
平成 13 年第 30 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 30  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 11 月 27 日(火) 17:30～18:22 

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)予算編成の基本方針について

(2)中期経済財政計画（仮称）について

(3)その他

3．閉会 

（配布資料） 

○平成 14 年度予算編成の基本方針（案） 

○予算編成の基本方針の策定にあたっての留意すべき事項（有識者議員提出資料） 

○平成 14 年度予算編成の基本方針の策定に当たって（医療）（有識者議員提出資料） 

○構造改革の道すじとそれが目指す日本の姿（仮称）－概要（案）－

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 それでは、今日は官房長官と財務大臣が遅れられるということ、それ

と総理は最後の10分ぐらいおいでになるということでありますので、第30回の経
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済財政諮問会議を開催させていただきます。 

本日は、ありがとうございます。今日も時間は、１時間しかございません。カ

メラ撮りも特にありません。 

「中期経済財政計画（仮称）」についても大枠を御了承いただけるように審議

を進めていきたいというふうに考えております。 

今日は、２つの原案をお示しして議論をしていただくということであります。

原案につきましては、関係省庁に既に見ていただいておりまして、今、これを修

正しているプロセスだと思います。したがって、全部はまだ直っておりませんの

で、その点を御容赦いただきたいと思います。 

それでは、文章も含めた議論になると思いますけれども、重要な問題でありま

すので、どうぞ御議論をお願いいたします。 

○予算編成の基本方針について

（竹中議員） それでは、まず、予算編成の基本方針につきまして、その要点を原案

に沿って事務局から説明させます。 

（河出内閣府審議官） それでは、お手元の「平成14年度予算編成の基本方針（案）」

につきまして簡単に御説明をさせていただきます。 

まず、１ページ目でございますけれども、この基本方針は、３本の大きな柱か

らなっております。まず、Ⅰが「日本経済の再生に向けた構造改革の推進」とい

うことでございます。 

まず、我が国経済についてでございますが、平成14年度についても引き続き厳

しいながらも回復に向けて動き出すことが期待されるというふうに、１ページ目

の真ん中辺りに記述をしております。 

なお、具体的な来年度の経済成長率等につきましては、年末に取りまとめる「経

済見通しと経済運営の基本的態度」において示す予定でございます。 

次に「財政事情」、１ページの後段でございますが、我が国財政につきまして

は、御承知のとおりに、平成13年度末の国と地方を合わせた長期債務残高は、約

666兆円にも達する危機的な状況にあり、財政構造改革に着実に取り組む必要があ

るということを指摘しております。 

次に、２ページでございますけれども、日本経済の再生に向けての項目であり

ます。 

我が国経済は、厳しい状況にありますけれども、構造改革以外に日本経済の再

生を図る道はないということ。平成14年度は、この後、御説明いたします、仮称

でありますけれども「中期経済財政計画 構造改革の道筋とそれが目指す日本の

姿」。その初年度としての我が国経済の再生に向けたスタートとして位置付けら

れるということを記述しております。 

次に、２ページの後段からが、２番目の大きな主題であります「平成14年度予

算の基本的な考え方」でございます。 

平成14年度予算は、財政構造改革の第一歩として、「国債発行額30兆円以下」
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との目標の下に、歳出構造を抜本的に見直すこと。「５兆円を削減する一方で重

点分野に２兆円を再配分する」という理念を踏まえつつ、予算配分を大胆にシフ

トすることによって、経済構造の転換を促進するといったことを掲げております。

 また、３ページでございますけれども、「行政改革」に関しまして、国家公務

員の定員についても、メリハリのある定員配置を実現するとともに、全体として

は、国家公務員数の一層の純減を確保することなど。 

また、特殊法人向けの財政支出につきましては、一般会計・特別会計を通じま

して、１兆円を目標として大胆な削減を図るといったことを記述しております。 

また、３ページの後段でございますが、「税制改正等」につきましては、租税

特別措置の大幅な整理・合理化などを記述しておりますほか、連結納税制度につ

きましても、所要の財源措置を講じた上で、平成14年創設を目指し検討を進める

というふうに記述をしております。 

次に、４ページでございますが、３番目の大きな柱でありますところの「歳出

の見直しと構造改革の推進」でございます。これにつきましては、10項目を掲げ

て記述をしております。 

まず、最初の７項目につきましては、いわゆる「骨太の方針」に掲げられまし

た政策効果が顕著なものについて重点的に推進するとされている重点７分野につ

きまして記述をしております。 

具体的には「循環型経済社会の構築など環境問題への対応」「少子・高齢化へ

の対応」「地方の個性ある活性化・まちづくり」。５ ページの「都市の再生」「科

学技術の振興」「人材育成、教育」。６ページに至りまして、「世界再先端のＩ

Ｔ国家の実現」と、こういった７分野でございます。こういった分野ごとに具体

的な内容につきまして記述をしているところでございます。 

その次が、６ページの後段からでございますが、８番目が「社会資本整備」で

ございます。これにつきましては、公共投資関係費の前年度当初予算比10％の削

減。 

「特定財源の見直し」につきましては、自動車重量税を一般財源として活用す

ることなどを含め、そのあり方を見直すということを書いております。 

  また、後段でございますけれども「公共投資の重点化」。これにつきましては、

上水道、工業用水などの分野を含みまして、以下、関連する分野につきまして重

点化の方向性につきまして記述をしているところでございます。 

また、７ページでございますが、上から２番目の段落でございますけれども、

公共事業の効率性・透明性の向上などに向けた施策につきまして、施策を整理し

ているところでございます。 

次に、７ページの後段の「９ 社会保障制度」でございますけれども、医療制

度改革につきましては、現在、政府与党の社会保障改革協議会で議論がされてい

るところであり、近く最終取りまとめが行われる予定でもございます。 

その取りまとめの内容ですとか、先般、この諮問会議におきまして、民間議員

から出されました緊急提言、またこの後も、本日御提言があろうかと思いますけ
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れども、そういった内容も踏まえて、具体的な記述を次回の諮問会議でしたいと

思っておりまして、現在は「医療制度改革」につきましては、空欄にしていると

ころでございます。 

また、「年金の物価スライド」につきましても、所要の記述をしているところ

でございます。 

最後に、７ページの後段からが「10 地方財政」に関してでございますが、地

方財政計画の歳出の見直しにつきましては、国の財政健全化と歩調を合わせつつ、

地方財政計画の歳出について徹底的な見直しを行った上で、所要の地方財政措置

を講じることなどを記述しているところでございます。 

また、「国庫補助負担金・地方交付税の見直し」などにつきましても記述をし

ているところでございます。 

以上でございます。 

○中期経済財政計画（仮称）について

（竹中議員） それでは、一体として議論をさせていただきますので、続きまして、

中期経済財政計画についてお手元の資料に基づいて説明いたします。 

（坂内閣府政策統括官） お手元の資料をご覧いただきますと、主なポイントは以下

のとおりかと思います。 

まず、表題でございますが、例えば「仮称」と書いてございますが、「構造改

革の道すじとそれが目指す日本の姿」といった感じの表題かということでござい

ます。 

「はじめに」で、計画で明確な将来展望を示すことによって、国民の理解と強

い支持を得て、構造改革を強力に推進していくのだということを、まず一番冒頭

に申し述べております。 

それから、ちょっと飛ばさせていただきまして、２ページの真ん中辺でござい

ますが、まず「日本の経済社会についての現状認識」がこの辺りに書いてござい

まして、90年代の日本の脆弱な経済構造で、今後構造改革を進めない場合の問題

点、あるいはリスクといったことが、この辺に記述をいたしております。 

３ページでは、例えば、「限定的な社会活動」とか、あるいは「公的部門の非

効率性」といったことにも触れている訳でございます。 

４ページでございますが、下の方に「中期的な経済社会の姿」というのが出て

おります。構造改革を中心とする経済財政政策を推進することによりまして、中

期的には民需主導の着実な成長を実現するとともに、財政や社会保障制度を持続

可能なものに近づけることができるということを示しております。この辺りは、

先般御議論いただきましたモデルなども参考にして記述をしているわけでござい

ます。 

特に、財政面につきましては、財政構造改革を推進することによりまして、簡

素で効率的な政府を実現し、計画期間中の政府の大きさは、現在の水準を上回ら

ない程度とすることを目指す。さらに、いわゆる計画ということなんですが、計
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画期間の後も、計画期間と同程度の財政収支改善努力が続けられ、民需主導の着

実な経済成長が継続するということであれば、2010年代の初頭には、プライマリ

ーバランスは黒字化するのではないかと見込まれるということを述べておる訳で

ございます。 

また、改革の目的は、それのみではなく、国民がこの国に生きることに誇りを

持ち、世界の人々にとっても魅力のある国づくりを進めることにもあるんだとい

うことを示している訳でございます。 

また、５ページには、「新たな成長のエンジン」でございますとか、ＩＴ革命

でございますとか、そういったことも触れておる訳でございます。 

６ページの下の方に、（２）というところでございますが、「人を何より重視

する経済社会」。「経済成長や付加価値の源泉は人である」と、ここが、いわば

割合キーになる考え方かなということかと思います。 

９ページでございますが、ここから以下がやや具体的な政策の話になっており

まして、「構造改革を中心とする経済財政政策のあり方」ということで、「不良

債権問題の解決とデフレ阻止」「活力ある経済社会を目指した規制改革、制度改

革」「21世紀の政府のあり方」「社会資本整備のあり方」「維持可能な社会保障

制度」「地方行財政制度の改革」「経済運営との整合性」といったことを、それ

ぞれ掲げております。 

特に、「21世紀の政府のあり方」につきましては、これは10ページの（３）と

いうところでございますが、主要分野の歳出抑制の基本方針を述べておる訳でご

ざいます。 

10ページの一番下の方のところでございますが、下から２番目「今後、高齢化

の進展により、社会保障の面からは歳出増大圧力が高まるが、各分野における構

造改革により、国と地方の歳出を削減する」といったのがあります。 

それから、公共投資につきましては、さまざまなＰＦＩ等の活用も進めつつ、

そのＧＤＰ比を最終年度には、現在は５％強なんですが、ＧＤＰ比自体を、５％

を４分の３程度を目途に引き下げていくと。 

社会保障についても、そこに記述してあるようなことといったようなことでご

ざいます。なお、11ページ、12ページの各論のところが出ておりますが、この辺

は概要ということで項目などを示すにとどめております。 

また、全体として、いわばこの冊子の付録と言うか、参考資料として数値編が

付くということになろうかというふうに段取りしております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 牛尾議員からの御説明です。 

（牛尾議員） では、お手元に配布しております「予算編成の基本方針の作成にあた

って留意すべき事項」という民間議員４名の連名の２ページの書類を御参照願い

たいと思います。 

一番初めに、１．の「新たな政策決定のプロセスの下での予算編成」では、経

済財政諮問会議が発足してからの第１回目の予算が、この平成14年度の予算であ
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り、小泉内閣によって編成される初めての予算であります。新たな政策決定の枠

組みの下で編成される本格的な予算であるからには、「改革断行予算」に仕上げ

なければならないということを考えています。 

２番目の「小泉総理の改革ビジョンの確実な実現」では、既に小泉総理のしば

しばおっしゃる「国債発行額30兆円以下」「５兆円削減して２兆円を再配分する」

「抜本的な医療制度改革の実現」「特殊法人等に対する財政支出の１兆円削減」。

まだ、十分議論されていませんが、「国と地方の税財政制度の見直し」等が小泉

改造改革において、国民のビジョンとして挙げられているので、それが国民の目

に見える形で実行されているかどうかが非常に重要であります。やはり、本予算、

財政に対するアカウンタビリティーが必要である。 

３番目は、「経済活性化に資する財政支出改革」ということにおいて、やはり

「５兆円を削減して２兆円再配分」について、重点７分野、７つの改革プログラ

ムとの整合性が非常に問題であります。 

総合科学技術会議などを活用しながら、省庁横断型の予算編成がどこまで実行

されているかということも非常に問題でありますし、また、平成13年度の第２次

補正に関連して、４議員から提案の、従来の内容を排除して、民間投資を創出し、

就業機会を増大する、そういう「改革推進公共投資」の位置付けなどを指摘して

います。 

次のページで、４の「構造改革のための総合戦略パッケージ」では、「改革な

くして成長なし」という認識の下において、平成14年度は、予算のみならず、不

良債権処理、雇用創出プログラム、税制、規制改革、特殊法人等の改革などの問

題について、整合性を確保した上で、政策手段をフルに活用し、その前提におい

ての予算が非常に大事と指摘しています。 

また、税制についても、高齢化社会の進展という現実を直視して、昨日議論し

ました総理の指示に基づいて、平成14年度の予算編成後に、構造改革に資する望

ましい税制の姿について、本格的な検討を開始することが必要です。これは翌々

年ですが、その成果をできるだけ平成15年度の予算に反映するように総理からの

指示を受けて、経済財政諮問会議と政府税調の協力の下で、できるだけ早くに審

議を進め終了しなければならないと思います。 

５番目は、「経済と財政の整合的な運営」でありますが、今、坂政策統括官か

ら説明のあった中期の経済財政計画と短期の各年度予算が適切にリンクをして、

各年の計画のローリング作業と各年の予算編成作業が相互にフィードバックする

ような手法を確立しなければならないと思います。 

最後の６番目は、「国と地方の政府間関係の見直し」については、国・地方を

通じて効率的で真に役立つ予算とすることが非常に重要な課題であります。構造

改革を推進する上で、社会保障制度や地方財政制度などの制度的な仕組みのチェ

ックも重要であり、「望ましい予算の編成」が「適切な予算の執行・配分」「政

策効果の点検」といった流れの中で財政資金の効率化が非常に大事だという意味

では、国と地方の問題は、更に検討を具体的に深める必要があるということを問
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題提起してあります。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。もう一点、今、ブランクになっている医療制

度に関して、これは奥田議員からお願いします。 

（奥田議員）  お手元に、「平成14年度予算編成の基本方針の策定に当たって（医療）」

というものがございますが、これは前回説明してございますが、今はブランクに

なっておりましたが、正直言ってなかなか決まらないということで焦っている訳

です。 

医療制度の改革は、小泉内閣の構造改革の中でも非常に重要な課題であります

ので、最後になって申し訳ございませんが、我々民間議員の考え方をまとめたの

がこの資料でございます。 

良質で、効率的な医療を将来にわたって持続的に提供できるようにするには、

総理が指摘をされたように、全ての関係者が、三方一両損として、痛みを分かち

合うということが不可避であると考えております。 

国民に対して、患者自己負担増、あるいは保険料引上げなどの痛みを再び求め

る以上、逆に実効性のある医療費全体の総額管理制の導入、それから診療報酬の

相当程度のマイナス改訂、こういう痛みを分かち合うことが不可欠であるという

ように思っている訳でございます。 

併せて、政府におかれましても、医療サービス効率化プログラムの早期かつ計

画的な実施、それから改革の進捗状況の諮問会議でのフォロー、こういうものに

取り組む必要があると考えております。 

また、高齢者医療制度につきましては、各界から拠出金の廃止を含め、抜本改

革の要望が多数出されておりまして、引き続き、これについて具体的な検討を進

めて、財源のあり方を含め、真の改革に向けた検討スケジュールを明確にして、

早期に結論を得る必要があると思います。 

実情を申し上げますと、今週の政府・与党社会保障改革協議会で改革を先送り

することなく、国民が納得できる明確な方向性が示されるように、総理のリーダ

ーシップの下でこれを決めていただきたいというお願いでございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、２つの原案と今の民間議員のコメ

ントに基づいて、どうぞ自由に御議論をいただきたいと思います。 

どうぞ、平沼大臣。 

（平沼議員） 平成14年度の予算編成については、今、皆様から色々御意見がありま

した。経済の先行きというのは、当然のことながら、大変先行きが厳しいという

認識であります。財政制約というのが厳しい中での支出というのは、言うまでも

なく選択と集中というものを、いかにメリハリを利かしてやるかということだと

思います。そして、経済の活性化を引き出す。これが結果的に、財政健全化に寄

与することである訳でありまして、名目成長率のいわゆる安定成長というのは、

歳入増加をもたらす。そして、財政支出を好転させるということでありますから、

言うまでもないことですけれども、こういった形で選択と集中ということに力点
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を置いて効率よくやる、このことが肝要だと思います。 

（竹中議員） これは、具体的にここの書き振りを変えろとかということではなくて、

そういう精神でということで宜しいんでしょうか。 

（平沼議員） そういう精神でということです。 

それから、もう１つは、この「骨太の方針」の中で、ハードからソフトへの政

策手段の転換というのが、これが「骨太の方針」の第２章の２番目のポツで、硬

直性の打破という項目に載っているわけです。これが、平成14年度予算編成にき

ちっと反映されることが必要だと思います。中を見てみると、そういうことがあ

りますけれども、この「骨太の方針」で本当に完全な形でやられているかどうか

ということも、やはり検証する必要があると思いまして、やはりハードのものか

らむしろソフトなものに、足元の経済状況を考えますと、そういうことも留意を

しながら編成していかなければいけないと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございます。色々御意見あると思いますけれども、一点、

少し御議論いただきたいと思いますのは、中期の話です。中期の話の概要につい

ての６ページでありますけれども、プライマリーバランスをどのように扱うかと

いうことが、前回、前々回でいろいろ問題意識として出ていたと思いますが、こ

こでは６ページの上から４行目以下の書き振りになっております。特に、２ポツ

のところでありますけれども、「財政構造改革と民間需要主導の着実な成長の結

果、拡大傾向が続いてきたプライマリーバランスの赤字は縮小し、最終年度前後

ではプライマリーバランスの赤字のＧＤＰ比は○％程度に低下すると」。これは

これで良いんですね。こういうふうに数字を入れるということですね。仮置きに

なっているということですね。 

（坂内閣府政策統括官） 「・歳出の質の改善、歳出の削減などを中心に財政構造改

革を推進することにより、簡素で効率的な政府を実現し、計画期間中の政府の大

きさ（全体としての歳出規模）は現在の水準を上回らない程度とすることを目指

す。」 

「・財政構造改革と民間需要主導の着実な成長の結果、拡大傾向が続いてきた

プライマリーバランスの赤字は縮小し、最終年度前後ではプライマリーバランス

の赤字のＧＤＰ比は○％程度に低下すると見込まれる。さらに、計画期間の後も、

計画期間と同程度の財政収支改善努力が続けられ、民間需要主導の着実な経済成

長が継続するとすれば、2010年代の初頭にプライマリーバランスは黒字化するこ

ととなる。また、政府の債務残高の対ＧＤＰ比の動向も、同じ頃には改善すると

見込まれる。」 

「・2008年度頃には我が国の人口が減少に転じること、2010年～2015年度頃に

かけ、これまで労働力人口の中核であったベビーブーム世代が年金受給者となる

ことなどを考慮すれば、2010年代の初頭にはプライマリーバランスを黒字化する

ことが望まれる。」 

（竹中議員） この辺は、政府のスタンスとして非常に色々議論を呼ぶところだと思

いますので、この点にもし御議論がありましたらコメントをしていただきたいと
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思います。 

どうぞ、塩川大臣。 

（塩川議員） 私、遅れてきまして、会議の流れがわからないんですけれども、ちょ

っと申し上げさせていただきたいと思うんですけれども、今日の議題は中期経済

財政計画と平成14年度の予算編成の話ですね。 

まず、最初に中期経済の問題につきまして、先ほどもあったんですが、「構造

改革の道すじとそれが目指す日本の姿（仮称）」、こんなたらたらした話ではな

くて、構造改革の中期展望でいけないんでしょうか。先ほどもプライマリーバラ

ンスのところで、目標としてこんな程度だとおっしゃるけれども、「計画」なん

ていうのは、そんなぴちっと立てられないから、「展望」にしてくれと前からお

願いしておるんですね。それを、わざと計画だなんて書いて。これはもう「展望」

で良いではないですか。これは、はっきりとしておいてもらって、そしてプライ

マリーバランスは結構です。私は2010年ごろそうなると、国会でも答弁している

んです。５年や６年ではいかないということを言っていますから、2010年という

余裕は持てるかも分かりませんけれども、これで結構なんですが、これは是非ひ

とつやっておいてもらいたいと思っております。 

この道筋の中でちょっと気になりましたことがありますので、申し上げておき

たいと思っておりますが、「構造改革の道すじとそれが目指す日本の姿（仮称）」

の姿は、政府としては、実現に努めるべき目標であると書いていますね。間違い

ないですね、目標ですね、計画ではないですね。 

それから、民間部門に関する数値計画は、一定の政策を前提とした、将来展望

であると書いていますね。これで宜しいですね。私、ここは確認しておきますか

ら、計画と言われたら、私は、とてもしんどい。第一、平成15年度をどうするか

ということも、税収が平成14年度でどんと落ち込んできますから、ここからもっ

と落ちてくるかもわかりませんよ。 

それから、これの10ページのところだったか、公共事業のものがあるんです。

下の方のフレーズのところなんですが、「計画期間中、公共投資については、公

共事業の重点配分、コスト削減、ＰＦＩの活用等を進めつつ、そのＧＤＰ比を最

終年度には現在の５％強からその3/4程度を目途に引き下げる」。これ難しい書き

方してありますね。結局、４分の１削るということなんですね。これは、何か積

算の基礎があってこうなったんですか。結局2006年には、はっきり言って3.7％ぐ

らいにするということですね。これは、竹中先生、何か計算の基礎があったんで

しょうか。 

（竹中議員） その計画の問題も含めて、今のことをきちっと御説明しておいていた

だけますか。何故こういうことになっているかということですね。 

（坂内閣府政策統括官） 恐縮でございます。ありていに申し上げますと、今の10ペ

ージの数字のところでございますけれども、これは、従来、「骨太の方針」には、

欧米先進国の水準、ＧＤＰ比も参考にしながら中期的には下げていくというふう

に書いてあるんです。 
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（塩川議員） 10年で欧米並みですね。 

（坂内閣府政策統括官） 特に、そういうふうに具体的には書いていませんで、下げ

ていくというふうに書いてあるんですけれども。 

（塩川議員） そこは具体的に言っています。10年ぐらいかけてというのは、私は、

あのとき発言したはずですが、公共事業を急激に減らしていくということになり

ましたら、景気対策にもの凄い影響があるから断言させてくれと。だから、10年

で欧米並みということを申し上げたんです。欧米並みというのは、２～３％だと

いうことで言ったと思うんです。ですから、ここで明確に、2006年で3.7％にする

ということになってきたら、相当のスピードで削っていかなければならぬのです

ね。 

（坂内閣府政策統括官） これは、経済成長率が仮に２％ぐらいだったというふうに

しますと、つまりＧＤＰ比ですから、ＧＤＰの分母がどうなるかというのも関係

する訳でございますが、２％ぐらいだったといたしますと、来年は10％ダウンに

なります。その後は、４年間平均的に大体３％ぐらい削減でございます。という

ことでは、割合マイルドかと存じますけれども。 

５％強から４分の３程度という、４分の３程度というのは、つもりといたしま

しては、３分の２から５分の４の間ということなんだろうと思うんですけれども、

そういう意味ではかなり幅を持った表現ということだと思いますが、その真ん中

辺だけを言うと４分の３で３％ぐらいずつ毎年減っていくということでは、むし

ろ、欧米先進国にそのまま近づけてしまうというよりは、ややマイルドかと思い

ます。 

（塩川議員）  2006年では上回っているんですね。私は、10年で欧米並みの２％だと。

その計算の基礎があってこうやったんですね、分かりました。 

（坂内閣府政策統括官） だから、10年分まで、その先の方を言ってないということ

でございます。 

（塩川議員） それから、平成14年度の予算編成のものはどうなったんですか。 

（牛尾議員） 一緒にやっていますから。 

（塩川議員） やっているんですか、済みません、遅れてきてぶつぶつ言うのはいけ

ないんだけれども、平成14年度予算編成で一番問題は、結局、国債発行30兆円で

いくのかどうか、これは場合によっては割っても良いというのか、ここらの方針

はきちっとしておかないと、これはもう小泉政権全体の姿勢の問題とも絡んでく

るだけではなくして、私らの財務省としても仕事が非常に難しい、やりにくいと

ころがございますので。これは国債発行額を30兆円以下の目標の下と書いてある、

これは改革断行型予算であるということで位置付けて宜しいですね。でないと、

今日も閣議の後の懇談のときに言いましたね、あちこち「私はこう思う」という

言葉があったりしますから、これは一応統一はしておいてもらうということで宜

しいですね。 

（牛尾議員） 今日配りました民間議員資料にも、「国債発行額30兆円以下」「５兆

円削減して２兆円再配分」。こういうことを絶対示さないと駄目だということを
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確認しています。 

（塩川議員） 確認してくれていますね、５兆と２兆のもですね。 

（牛尾議員） はい。そこに、「抜本的な医療制度改革の実現」「特殊法人等に対す

る財政支出の１兆円削減」等も書いてあります。それだけは実行してほしい。で

なければ、国民に対しての説明がつかないです。 

（塩川議員） そうですね、それははっきりしてもらいたいと思います。ここが一番

骨ですからね。

（竹中議員） 今の点は、まさしく今回の基本方針の凄くコアの部分だと思いますの

で、恐らく皆さん強くその点は同意しておられるのではないかと思っております。

（塩川議員） それから、景気問題をいろいろまた言ってくると思うんで、ちょっと

辛抱してもらわなければいけないことは、公共投資の関係費用を前年度から予算

で10％削減すると、これで宜しいですね。この点は、ある程度認めてもらわない

と、骨太のときに概算要求のときにやったんですからね、これで間違いないです

ね。 

（牛尾議員） 税収が下がったら、それで済まないかもしれないのです。 

（塩川議員） それひとつよろしくお願いいたします。そうしますと、最後に聞いて

おいて欲しいことがあるんですが、これはいずれ閣僚懇でも一回相談したいと思

ったりもしているんですけれども、こうなりますと平成14年度の税収の落込みと

いうのは、かなりなものが出ますよ。それと、やかましく皆さん要望しておられ

たんで、連結納税、平成14年度にやらせるようにします。これは何としてもやら

せるようにしますから、そうしますとかなりな落込みが出てくる。付加税の取り

方が難しい、この付加税の取り方が難しいので作業が遅れてきたんです。もう１

つは、会社分割法がございましたね、あの法律が従来の税法の書き方と全く違う

書き方になっているんです。これに符合したものとして、連結決算法を作らなけ

ればなりません。ですから、大変ですけれども、もう十分な話をしました。それ

でやらすようにしました。そうすると、税収の落込みというのが相当出てくると

いうのは事実です。そうしますと、私は平成14年度に相当額の落込みが出てくる

と思うんです。そうしますと、予算が組めないとやかましく言われます。予算を

組もうと思ったら、何も80兆円でなくても予算は組めるわけで、それでも予算な

んです。ですから、もしかすると、今年の当初予算の80兆円を割るかも分からな

い、そうならぬように努力しますけれども、ということもあり得るということで

すね。そこを考えておいてもらわないと、それはもう80兆円割ったら駄目なんだ

と、対前年度ゼロ以下ではだめなんだと言われるようになってきたら、これはと

てもじゃないけれども責任持てない。だから、そこで30兆円ということは堅持す

るんだなということと、相関連したものとしてきちっと確認はしておいてもらい

たいということなんです。 

ここで、確認していただいたら、私は、その方針が政府としての方針だからと

いうことで通していきたいと思っております。 

（竹中議員） 私たちも税収不足が出るだろうというふうに思っておりまして、これ
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は相当きつい予算になると。しかし、それでも30兆円は守らなければいけないと

いうふうに思っています。その過程で、マイナス成長になるだろうというふうに

も見ております。そういう腹をくくった予算編成にするということは、多分かな

り幅広くここでは議論を合意されていると思っております。 

（牛尾議員） そのために２次補正で前もって３兆円とか４兆円が事業費ベースで出

る訳だから、その部分が救済になるだろうと考えています。 

（竹中議員） すみません。時間の制約があります。片山大臣お待たせしました。 

（片山議員） まず、表現の方を言わせていただきますが、平成14年度予算編成の基

本方針の２ページの２番目の５行目の『平成14年度予算では、「５兆円を削減す

る一方で重点分野２兆円を再配分する」』は結構だが、これは理念ですか。５兆

円を削って２兆円を増やすことが理念というのはおかしいのではないか。言葉の

問題です。 

（塩川議員） これは「方針」ですね。 

（片山議員） それから、６ページのＩＴ国家の実現で、「ネットワークの形成」の

後に電子政府、電子自治体の実現という言葉を入れてもらった方がよい。来年度

の重点目標なので。何で竹中大臣が落とされたのか私も良く分かりません。これ

は、来年の一番中心です。 

それから７ページの公共事業のところで、「入札制限（地域要件等）」、これ

は地元の土建屋を可愛がり過ぎるという発想ですけれども、この「地域要件」と

いうのを落としていただいて、過度の入札制限の見直しとか、そうしていただい

た方が良いと思います。官公庁の仕事には、中小企業を使えという法律もある。

だから制度を直してもらわないと駄目です。 

それから、最後に８ページの「地方財政計画の歳出の見直し」で、国の財政健

全化と歩調を合わせつつ、地方財政計画の徹底的な見直し、抑制となっています。

国の財政は健全化で、地方の方は徹底的見直しと抑制では、言葉のバランスが合

わない。だから、国の歳出の徹底的見直しと歩調を合わせとか、私が言っている

のは言葉ですよ。それで、御検討賜りたい。地方もやるのならば国の方も徹底的

に見直してください。国はもっと徹底してもいい。 

それから、「構造改革の道すじとそれが目指す日本の姿」ですが、私も「展望」

の方が良いかなと思います。中期展望か何かですね。それで、６ページのプライ

マリーバランスのところは、国民負担率の見直しとか何かという言葉を入れても

らう訳にはいかないですか。６ページの「効率的で持続可能な財政への転換」で

プライマリーバランスのことを真ん中に書いてありますね。プライマリーバラン

スを本当に確保するのならば、国民負担率の問題は、私は避けて通れないと思っ

ています。ストレートに書くのは具合が悪いので、それを国民の納得を得ながら

見直すとか、議論を起こすとか、何とかないと駄目ではないでしょうか。 

（塩川議員） 負担率ばかりだから、給付と負担を更に一掃厳しく見直しということ

ですね。 

（片山議員） そういう趣旨のことが何か要るのではないでしょうか。 
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それから、表現の問題だが10ページで「21世紀の地方のあり方」で「民間でで

きることは民間で」、「地方でできることは地方で」を原則には結構です。 

その次が、「官民の役割分担」。「民間にできることは民間で」の次に官民の

役割分担はあるけれども、「地方にできることは地方で」、国と地方の役割分担

はどこにもない。入れてください。同じく並べるのならば、官民の役割分担と国

と地方の役割分担があるべきです。 

それから、11ページで「国民負担のあり方」のところで、「例えば、地方の自

立や、将来にわたって持続可能な社会保障制度」と、これは国民負担のあり方を

言っている。負担と給付あるいは国民負担率、私はこの社会保障制度の構築の方

が先だと思います。具体的に問題があるのは社会保障でしょう。地方の自立で、

交付税をどっと増やそうと言うならば別ですよ。表現のお考えを賜りますように。

それから、その下の「21世紀にふさわしい税制」の中に同じことを何度も言っ

て恐縮なんですが、地方への税源移譲は「骨太方針」で書いた訳です。それが無

いのはおかしいでしょう。何もありません。ばらばらと書いてあるけれども、言

多くして中身なし。あれだけ大議論をして決めたのだから、それを位置付けても

らわないといけません。竹中大臣ともあろう方が。これは表現の問題でございま

す。 

（竹中議員） 御指摘を踏まえ検討をさせていただきます。 

（牛尾議員） 今の御指摘はみんな良いのではないですか。 

（竹中議員） では、吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） ２つあります。１つは、先ほどからの話にもあるように予算が厳しい

ということですから、それだけにメリハリを付けていただくということで、元々

「マイナス５プラス２」ということが言われてきた訳ですが、本日の我々のペー

パーでもそれが国民に分かる形で是非示していただきたいとお願いしている訳で

す。その前提として、この諮問会議でも如何にメリハリが付いたか。「マイナス

５プラス２」という方針がこういう形で具体的に実現されたということを、ある

段階で示していただけたらというお願いです。 

それが１つと、もう１つは大変細かいことになりますが、たった今、片山大臣

が言われていた地域要件なんですけれども、これは、私は、はっきり言って余り

合理性は無いと思います。つまり、地域振興というのはもちろん大切ですが、工

事をやるときの営業所の所在地で区切るというのは、この時代にどれほど合理性

があるのか。工事の現場で働く人たちはどこの会社がやっても結局ほとんど工事

の現場に近いところの人が雇用されるでしょうし、情報技術がこれだけ進んだと

きに地域要件を求めるというのは、私はそれぞれの県で自分の県で採れた果物を

食べろというのと余り変わらないんではないかという気がして、余り合理性が無

いと思います。 

（片山議員） それをやりますと、ほとんど大手が取ります。だから、それは、程度

問題です。どこまで地方の中小企業の土建屋さんを抑えて大手をどこまで入れる

か。私は、程度問題だと思うので、先生のように全部取っ払えと言ったら、もう
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中小は、ばたばたいきます。だから「過度の」というのを入れていただきたい。

「過度の入札制限」をと。 

（吉川議員） 地域要件の前に「過度の」と入れて、「過度の」は何を意味するのか。 

（片山議員） 入札制限等を、地域要件は書かないでも、みんな分かりますよ。 

（牛尾議員） 過度の入札制限にして、地方要件を除く訳でしょう。 

（吉川議員） いずれにしても、方向としては、地域要件を緩める方向でお願いした

いと思います。 

（片山議員） もちろん緩める方向で良いのですが、程度だと思います。全部大手が

取るようではやはり。 

（奥田議員） 総理がお見えになりましたので、重複いたしますが、医療のことにつ

いてお願いをしたいと思います。 

「平成14年度予算編成の基本方針（案）」の７ページで、９番の「社会保障制

度」の下の方の「医療制度改革」というのが空白になっています。何故これは空

白になっているかと言いますと、全然結論が出ていない。それで、今週の政府・

与党社会保障改革協議会で改革を先送りすることなく、国民が納得のできる明確

な方向性が示されるように、是非、総理にリーダーシップをとっていただきたい

ということをお願いしておる訳でございますので、よろしくお願いいたします。 

（塩川議員） 次回に出します。 

（奥田議員） 出てくるのはみんな両論併記ばかりですが、両論併記で出るんですか。 

（牛尾議員） 両論併記では基本方針にならないでしょう。 

（小泉議長） だから、出てきたら、１つにしなきゃならないです。 

（牛尾議員） それは、１つにしなければ。グレーという表現は無いのです。 

（奥田議員） 誰に聞いても、総理しか決めていただく方はないとおっしゃるので。 

（竹中議員） では、今のはそういうことで、平沼議員どうぞ。 

（平沼議員） 中期経済財政展望ですけれども、これは、言ってみれば小泉構造改革

の総まとめという形です。したがって、本当に国民が見て、明るく将来に希望が

持てるというトーンが絶対私は必要だと思います。それに向かっての道程として、

やはりこの規制の改革あるいは民間経済活性化対策というものを本計画と同時に

打ち出して、併せて、社会資本だとか地方財政あるいは社会保障、こういったも

ののシステムを見直すという形で国民が見てやはり小泉構造改革をこういうふう

にやって中期展望を見通した場合には、「我々としても明るい将来である。一緒

に協力しよう。」ということが読んで分かるような、そういうトーンで私はまと

めるべきだと思っています。 

（竹中議員） 一応、これは概要案でありますけれども、最終的には年内を目途に最

終をやるわけです。その辺は、文章表現も含めて、おっしゃるような方向にしな

ければいけないと思います。 

（牛尾議員） 文章表現の問題だけではなくて、平成14年度の初めての小泉改革にお

ける予算編成は、制度改革を伴っており、制度改革をするから歳出カットがきつ

くても我慢してもらう訳ですから、そのためには、今、平沼大臣がおっしゃった
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ように規制改革に何らかの結論を出さないといけない。特に、この間、総合規制

改革会議の宮内議長が出席したときの色々な案などでも話だけで全然政策として

決まっていない訳ですから、何とか予算編成までに少しでも決めて、こういうこ

とをするんだから厳しい歳出カットを耐えて欲しいということを伝えるアカウン

タビリティーが必要です。 

（竹中議員） 牛尾議員がおっしゃった今の議論は、どこに書くかという問題に関し

て言えば、中期の展望は中期の展望で、改革の工程表のフォローアップのような

形で、例えばおっしゃるようなことを12月に総合規制改革会議から色々出てきま

すので、それを受けてやる。前回サマリーのときに、私は、申し上げたと思うん

ですけれども、そういうような方向で一体化するというふうな。 

（牛尾議員） どこにも書かないのではなくて、平成14年度にできることは平成14年

度予算編成の基本方針にそれを書くべきだと思います。 

（竹中議員） 予算にその規制改革のことを書くかどうかというのはちょっと技術的

に検討させてください。そういう御趣旨は分かりますので。 

では、本間議員どうぞ。 

（本間議員） 今の点に関連する訳ですけれども、平沼大臣が御指摘のとおり、まず

５年のスパンで日本がどうなるか、明るいトーンで書くということは非常に重要

だと思うんですが、しかし、現在、国民が感じている今の動きに対しての感想と

いうのは必ずしも明るくない。平成14年度予算においても総理が一人苦戦をさせ

られている。非常に暗い形で、これはとっているわけです。 

その意味で、我々は、今日、留意すべき事項のところでお示ししたとおり、最

初に新たな政策決定プロセスの中で総理のリーダーシップあるいは説明責任がき

ちんと担保できるような形でやるべきだと思います。まさにプロセス自身を明る

くしていこうということです。それから総理がはっきりと政策ビジョンとして方

針を打ち出されておりますから、そこの部分のところについて、予算の中でこれ

が担保されているということを実現していくということです。まず、スタートの

ところを明るくしませんと絵に描いた餅になる訳で、絵空事になってしまうよう

なイメージを出してしまいます。平成14年度予算の基本方針のところにおいて、

どれだけきちんとしたものを出せるかどうかということが重要です。 

これは、塩川大臣がおっしゃいましたとおり、例えば、30日に医療制度のとこ

ろで玉虫色で両論併記みたいな話になりますと、この予算の基本方針のところに

どういう具合に事前に書くか。これは、今ペンディングで空白にしておりますけ

れども、これが決まりませんと予算は編成できません。時期的にもそれは前倒し

するような状況を作りませんと。 

（塩川議員） だから、私もこの前、竹中大臣に念を押しましたね。今日も自民党の

中がこんなになっているんです。ちょっと話をしているんですが、できれば30日

にまとめてくれるだろうと思うんです。もし、30日にできないようだったら、親

会議というのがありまして、与党社会保障協議会というのがあるんです。この部

屋でやるんですが、その場でもう決めてしまえと言っているんですけれども、そ
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こへ行かないうちに党内でのお話ですから、明日もう１回また当たってみて処理

をします。 

今のところは、どうも両論併記の空気なんです。それは、私はまずいと。そし

て、総理に裁断を下させるということは殺生な話だ。そんなことではなしに。 

（奥田議員） 申し訳ないことを言いました。総理に決断を、というのは。 

（本間議員） 今日、奥田議員から御報告していただきましたのは、これをそのまま

ここへ入れていただきましたら、きちんとした道筋になるということで、我々は

用意しておるということでございます。 

（奥田議員） 今、平沼大臣から言われた件ですけれども、この前の22日の日に、私

が一応ばらばらとしゃべった、塩川先生にも見ていただいたこの構造改革の先に

目指す日本の姿、日本経済再生シナリオは、要するに数字じゃなくてストーリー

で、小泉改革の後の日本は2010年ごろにこういうふうになりますよと、これを何

かうまく使えないのかなと思うんです。 

（塩川議員） そうですね。これは読ませてもらいました。ここに置いてあって、も

ったいないなと思って持って帰ったんです。これは公表されるんでしょう。 

（牛尾議員） まだ公表資料になっていないですね。 

（竹中議員） これは、諮問会議に出た資料だから公表されています。 

（牛尾議員） 集中討議のときには無かったのですね。 

（竹中議員） 最終の報告では、附属資料も含めて参考資料ということに当然なる訳

です。 

時間が無くなってまいりましたが、一応、先ほど申し上げた９ページのプライ

マリーバランスの考え方、それで平成14年度は国債発行額が30兆円でありますけ

れども、それ以降は政府の大きさが現在の水準を上回らない程度を目指すと、こ

れは大変重要なポイントだと思いますので、そういう書き方にさせていただきま

す。 

あとは、これの一番最後の12ページの（７）のまだ何も書いておりません「経

済運営との整合性」ということで、そもそも財政運営というのは景気が悪くなっ

たから景気を良くするためにやるんじゃないんだ、という非常に基本的な方針み

たいなことをここに書かなければいけないと思っております。これは、最後は、

文章として関係のところに全部お回ししますので、次回には、ここで総理から諮

問を受けて答申をするという形にしたいと思いますので、これは省庁で見ていた

だきますけれども、各大臣におかれましてもしっかりとここは見ておいていただ

きたいと思います。 

それと、名前についてはいろいろありますけれども、これは「展望」というこ

とで宜しいですね。サブタイトルが必要であればどう付けるかということはまた

総理、官房長官に御相談をさせていただきます。 

（平沼議員） 最後に１つ提言ですけれども、これはこれでまとめると一般国民はな

かなかプライマリーバランスなんて書いても良く分からない訳です。だから、小

泉改革でこれをやったらこういうことができますよと、そういう分かり易い解説
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書みたいなものを考えておかないと、我々は分かっても国民は分からないですよ。

（竹中議員） これは、一般向けのものを同時に出せないかとか、色々考えておりま

すので、また御相談に乗っていただきたいと思います。 

（塩川議員） この頃やたらに英語を使うようになりましたから。 

（小泉議長） プライマリーバランスなんて言っても一般国民は全然分かりませんよ。

（速水議員） 構造改革後の経済の姿というよりは長期的なビジョンというような言

葉が良いかと思います。それから、９ページに「日本銀行は本計画を踏まえつつ

適時適切」とありますが、「本計画」という言葉は止めてください。 

（竹中議員） これは、さっき申し上げましたけれども、中期経済財政計画という言

葉が骨太の方針の中に出てくるんです。我々は一応それを全部承認しているんで

す。それで、本文の中でこの計画を略称で呼ぶ箇所では「計画」ということでず

っと書いています。今日名前が正式に決まりましたので、これは書き換えます。 

特に、総理からほかにございますか。 

（小泉議長） 結構です。 

（竹中議員） それでは、時間でありますので、次回の諮問会議で先ほど申し上げた

ようなところに持っていきたいと思っております。 

記者発表等々は、いつものとおりでございますのでよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

（以 上） 
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