正予算を機会に、
平成 13 年度経済をどう見通すか。我々は経済成長をマイナスにはしないと言ってき
た。公約ではないが、世間では相当決意の高いものと見ている。経済の見通しにつ
いて、しっかりと政府として方針を持っていないといけない。同時に、14 年度の経
済運営をどうするか。経済構造改革が最優先政策であって、その枠内で景気対策を
講じていくのか。あるいは、景気回復と構造改革とは完全に並行するとするのか。
場合によったら、景気回復を優先し、経済構造の変革は後でいいのか。総理は改革
なくして景気回復なしという姿勢でおり、私もその方針だが、内閣として根本をし
っかりと決めてもらいたい。 
これからの経済の運営について、大事なのは規制緩和、構造改革。補正予算の発

表と並行して、こういう規制緩和をやるということを明示しなければならない。民
間保育をもっと開放してくれと言われているのに、まだやっていない。これは一例。
雇用の問題や農林関係についても、規制緩和をやると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、とにかく辛抱しろではついていけない。こういう問
題をちゃんと議論してもらいたい。40 分や１時間 10 分という会議では、本当に諮問
会議の趣旨が生かされない。実施設計は我々財務省でも行うが、そういう大きな問
題、基本設計をきちっと議論してもらわなければ困る。 

（竹中議員）時間が足りないというのは、そのとおり。別途土曜日、日曜日を使って集中
的な議論をやりたいが、今回は総理の海外出張の関係で、40 分には終わらなければ
ならない。今日というわけにはいかない。 
それでは、今財務大臣が御指摘になった、構造改革、補正予算、国債 30 兆枠、経

済の実態、雇用対策は、全部絡まってくる問題であり、幅広く自由に一通り発言いた
だきたい。 

 
○当面の景気と経済運営について 
（奥田議員）私も同感。現下の景況が悪くなる可能性は十分あるが、それに引きずられず、

総理大臣の指示どおり、30 兆円の枠の中で進めることは当然のこと。これから何が
起こるか、テロの問題とか、とんでもない破局的な局面になれば、それはそのとき
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に考え直さなければいけない。そういう理解で私は財務大臣と同じ意見。 
（牛尾議員）1 兆 1,000 億円税収が減れば、当然経済の見通しは変えなければならない。

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
問される。これに対する考え方をきちっと持つ必要がある。14 年度予算を我々はつ
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。14 年度の国債 30 兆というのは総裁選挙からの公約に近い
ものであるので、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ければ
ならない。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
財産売却によって不足分を補うという議論まで含め、補正に際しては、この１兆円も
本当に貴重で 14 年度につながるようなものにしないといけない。相当ここで腹を決
めないといけない。 

（吉川議員）先般閣議決定された基本方針では、財政構造改革について 2つの事を分けて
いる。１つは徹底的な中身の見直し。これについては、景気を言い訳にしてはいけな
いと書いてある。 

    もう 1つは、財政再建のペース。これは経済の動きをきちっと見て進めると書いて
ある。補正予算はとりあえず 30 兆円枠ということだが、前回の会議で財務大臣より、
経済の先行きは非常に厳しいという話があり、予断を持たないで考えるという発言が
あったが、それが正しいと思う。マイナス成長というのは、単に一時的な所得の減少
だけでなく、税収・不良債権・雇用に跳ね返り、悪循環になるのが一番怖い。これは
止めなければいけない。ただし、1％のマイナス成長ということで、直ちにばらまき
予算に戻ってはだめ。ここは構造改革の方針として守っていただきたい。しかし経済
の先行きは非常に厳しい。 
もう一つ、不良債権処理の問題について、政府として踏み込んで考えていただきた

い。これは２つの問題がある。1 つは、銀行部門全体の安定性の確保。もう 1 つは、
事業会社のリストラ。要注意先の査定を更に厳しくすべきで、この点日本銀行にも積
極的な役割を期待したい。 

（本間議員）補正予算の件で２点。基本的には塩川大臣のお話のとおりだが、まず、公約
的に重いのは、14 年度予算でいかに 30 兆円の枠組みを守るか。今回の補正で、来年
度 30 兆円の枠組みを守るためには、厳しい歳出削減が必要。１５か月予算的な発想
も必要。 
第２点は、政策決定プロセスが今の方法で良いかという、透明性も含めての問題。

骨太の方針、改革工程表、先行プログラムと成果は上げているが、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。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仕上げるの
か。政治的な問題もあろうが、整理が必要。総理の手法、諮問会議が両面から悪用さ
れる可能性もあり、これからどういう具合に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で、議論して欲しい。 

（塩川議員）14 年度は税収が大幅に減額になるかもしれない。税収が落ちた場合は、予
算規模を変える必要がある。今のこの機運を崩しては駄目。例えば、ある一定の行政
経費中の補助金を見直すくらいの気持ちが必要。 
それから、政策決定のプロセスは確かに努力不足。今までの部会のあり方では役人

が行って説明していたが、自分が乗り込んでいかないと。プロセスを変えないと意思
疎通できない。与党も時間をかければある程度理解してくれる。 
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（片山議員）来年度は中途半端なことではもたない。国有財産を処分して財源を捻出する
考えはその場しのぎ。この際、思い切った制度改革を。ピンチは逆にチャンス。1つ
は社会保障制度。1 つは特殊法人。もう 1 つは、国庫支出金に思い切った制度改革。
国庫支出金は、場合によっては全廃するくらいのつもりで。その代わり地方に権限や
仕事を渡す。みんなの意識転換とコンセンサスができるかどうか。 

（塩川議員）そういう気持ちが湧いてきた。 
（片山議員）皆さん全部の決意次第だと思う。 
（竹中議員）総理から御挨拶をいただきます。 
（小泉議長）非常に大事な意見をありがとうございます。４月の時点とは環境も変わって

おり、経済が悪い方向になるというのが大方の見方だと思う。 
こういう中で今回、改革先行プログラムの全体像が概ね固まった。改革断行内閣と

して、今後は、ご審議いただいた方向で本プログラムの詳細を速やかにとりまとめる
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
てまいりたい。 
こうした財政上の措置を講ずるほか、世界経済の先行きが不透明な中で、内外の情

勢を絶えず監視・分析し、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、予め検討する必要がある。 
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おねがい

したい。ありがとうございました。 
（竹中議員）ご指摘のあった、長時間で全体的な話をする会議はぜひ持ちたい。また今日

挙げられた点は大変重要なので、是非とも深い議論をしてきたい。 
ありがとうございました。それでは、総理、お気をつけて。 

 
（以 上） 


