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（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 12 月 10 日(月) 15:05～16:08 

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)緊急対応プログラム及び第二次補正予算について 

(2)平成 14 年度予算編成について 

(3)日本経済の現状と見通しについて 

(4)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○「緊急対応プログラム」の骨格案 

○平成 13 年度第２次補正予算の主な要望の概要（塩川議員提出資料） 

○「平成 14 年度予算の編成等に関する建議」のポイント（塩川議員提出資料） 

○内外経済の現状 

○平成 14 年度の経済の見通と経済運営について（有識者議員提出資料） 

 

 

（本文) 

○議事の紹介 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 13 年第 32 回）
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（竹中議員）  それでは、ただいまから第32回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日はありがとうございます。 

      

○日本経済の現状と見通しについて 

（竹中議員） 何名かの大臣が遅れていらっしゃいますので、順番を選ばせていただ

きまして、日本経済の現状と見通しについての審議を先に行わせていただきます。

これは来週、来年度の見通しを発表するに当たって、その前に議論を深めていた

だくということでございますので、それでは、担当の岩田統括官の方から問題提

起の御説明をさせていただきたいと思います。 

（岩田内閣府政策統括官）  それでは、御説明をいたします。 

  「内外経済の現状」という横長の資料がございますので、内外経済の現状をご

覧いただきたいと思います。 

    初のページにＯＥＣＤによる予測が入っておりまして、先進国の経済が2001

年、2002年にかけてどんな姿になるだろうかということでございまして、ご覧い

ただきますと、図の方で2001年の下期、現在がその下期になっている訳でありま

すが、日本経済についてはマイナスの2.3、かなり大きい落込みを見込んでおりま

す。これは７－９月期、10－12月期の数字ということであります。 

    2002年の上期になりますと、マイナス幅がやや縮小してマイナス0.9、2002年の

下期になりますと、プラスに転じて0.2になる。こういう姿をＯＥＣＤの事務局で

は見ているということでございます。 

    その前提として、アメリカ経済でございますが、アメリカ経済の方は、2001年

の下期にマイナス0.6になって、2002年の上期はやはりマイナス0.1ということな

のですが、下期に入ると3.8％という相当高い回復があるのではないかという見方

をいたしております。これが先進国であります。 

    米国経済の方をもう少し詳しく見ますと、次のページをご覧いただきますと、

1970年以降のアメリカの景気循環が書いてございます。現在、11循環の 後の落

込みの後退の局面ということが、先日ＮＢＥＲにより確認されました。政府から

独立の機関がアメリカでは景気循環の日付を決めております。今年の３月から後

退期になったということで、３月の時点から黒く塗り潰してございます。 

    過去の後退期と比べて今回の後退期がどんな特徴があるだろうかということを

申しますと、まず落込みの幅なのですが、仮にＯＥＣＤが予測しているような落

込みの幅だといたします。そうしますと、ＯＥＣＤでは年で見ますと、2001年も

2002年も、実は、プラスでございまして、2001年が1.1、2002年が0.7というのが

１ページ目の枠のところで書いてございますが、そういうことで年を平均してみ

ますと、実は、それほど大きい落込みでないということが見て取れるかと思いま

す。過去の平均の落込みは、マイナス1.2％というのが年率での落込みでございま

すので、恐らく今回の落込みは、過去の平均と比べると落込み幅は少し小さい。

ただし、期間はどうかと言いますか、過去の平均が11か月ということでございま

すが、恐らく来年３月の時点ではまだ回復の姿がはっきりしていないだろうと予
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測されております。私どもも夏以降ではないかと考えておりまして、夏になれば

はっきりしてくるということでございますので、幾らかその期間は長いものにな

るんじゃないか。ただし、落込みの幅自体は少し小さい、これが今回の特徴では

ないかと思います。 

    ３ページ目が、その理由をもう少し分解したものでございますが、過去の景気

後退の局面と比べますと、実質の個人消費が非常に強い動きになっておりまして、

後退期にもかかわらず、まだ伸びている。 

    右の方に実質可処分所得の動きが書いてございますが、この５の辺り、盛り上

がっておりますが、戻し税の効果でございます。特に、 近の動き、６月目で目

立ちますのが、その下の自動車販売台数でありまして、10月は2,114万台という史

上 高の伸び率になっております。これは、ＧＭとかフォードとか、ゼロ金利で

自動車を販売する。１台当たり30万円くらい割引をして売っている。これは、実

は、赤字覚悟の販売だそうでありますが、１月くらいまではこれが続くだろうと

言われておりまして、言ってみますと、テロがありまして、それに対してアメリ

カのビジネスも一所懸命頑張って、価格を下げて、個人消費を必死に下支えして

いるという姿が表れていると思います。 

    いずれにしましても、個人消費、あるいは実質の可処分所得が高い水準にござ

いますので、これが言わば景気の落込みを相当防いでいるということが言えよう

かと思います。 

  ４ページの企業部門を見ますと、従来の景気後退と大体同じような落ち方をし

ておりまして、まだ回復の動きが出ていません。生産を見ましてもそうですし、

雇用者の方を見てもそうだと。失業率が5.7％まで、日本よりも高いところに上が

っているというのが今の姿であります。 

    以上が、世界経済についてでございますが、５ページは日本の経済で、ＧＤＰ

の数字が発表になりました７－９月期の数字、前期比で見ますとマイナス0.5、下

の方は前年同期比と書いてございまして、これもマイナス0.5でございます。この

両方の動きをご覧いただきますと、前年同期比の方がどちらかと言いますと、景

気の転換点を見るには前期比で見た方が良く分かるのでありますが、経済の傾向

としては、99年の４－６月期から回復を始めて、恐らく10－12月期に景気の山が

あったんじゃないかということが言われておりますが、そういう姿は、前年同期

比の方が分かり易いということが見て取れようかと思います。 

    次のページをご覧いただきますと、今回の特徴は、設備投資が意外に強かった

ということでございます。ただし、設備投資の動きを良く見てみますと、ここで

は前期比と前年同期比で今回のＱＥの設備投資の動きが書いてございます。前期

比でも1.1％増。前年同期比でも3.8％という姿になっておりまして、私ども考え

ていたよりもやや強い数字が出ております。 

    しかしながら、これは手離しで喜ばれているのかと言いますと、そうではない

と私ども考えております。それは、例えば、ここに書いております資本財の出荷

の数字、これは言ってみますと、設備投資の供給側を表す数字であります。ＱＥ
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の方は需要側の数字を使っておりまして、需要側の数字ではやや強い数字が出て

いる。ただし、供給側の数字を見ますと、これは、前期比で見ましても、前年同

期比で見ましても、かなり大きい落込みになっております。需要側の数字には、

恐らくサービス部門等の特殊な要因が働いて、少し強目の数字が出ているのかと

判断しております。 

    次の７ページでありますが、設備投資とは逆でありまして、今回ＱＥで出まし

た民間の 終消費、個人の消費が非常に大きく落ち込んでいるのですが、これは

やや落込みを過大に、少し強くマイナスが出ているのではないかというふうに判

断しております。 

    例えば、前期比でご覧いただきますと、ＧＤＰの前期比の動きは非常に大きな

振れを示しておりまして、私ども消費総合指数というのを作って、ある種の総合

化を行って消費を判断しているんですが、これを見ますと、微減しており、必ず

しも第３四半期、マイナス1.7という大幅な落込みではないということが分かりま

す。 

    また、前年同期比でご覧いただきますと、前年同期比で見た個人消費の落込み

というのは、マイナス0.2％ということでありまして、私ども消費については弱含

みという表現を、これまで月例報告で行っておりますが、こちらの方にどちらか

と言えば、私どもが想定してきた動きに近い。 

    さらに、雇用者報酬につきましても、前年同期比で見ますと、僅かですけれど

も、プラスになっておりまして、これもやや前期比でみてと違う。ただ、雇用者

所得については、前期比相当落ち込んでおりますので、これは注意すべきだと考

えております。 

    その次は、旅行でございますが、テロの影響で相当海外旅行が減ったというこ

とがございます。確かに海外旅行の方は金額で見ましても、半分くらいになって

いる。この時点では、国内の旅行もやや落ちているということでありますが、景

気ウォッチャー等を別途調査しておりますが、ホテル等が週末、東京あるいは大

阪等では満杯になっていて、従来よりも予約の率が高いとか、あるいは温泉等が

満杯になっているということがありまして、相当国内旅行に振り替わっている面

があるのではないかと考えております。 

    一番 後のところをご覧いただきたいのですが、今後の景気の回復の姿がどう

なるのか、現在は後退期にあると考えられますけれども、これは今回出しました

「経済財政白書」で御紹介した点であります。今回の99年４月から始まります景

気回復期というのは、戦後の回復期では一番短かったということが言えます。そ

の回復力も も弱かったということでありますが、この後退局面からどういうこ

とを要因として回復に向かうのかということで、３つほど挙げてございます。 

    １つは、米国経済が回復する。恐らく夏以降回復してくる。それに伴って輸出

が回復してくる。 

    同時に、日本の在庫調整でありますとかが、進展してくるということがござい

ます。設備投資についても、恐らくストック調整が進んでくるであろう。 
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    さらに、構造改革についても、部分的にしろ、その効果が表れてくるのではな

いかということでありまして、2002年度の後半、ちょうど来年の今ごろ、10－12

月期ということになりますが、その辺りから回復の動きがはっきりしてくる。た

だ、その回復の力がどのくらい強いかということは、構造改革がどこまでうまく

進むか。特に、不良債権の問題でありますとか、そうした問題がきちんと片づい

ているのかどうか。また、米国のテロ事件、今、非常に良い方向に向かっており

ますが、これがどうなるかということに依存しているというふうに考えておりま

す。 

    以上でございます。 

（竹中議員）  ありがとうございます。各大臣お揃いでございますけれども、予定を

入れ替えまして、先に日本経済の現状の議論をさせていただいております。来週

の前半に、来年度の政府経済見通しを作成するに当たっての基礎的な議論という

ことであります。 

    吉川議員の方からコメントをいただきます。 

（吉川議員）  それでは、お手元に民間議員４名の連名になっております「平成14年

度の経済見通しと経済運営について」という２枚紙がございますので、これに基

づきまして、我々民間の議員で話し合ったコメントを述べさせていただきます。 

    まず第１に、14年度経済の見通し、中心的なシナリオとしては、本年度は約１％

程度のマイナス成長と見込まれている訳ですが、そこから穏やかながら回復の方

向に向かうのではないかと私どもは考えております。 

    ただし、後に述べますような幾つかのリスク・ファクターがあることから、こ

うした中心的なシナリオが必ずしも実現しないということは十分にあり得るので、

その点に政府としては是非とも御留意いただきたいということであります。 

    また、政府の経済見通しというのは、経済運営の前提であると同時に、民間の

それとは異なって、達成されるべき目標の意味合いも幾分かは持っている。これ

は政策との関係などですから、当然、そこに目標としての意味合いも出てくる。

この点に注意して策定してください。 

    しかしながら、いわゆる政治的な配慮ということから数字をいじるのは良くな

い。この点は、是非とも客観的に見通しを立てていただきたいということであり

ます。 

    14年度経済というのは、マイナス１％程度の今年度の経済から緩やかながら回

復の方向に向くという訳ですが、プラスの材料とマイナスの材料が当然ある訳で

あります。これを次に列挙しております。経済見通しのポイント、（１）のプラ

ス要因、（２）がマイナス要因ということで書いてあります。この点は、先ほど

既に岩田内閣府政策統括官から詳しくお話があったので、余り立ち入りませんが、

おおまかに言えば、プラス要因は、１つは、アメリカ経済が来年度後半には立ち

直ると現在見られていること。これは日本経済にとっても大変大きな追い風にな

るであろうと考えられます。 

    それから、補正予算も含めて、来年度予算、中身を大胆に見直すということで
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ありますから、その点の効果ということも期待できる。そのほか在庫調整といっ

たようなものもプラス材料として考えられる。 

    他方、マイナス要因としては、次のページまで書いてありますが、消費が非常

に冷え込んでいるということがございます。この点が懸念材料としてあるほか、

設備投資の方もまだ懸念材料、不安材料は消えないということが書いてございま

す。 

    以上、プラスとマイナスの要因を挙げた訳ですが、これはいずれも循環的な要

因というものであります。このほかに２ページの大きな（Ⅱ）として、循環的な

要因以外の大きなリスク要因がある。これは言葉がちょっと乱暴かもしれません

が、「地雷」といったようなものかもしれません。これを踏んでしまうと大変な

ことになる。せっかくの中心的なシナリオが実現しないことになってしまうとい

った地雷のようなリスク要因が幾つか考えられる。 

    まず第１には、不良債権の問題に伴って、金融制度全体が揺らぐ金融のシステ

ミック・リクスと呼ばれるものがある。こうしたリスクもゼロではない。この点

は未だに消えていないのではないか。 

    第２には、構造改革が進むに従って、倒産・失業者がどんどん増大していく。

この点もある程度は見込まれている訳ですが、勿論、ものには限度というのがあ

る訳ですから、十分に注意を要する。 

    ３番目として、そうしたことが消費に対して余り大きなマイナスを与えるよう

ではいけない。消費というのはＧＤＰの６割を占める項目であります。ですから、

500兆円の経済で300兆円は消費である訳でありますから、消費が経済に与える影

響というのは常に留意する必要がある。 

    また、デフレというのもやはり大きな問題で、そのために債務者の負担が大き

くなる。債務者というのは、大きく言えば国と企業ということであります。家計

は全体として言えば債権者でありますが、債務者である企業、国を脇に置きます

と企業が債務者なんですが、これは言ってみれば、経済の乗り物のようなもので

すから、企業が動かないと経済は動かなくなってしまうという問題があります。

この点も、やはり引き続き大きなリスク・ファクターとしてある。 

    後に、低成長によって税収が減収するということから、財政に対する信認と

いったようなもの、これも今後留意しなければならない。 

    ここに挙げたようなリスク要因というのは、先ほど挙げました循環要因とはま

た別の、言ってみれば地雷のようなものである。 

    それを踏まえた上で、同じページの（Ⅲ）に今後14年度に向けて政府として経

済政策運営を次のようなところに是非とも気を付けていただきたいということが

挙げてあります。これは、当然ですが、たった今述べました非常に大きなリスク・

ファクターがある訳ですから、これを顕在化させないというのは、これは言わず

もがなですが、大変重要なポイントであります。そうした地雷は、絶対に踏まな

いように注意深い政策運営というのが必要になるということであります。 

  具体的に言いますと、「・」の順番が逆になるかもしれませんが、真ん中の「・」
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がデフレスパイラルに陥らないように、金融の制度全体が揺ぐようなシステミッ

ク・リスクということは絶対に顕在化させないよう危機対応というのをしっかり

する。デフレに対しても、政府、日銀がいっそう一体となった取組が必要だとい

うようなことが書いてございます。 

    また、そのほか、こうした経済の厳しい中ですから、予算につきましても、14

年度予算が現在編成されている訳ですが、是非とも内容の見直しということを極

限まで可能な限り進めていただきたいということが書いてあります。 

    後は、構造改革というものの重要なポイントは、やはり経済を活性化すると

いうことでありますから、規制改革等を徹底して、これによって潜在的な需要を

喚起するということが大変重要なポイントだろうと思っております。これは、政

府としては金は一銭も掛からないということだと思いますが、是非ともお題目だ

けではなくて、徹底した規制改革によって民間の需要を喚起していただくという

ことが必要だと我々は考えております。 

    こうした構造改革への断固としたコミットメントが、経済を活性化させ、成長

期待を高める。それによって民間の消費や投資を拡大するということが大切だと

我々は考えております。 

    以上です。 

（竹中議員）  ありがとうございます。時間が限られておりますけれども、ひとつ集

中的に、来年度の経済の現状について御意見をお聞かせいただきたいと思います。 

    速水総裁。 

（速水議員）  今、吉川議員のおっしゃったことと、私どもの見方もほぼ同じだと思

います。現状は、かなり、調整は厳しさを増してきて、生産の大幅減少の影響が

消費に及び始めている。こういうことで、デフレスパイラルに陥らないかどうか、

極めて注意深く情勢を見ていく必要があると思っております。 

    先行きにつきましては、厳しい調整過程を辿ることは不可避だと思いますし、

明年度も良くてゼロ近傍の成長ではないかというふうに思っております。 

    低成長とともに、その論理的な帰結として、ある程度の物価下落は避けられな

いと思います。 

    その間の政策課題としては、デフレスパイラルを回避して、今の金融緩和を継

続して参ります。 

    政府の方でも、財政面の工夫や雇用セーフティーネットの整備その他を実行し

ていっていただく必要があるというふうに思っております。構造改革の効果が少

しでも早く出てくることで金融緩和の効果が出てくることを期待しております。 

    以上です。 

（本間議員）  民間４議員でまとめたとおりの基本認識を持っている訳ですが、とり

わけ来年前半の経済運営をどのように進めていくかということが非常に重要なポ

イントだろうと思います。後半は、外的な環境条件も改善していくということも

予想されますので、ペイオフ等も含めて、この段階をどのように乗り切るかとい

うことだろうと思います。 
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    その際に、やはり予算の運営、執行に対して、非常に工夫が要るのではないか

ということであります。 

    お手元の民間４議員のペーパーの別添に「13年度２次補正と14年度予算につい

て」というメモを付けております。ここで言いたいことは、従来の執行運営をい

たしますと、とりわけ１－３に不安定化要因を、今、内在的に抱えておりますし、

14年度に入りまして、４－６、７－９の予算執行がかなり遅れるというのがこれ

までの傾向でございます。したがって、４－６、７－９等の契約発注等をどのよ

うにうまくつないでいくかということが経済運営として非常に重要であります。

この点13年度の２次補正と14年度予算、これの15か月予算的な執行というものが

必要になってくるだろうと思います。 

    実は、平成11年度に15か月予算を編成してうまく乗り切ったという良い例がご

ざいますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

    もう１つは、先ほどの吉川議員の報告の中にもありましたけれども、公共投資

等の質的な改善を通じて民間の投資等を誘発していくということにおきましては、

どのように効果が改善したかということを目に見える形で示しながら経済への実

態効果というのを強めていくということが必要になってくると思います。 

    ３年前から、情報公開法もありまして、コスト・ベネフィットの試算を、かな

り包括的に国土交通省を中心にしながらやっていただいていると思います。14年

度予算編成にあっては、このように費用対効果の試算、シミュレーションという

ものが十分に予算に反映されているということを、是非、国民に知らしめるよう

な内容にしていただければという具合に思います。そのことが経済効果を高めて

いく上で有効だということであります。 

    以上、２点指摘させていただきました。 

（竹中議員）  奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員）  私は、ちょっと別の点からお願いしたいんですが、吉川さんのペーパ

ーにもございましたが、消費が増えない、消費が増えないから、あらゆるものの

ところへ波及して、設備投資もやらない、ということになる訳ですが、その消費

マインドの後に住宅取得マインドというのが書いてあるんですが、 近のいろい

ろな政策なんかを見ていると、住宅投資というものに対して、インセンティブを

どういうふうに付けるかという、そういう政策が余り具体的にあちらこちらで出

てきていないという話があって、住宅投資は何か忘れ去れたような感じになって

いると思います。ですから、もうちょっと、14年度の予算もそうですが、とにか

く日本で都市に、特に、中都市あるいは大都市近郊の住宅取得というものを、進

められるような税制なり、あるいは規制改革、こういうものを中心的に取り上げ

てやっていくということが、結果的に内需拡大というものに結び付く唯一の方法

ではないかと思っています。それ以外のところでは、多分ないのではないかとい

うような感じがするんです。 

（竹中議員）  ありがとうございます。経済の見方というよりは、どちらかというと

政策的要望もかなり出されたと思いますけれども、後の予算のところに絡むと思
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いますので、時間の関係で次のテーマに行かせていただいて、また後で議論をさ

せていただきたいと思います。 

 

○緊急対応プログラム及び第二次補正予算について 

（竹中議員） 次に議論をさせていただきたいのは、緊急対応プログラムと、第２次

補正予算の問題であります。お手元の「『緊急対応プログラム』の骨格案  内閣

府」というメモがありますけれども、緊急対応プログラム、今週の末、金曜日ぐ

らいにまとめるべく、これから作業を本格化させますけれども、その骨格につい

て御意見を伺いたいと思います。 

    まず、基本的考え方。１番目の景気認識につきましては、今の皆さんの議論を

反映させていただきたいと思いますが、１の（２）の「緊急対応プログラムの考

え方」としましては、この第２パラグラフに書いておりますように、「同時多発

テロ事件後の経済環境の急激な変化を踏まえ、『改革なくして成長なし』との決

意の下、構造改革をより一層加速しつつ、デフレスパイラルに陥ることを回避す

るため、今般、緊急に対応すべき施策からなる『緊急対応プログラム』を策定し、

第二次補正予算の編成を行うこととした」。これが、基本的な考え方になろうか

と思います。 

    あと、その基本方針等々が書かれております。大きな２では「構造改革のため

の社会資本の整備」。これは補正の中身でありますので、後で財務省の方から御

報告をいただくことになっております。それを踏まえまして、３番目の「緊急対

応プログラムの効果」というところ。これから議論をする訳でありますけれども、

その効果を表示させていただきたい。 

    第一次補正予算のときは、雇用創出という形で、主たる効果を測りましたが、

今回社会資本の形成が中心ということでありますので、マクロ的な総需要刺激の

効果等々が、その中心になるのではないかと思われます。こういう考え方で、と

りまとめて良いかということを後で御議論いただくとしまして、この第二次補正

予算の内容につきまして、塩川議員から御説明をいただくことになっております。 

（塩川議員）  では、私の方からペーパーを用意させていただいたと思いますが、ま

ず第１に「都市機能の一層の高度化・国際化」ということをテーマにしたことと、

「環境に配慮した活力ある地域社会の実現」、あるいは「科学技術・教育・ＩＴ

の推進」、これはもうありきたりなことでありますけれども、それから「少子・

高齢化への対応」。こういうことを、骨太方針から拾い出しまして、一応主要な

要項として出したものでありますが、これを主計局長から説明してください。 

（林財務省主計局長）  第二次補正予算、11月26日に総理の御指示がございました。

それで、11月30日に各省庁から要望が出てまいりまして、現在、ヒアリングを交

えまして、精査・検討しております。 

    計数につきましては、今暫くお時間を頂戴したいと存じますが、主な要望事項、

各省庁から出てまいりましたものを、今、大臣のおっしゃられた項目について整

理いたしますと、そこにあるようなことでございます。 
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    都市機能につきましては、そこにございますように、外郭環状道路などの大都

市圏の環状道路の整備、あるいは羽田空港、中部国際空港など、大都市圏の国際

交通、物流機能などの要望が出されておりますほか、あと街路事業でありますと

か、渋滞対策、ボルトネック踏切の解消など、こうしたものを民間投資を誘発す

る公共事業ということで要望が出てきております。 

    ２番目の「環境に配慮した地域社会の実現」ということでは、地方の自主性を

活かす統合補助金による事業ということで、街づくり関係でありますとか、ある

いは今回初めてでございますが、農林水産関係の施設費の統合補助金が要望とし

て出されております。 

    そのほか、一次補正に引き続きまして、廃棄物処理あるいは自然共生型事業と

いうことで、蛇行河川の復元でありますとか、あるいは藻場、干潟の再生に向け

た事業等が出ております。 

    ３番目の科学技術・人材育成、ＩＴですが、大学施設あるいは国立研究所、独

立行政法人等の研究機関の施設整備が中心になっております。 

    学校の情報化、あるいは電子カルテ等の医療のＩＴ化、地域の情報化、こうし

たＩＴ関連施策についても要望が出されております。 

  ４番目の少子・高齢化ですが、これは特別養護老人ホームあるいはケアハウス、

保育所等が中心になっておりまして、公共事業におきましては段差の解消とか、

バリアフリー化などの整備について要望が出されております。 

  現在、これらの要望につきましては、民間投資の創出、就業機会の増大に資す

る事業かどうか、事業の早期執行が可能かどうか、あるいは経済へ即効性がどう

かというような点に着目して行っているところでございまして、国費2.5兆円に対

しまして、事業規模は４兆円程度は確保したいと考えております。 

  いずれにしましても、現在、精査を行っておりまして、緊急対応プログラムの

とりまとめに間に合うよう、計数面でも、とりまとめを行ってまいりたいと思っ

ております。 

  よろしくお願いいたします。 

（塩川議員）  これに関連しまして、私、 近ですけれども、都市銀行の大手の方で

すが、２行の責任者と話をし、また中小関係の金融機関がございまして、この話

を直接電話で色々と状況を聞いてみたんです。そうすると、都市銀行はもう資金

需要が一杯で使いようがないと言うんです。これは弱った話だと思うんです。私

が、そのとき頭取との間で申し上げたのは、予算の資金は十分ではないから、せ

めて中小企業とか一般企業が、金をたっぷり融資してもらって、たっぷり金を流

して、融資をがんがんやってもらうという方法を取りたいと思うんで、その資金

需要を受けてくれるか、というような意味で言ったんですけれども、そんなこと

言ってもうちは手一杯だという話なんです。そうしますと、これからの経済政策、

いわゆる先ほど吉川先生がおっしゃった問題点で、このリスクは確かにプラス、

マイナス両方にあると思うんですが、この面をどうしたら良いのかということが

１つなんです。これが、どうも私は行き詰まってしまって、何か良い知恵ないか
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ということが１つです。 

  もう１つ、住宅投資をおっしゃいましたね、これは本間議員ですか。 

（福田議員） 奥田議員でしょう。 

（塩川議員） 奥田議員がおっしゃって、今、党の税制の方で交渉しているんです。

調査会長だとか、それから有力な顧問の人にしているんですが、なかなか住宅減

税のことは言うことを聞いてくれそうもないんですけれども、しかし、これは粘

り強くやってみたいと思っております。 

    それと、住宅関係の資金、これも何とか増やして、十分出したいと思っている

んですが、なかなか、そううまいこと話合いがまとまっていかないので困ってい

るんですけれども、その１つは、住宅に対する贈与税なんです。３党ともこの要

望をしていますんで、これでやってくれと。自民党の要望は、大きいものを出し

ているのだけれども、麻生さんなども大きいものを言っているのですが、そうで

なくても保守党、それから公明党は、何らかの住宅贈与税をやれということで、

これは何とかやっていきたいと思っておりますので、その点でこの諮問会議の方

もひとつ認識と御支援をお願いしたいと思っております。 

（竹中議員）  ありがとうございます。話が予算の話と政策、その他の話にちょっと

広がっておりますので、時間を考えまして、大変申し訳ないんですが、もう１つ

のテーマであります、平成14年度の予算の話を先に簡単に主計局長の方から御説

明をいただいて、それでまとめて議論ということで宜しいでしょうか。 

                              （「はい」との声あり） 

（竹中議員）  では、どうぞ。 

（塩川議員）  その前にちょっと。財制審から、これだけは是非ひとつやってくれと

いうことで、社会保障とか公共事業とか地方財政、それから科学技術と、ずっと

13項目出してきましたので、この経済財政諮問会議でどのようにこれを取り上げ

てもらうか、あるいはどういう議論があったかということをいずれ報告しなけれ

ばなりませんので、一つこの件につきまして、十分に御検討をお願いいたしたい

と思います。 

 

○平成 14 年度予算編成について 

（林財務省主計局長）  14年度予算編成作業につきましては、諮問会議で12月４日、

いわゆる基本方針を決定されました。これに基づきまして、現在、個別分野の詰

めの段階に入っております。 

    基本方針にもございましたように、一つ大きな枠として国債発行30兆円以下、

また、いわゆる５兆円・２兆円の理念を踏まえて、私どもとしては、総額の抑制、

それから内容の思い切った見直しを進めているところでございます。 

  ただ、まさに進行中の問題でございますので、お手元に資料が無くて恐縮でご

ざいますが、この財制審の建議、こうしたものを基に、今、各省と議論をしてい

るということでございます。 

  社会保障につきましては、先に医療制度改革大綱が決まりましたので、これに
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基づいて具体的な内容を検討していきたいということでございます。 

    公共事業につきましては、施設費も含めまして、整備水準、あるいは整備の緊

急性等を考慮いたしまして、廃棄物、都市環境、大学等の国の研究施設、保育所、

特別養護老人ホームといった分野に重点的な配分を行ってまいりたいと考えてお

ります。また、自動車重量税の扱いにつきましても見直しを行い、年末までに結

論を得たいと考えております。 

  地方財政でございますが、国と歩調を合わせて、定員の計画的削減等によりま

す給与関係費の抑制、あるいは地方単独事業の抑制を図ること等により、地方財

政計画の規模が抑制されるように、総務省と十分協議をしてまいりたいと思って

おります。 

  特殊法人改革でございますが、事務事業、組織形態の見直しを反映いたしまし

て、一般会計、特別会計を通じまして、１兆円を目標として、大胆な削減を行っ

ていきたいと思っております。また、これは党の方でも色々御議論がございまし

たが、見合いの資産が計上されていないような出資金につきましては、原則とし

て補助金等へ切り換えるという作業も行っていきたいと思っております。 

  文教・科学技術でございますが、これは特殊法人等向け歳出が非常に多い分野

でございます。きちんとした見直しを行ってまいりたいと思っております。あと、

育英奨学事業の拡大という課題がございますが、無利子の奨学事業の対象を絞り

込みつつ、有利子奨学事業の拡充で対応をいたしたいと思っております。また、

個人支援を重視する中、私学助成などの機関助成につきましては、競争促進を図

るとともに、総額を抑制していく方向で見直していきたいと思っております。 

  科学技術予算につましては、機械的に配分される面が強い部分は抑制しながら、

競争的資金へのシフトを図っていくということにしたいと思っております。 

  あと、防衛でございますが、御案内のとおり、予算構造の硬直化を回避すると

いう観点から、将来の歳出化をもたらす正面契約を中心に、後年度負担の抑制を

図る必要があると考えております。また、補助金、施設整備費等も含め、あらゆ

る経費について一層の効率化を図っていく必要があると思っております。 

  ＯＤＡにつきましては、予算額の9.6％減で概算要求が出てきておりますが、省

庁の枠を超えて、援助対象分野の重点化、戦略化を進めるとともに、資金形態配

分別について、必要な優先付けを行ってまいりたいと思っております。 

  農林水産につきましては、ここにございますように、担い手への施策の集中、

あるいは米対策につきましては、先月下旬に農水省で見直しの方針がとりまとめ

られました。稲作経営安定対策あるいは備蓄の適正水準についての見直しが行わ

れております。食糧管理特別会計の収支が悪化してございますので、14年度予算

におきましては、経費の見直しと併せ、特会繰入への重点的な予算措置を図って

まいりたいと思っております。 

  エネルギー対策につきましては、石油公団の見直しに関します合意を踏まえて

措置をしていきたいと思っております。 

    中小企業対策ですが、中小企業の構造改革に資する施策への重点化を図る、あ
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るいは各事業の執行状況を踏まえた整理・統合等により、効果的、効率的な内容

となるように努力してまいりたいと思っております。 

  いずれにしましても、これから個別分野の詰めに入ってまいります。諮問会議

での基本方針、あるいは御議論を踏まえて、これから精力的に進めてまいりたい

と思っております。 

  以上です。 

（竹中議員）  第二次補正、来年度予算、政策運営、ちょっと議論の範囲が非常に広

がっておりますけれども、残された時間で御意見を賜りたいと思います。 

    速水総裁、どうぞ。 

（速水議員）  今、塩川大臣がおっしゃった、大銀行の貸出姿勢の問題は、確かに、

重要な論点だと思います。この間の、大手行の本年度６兆4,000億円の不良債権処

理というのが、多いか少ないか、それは色々御意見が分かれると思いますけれど

も、今、金融庁が考えておられるように、平成16年度、あと３年以内に正常化と

いう方針を実現するためには、引き続き、不良債権問題の解決に向けて相当の努

力をして、場合によっては、本年度と同じぐらいのものをもう一年やらなければ

ならぬかもしれない。 

  銀行は、今、一所懸命に収益を増やそうとしている訳です。不良債権の処理が

できるように。だから、不良債権の処理と貸し渋り批判というのが、ちょっと２

つぶつかり合っているような感じで、その貸し渋りの方は、銀行の今の方針は、

貸し出しを良いところへ貸して、悪いところからはたくさん金利を取るといった

ようなことで、効率化の検討、その実施を始めていると思うんです。それが、借

り手にかなり痛みを与える可能性は十分あると思います。そこのところは、ある

程度やむを得ないという感じが私にはしていまして、それをやって金融システム

の正常化が16年までにできるということになれば、それで良いという感じがする

んです。その間の痛みという問題は、かなりの問題が起こってくると思いますが、

それが、銀行システムの安定化へのプロセスでございますので、この辺のところ

はこれからの動きを良く見ないといけないと思っております。 

（塩川議員）  こっちも色々反発したかったけれども、じっと聞いていたんですけれ

どもね。 

（竹中議員）  牛尾議員。 

（牛尾議員）  金利の問題と財政の問題で１つずつあるのですが、やはり日本は高度

成長のときには、金融主導型で成長して、日本の金融界の役割は、海外の評論家

も非常に高く評価をして、国家的なプランまで銀行が作ったとまで言われていた

のにもかかわらず、現状は、今、総裁がおっしゃるように正反対で、全く守り一

本になってしまっている。やはり、実績のある企業はそれなりに調達ができます

けれども、新たに若い人が仕事を始める場合に、金融界がここまで消極的になる

と、もうやる気も失せて、結局、見送るとか、サラリーマンでもう暫く様子を待

つという状況があることは事実なんです。 

    そういう意味では、色んな新しいネット系の銀行などがこうした役割を果たせ
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ないかを今、調べているんですが、一度銀行の経営者を集めて、財務大臣が話し

て、「頑張れ」とか、「しっかりやれ」とか、かつてのニクソン大統領のときの

ようにやってはどうですか。そして、「結局あとは君らの仕事なんだ」という。 

（塩川議員）  だから、どうしたら良いんだと聞きたいですね。 

（牛尾議員）  そのとおりですね、要するに、銀行が持つべき調整的な役割というの

が、非常に、結果としてはなくなってしまっていることは事実で、そこのところ

は大いにこれから議論する必要があるだろうと思います。 

    第２に、財政の問題は、二次補正も来年度の予算も、大変に基本方針に基づい

て取り組んでいることは非常に良く分かりますが、やはり、 終的に、財政とい

うのは難しい話であり、なんで、それぞれカバーするため、分かり易い800字ぐら

いの、今年の14年度の予算はこう作ったというメッセージを出してはどうでしょ

うか。これまでは、幸い経済財政諮問会議で議論したことは、全部インターネッ

トで公表しています。 終の仕上がりは、やはり普通の人が見て、今年はこう変

わったと分かるように、メッセージ性を非常に人気が高く国民に影響を与えやす

い財務大臣から出せないでしょうか。 

  それから、財務当局も分かり易い説明をすべきで、これは、この経済財政諮問

会議の議事要旨で出るのが一番分かり易いですから、どこかの機会で、ここで分

かり易い財政の説明を1,200字ぐらいにしてもらって、それが議事要旨として出る

と、それをみんなが読むと思います。 

（塩川議員）  この前、税は出しましたよ。税金は、本当にかみ砕いてしゃべるよう

なものを出したんですよ。 

（牛尾議員）  財政というのは、一番アカウンタビリティーが必要な一方で、分かり

にくい訳ですから、塩川流に分かり易く、しかも、どこに重要なポイントがある

かということを示す必要があると思います。 

    小泉改革の財政はこう予算が違うということが分かるような方法を財務省のメ

ッセージ並びに経済財政諮問会議の議事要旨を通じて示すことを、是非、竹中大

臣にもお願いしたいです。 

（竹中議員）  今の言葉も議事録に残りましたので。どうぞ本間議員。 

（本間議員）  今の牛尾議員のお話とも関連するんですが、私も財制審に関連してお

りますので、当事者の面もありますけれども、財制審の建議が今の段階で諮問会

議に出てきて今年の予算の枠組みだと言われても大丈夫でしょうか。あと２週間

もない訳ですから、この段階でこんな総論的な話をこの場でやっているというの

は、非常に漫画チックな話になっているんだろうと思います。そういう意味で、

是非この点もう少し突っ込んだ、今年は何が問題で、それをどういう具合に解決

しようかというのが、まさに小泉構造改革で、国民に明らかにしなければならな

いテーマだと思います。その点で、少し、私は今後予算編成のありようも含めて、

何か終盤にだだっと流れ込んでやっていくようなやり方は反省材料になるんでは

ないかと思います。 

  さらに、ちょっと憎まれ口をたたいて申し訳ございませんけれども、与党の事
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前審査が問題になっておりますけれども、政府内の事前審査がどうなっているん

だということです。このペーパーと、あと19日に議論して、それで諮問会議が責

任ある議論をしたかということになりますと、これは私は全くやっていないこと

に等しいんではないかという気すらしておりまして、是非、ここら辺のところを

御検討いただきたいと思います。 

（竹中議員）  財務大臣。 

（塩川議員）  そういうことはあるだろうから、私はこの前の閣議の懇談会のときで

も、景気認識や予算の組み方について各閣僚から活発な意見、いわゆるフリーデ

ィスカッションみたいにして、やはり聞いてみることは必要だろうと思って、そ

れを提案しておるんです。これは、竹中先生に一回そういう機会を作ってもらお

うと思っているんです。それが、１つ。 

  もう１つは、財制審に対しまして、私は予算のこれがしたいということで、一

回幹部の方々とお会いしたいと今井さんに申し込んだんです。今井さんの時間が

全然取れない。西室さんも取れない。来年の２月に話を聞くという。それで一回、

朝早く押しかけて行ってやろうかと思って。そうではあるけれども、今度の予算

でこことこことを配慮した、しかし、これはできなかった、ということのチェッ

クだけしたメモを渡そうと思っているんです。そして、２月で良いからというか

ら、２月に、財制審の幹部に話してみようと思っているんです。予定はしている

んですけれども。 

（竹中議員）  片山大臣。 

（片山議員）  本間先生が言われたので、私もちょっと嫌みを言いますが、経済財政

諮問会議は予算編成方針を、この間の12月４日に決めましたね。この財制審の建

議とは何ですか。予算編成方針が決まる前の各論を建議するのですか。 

（塩川議員）  いやいや、そうではない。予算に制限を加えるということではないん

です。予算を編成するのについて、こういう議論があったということを書いて、

予算の編成は諮問会議で決まるということを、財制審の委員たちは知っているか

ら、だから、ずっと財政のあり方というものについて意見を、ずっと恒例的にや

ってきているということだから、そういう意味で言っている訳です。 

（片山議員）  特定のテーマは、割とまとまっていますけれども、個別について意見

を言うとすれば、ちょっと整理された方が良いかもしれませんね。これが、11月

15日でしょう。 

（塩川議員）  それは間に合わないんです。 

（片山議員）  中身については、議論はしませんけれども、全体をちょっと整理して

ください。 

（竹中議員）  今の件でどうぞ。 

（林財務省主計局長）  財制審の方は、本間先生らに取りまとめいただいた訳ですが、

個別の経費について、色々検討していただいていました。それで、11月15日にと

りあえずまとまりましたので、これを建議として財務大臣の方にお出しになると

同時に、その直後の諮問会議でも配布させていただいたということでございます。 
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（片山議員）  個別の経費か、建議か。 

（林財務省主計局長）  経費です。例えば、社会保障でありますとか、文教でありま

すとか。そのポイントがその際にお出ししました要約版として付いておりました

ので、それを今日再度御参考までにお出ししたということでございます。 

（片山議員）  ただ、一方的にやっているということになるよ、財務省と先生方と。 

（林財務省主計局長）  財務大臣の諮問機関です。 

（片山議員）  そういう建議機関は我々の方にもある。 

（竹中議員）  ありがとうございました。諮問会議としては、初めての経験ばかりで

ありまして、党との問題、各省との問題、色々あろうかと思います。反省すべき

ことは反省しながら、良いシステムに少しでもしていきたい。あと少しでありま

すので、やっていきたいというふうに思っております。 

    総理何かございますか。 

（小泉議長）  今、30兆円枠にこだわるなと、私の方に言ってくる人たちの意見を聞

いてみると、「政策転換をこの際しなさい、小泉内閣は」と言うんだけれども、

実際に聞いていると、「政策転換するな」ということなんだよ。今までと同じよ

うなことをしろ、ということなんだよ。良く聞いてみるとみんなそうですよ。そ

の辺がどうかしている。私の内閣誕生が政策転換なんです。みな、「これだけの

成長を維持するために国債を増発しましょう」と言っているが、そのとおりにな

っていないではないか。同じことをしよう。私に「政策転換しろ」と言っている

人は、良く聞いてみると、「政策転換をするな」と、「今までどおり進めろ」と

いうことですよ。「国債増発しろ」とか。そこを良く考えてもらいたい。そんな

ことで本当に構造改革ができるのか。断固としてやる。私の出現が政策転換なん

です。 

（塩川議員）  総理は、そう言ってもらうのは構わない。私は、この前、土曜日にや

りましたよ。婦人の集まりで随分来ていましたね、そのときに「何でこんなにや

れ」と言うかといったら、「こうして金を締めておかないと節約しない」と。だ

から、「節約して大体慣れてきたらまた緩める」と。しかし、「節約するまでは、

出す方が、『出さぬぞ』と言ってないと、いくらでも使うから、そういうことで

締めているんだ」と。「そういうことだったら、分かるな」と言っている。そん

な漫才みたいな話だけれど、そんな難しいこと、私らが言ったって、理解してく

れない。 

（小泉議長）  森内閣までのときと比べて、これだけ失業率も高まっている。株も下

がっている。景気も悪い。でも構造改革をしろということでやっているんでしょ

う。やはり、そのぐらいの覚悟がないと駄目だよ。 

（奥田議員）  何か 近、色々な世論を聞いているとね、首相の言われた痛みという

のが、結局だんだん浸透してくるにつれて、やはり痛みに対する何か反感と言い

ますか、反対みたいなものが出ておって、それで、今、言った枠にとらわれずに

やってくれとか、そういうことを言っている訳です。ですから、やはりここで、

もう一遍、痛みと言ったのはこういうことなんだ、ということを閣僚の方とか、
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そういう方が色々言われれば良いと思うんです。我々は良く知っているから、こ

れは痛みの中の１つなんだと。それはそれで良いと思うんですけれども、一般の

人というのは、各論に走っちゃって、「何か失業しそうじゃないか」とか、そう

いうふうになってくるとやはり不安になってくる。それは前から分かっていた痛

みではないかと、それをみんな呑んだではないかと、そこの覚悟を国民に対して

はっきり知らせないといけないと思うんです。 

（小泉議長）  国債増発して景気回復すれば良いですよ。今、30兆円枠を取り払って、

５兆円、10兆円、国債を増発して景気を回復すれば良いけれども、しなかったら

酷い目に遭いますよ。誰も確信を持っていない。逆に、景気回復の足を引っ張る

かもしれない。 

（竹中議員）  吉川議員。 

（吉川議員）  一言だけ。今の総理のお話を伺って、１つは、先ほど申し上げた「地

雷」だけは避けていただきたいというこれが１つ。もう１つは、総理がおっしゃ

っていることもある訳ですから、例えば、予算で言えば、中身の見直しを是非と

も進めていただきたい。よろしくお願いいたします。 

（塩川議員）  それと規制改革が実際に進んでいないものだからね。だから、みんな

やかましい。だから、もっと規制改革を進めないといけない。 

（本間議員）  基本方針の枠組みはしっかりと守るというメッセージと同時に、やは

り今、構造改革期の過程における問題について、整理をして、メッセージとして

しっかりと国民に理解を求めていくということは奥田議員がおっしゃったとおり

だろうと思うんです。 

（塩川議員）  そうそう、確かにアナウンスが足りませんな。 

（竹中議員）  それと、恐らくビジョンという意味では、これは中期の展望というの

が大変重要だということと、ここで議論してきました税制とか、将来の経済の再

生についてのビジョンを来年以降にもっと強力にやっていくということではない

かと思います。 

    よろしいでしょうか。本日はありがとうございました。 

 

（以 上） 


