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第 32 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介が行われた。 
 
○日本経済の現状と見通しについて 
（竹中議員） 日本経済の現状と見通しについて、先に審議する。来週、14年度の見通し

を発表するが、事前に議論を深めていただく。岩田統括官から問題提起のご説明をす
る。 

（岩田政策統括官） 「内外経済の現状」の資料でご説明する。１ページは、ＯＥＣＤの
予測で、2001年、2002年にかけての先進国経済の姿。2001年下期では、日本経済はマ
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イナス2.3と、かなり大きな落込みを見込んでいる。2002年上期には、マイナス幅が
やや縮小してマイナス0.9 。2002年下期には、プラスに転じて0.2。 
アメリカ経済は、2001年下期にマイナス0.6、2002年上期はマイナス0.1 だが、下

期には、3.8 ％と相当高い回復と見ている。 
２ページは、1970年以降のアメリカの景気循環を示している。現在、第11循環の後

退局面にある。ＮＢＥＲは、今年の３月から後退期に入ったと判断している。今回の
後退期の特徴は、ＯＥＣＤ予測に従うと、2001年も2002年も、それぞれ1.1 、0.7と
実はプラスであり、年平均では、それほど大きい落込みでない。過去平均は年率マイ
ナス1.2 ％で、今回は、過去平均と比べると、落込み幅は少し小さい。期間では、過
去平均が11カ月だが、来年３月時点では回復の姿ははっきりしないと予測されている。
我々も夏以降ではないかと見ている。期間はやや長いが、落込み幅は少し小さいとい
うのが今回の特徴である。 
３ページでは、理由を分析した。過去と比べ、実質個人消費が非常に強い動きをし

ている。後退期でも、まだ伸びている。実質可処分所得も、５カ月目辺りで盛り上が
っているが、減税の効果である。特に、自動車販売台数の動きが目立っており、10
月は（年率）2,114 万台と史上最高の伸び率を記録した。ゼロ金利販売で、１台当た
り30万円くらい割引しているが、１月までは続くだろう。テロに対応して、ビジネス
側でも頑張って、価格を下げ、個人消費を下支えしている。個人消費、実質可処分所
得が高い水準にあり、景気の落込みを防いでいる。 
４ページの企業部門は、従来の景気後退と同じような落ち方をしている。生産、雇

用者とも、回復の動きは未だ出ていない。失業率が5.7 ％と、日本よりも高い。以上
が世界経済である。 

    ５ページは日本経済。7-9月期ＱＥのＧＤＰは、前期比でマイナス0.5、前年同期比
もマイナス0.5。傾向的には、99年の4-6月期から回復を始め、10-12月期に景気の山
があったと言われるが、その姿は、前年同期比の方が分かりやすい。 
６ページで、今回の特徴としては、設備投資が意外に強かった。設備投資の動きを

見ると、前期比でも1.1 ％増。前年同期比でも3.8 ％で、予想よりやや強い数字とな
った。しかし、これは手離しで喜べない。ＱＥは需要側の数字を使っており、やや強
いが、供給側の数字、例えば、設備投資の供給側を表す資本財出荷の数字では、前期
比でも、前年同期比でも、かなり大きい落込みとなっている。需要側の数字は、サー
ビス部門等の特殊要因が働いて、少し強目の数字が出たと判断している。 

    ７ページ。今回のＱＥでは、設備投資とは逆に、民間最終消費は、ＧＤＰ統計の前
期比の動きは非常に大きな振れを示すので、落込みが大きくなったと判断している。
例えば、消費総合指数というある種の総合化を行い、消費を判断しているが、これは、
必ずしも大幅な落込みではない。また、前年同期比で見た個人消費の落込みは、マイ
ナス0.2 ％で、月例報告で「消費は弱含み」と表現しているが、こちらの方に近い。
雇用者報酬も、前年同期比で僅かにプラスで、これもやや前期比とは違う。雇用者所
得は、前期比で相当落ち込んでおり、注意すべき。 

    次は旅行で、テロの影響で海外旅行が減っており、金額でも半分くらい。この時点
では、国内旅行もやや落ちている。しかし、景気ウォッチャーなどの調査では、東京、
大阪など週末にホテル等が満杯で従来より予約率が高いとか、温泉なども満杯となっ
ており、国内旅行に振り替わっている。 

    最後のページは、今回の「経済財政白書」で御紹介した点である。99年４月から始
まった景気回復期は、戦後では一番短かった。回復力も最も弱かったが、この後退局
面から、何を要因として回復に向かうのか、３つ挙げている。 
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まず、米国経済が夏以降回復して、それに伴い輸出が回復する。同時に、日本の在
庫調整等も進展する。設備投資も、ストック調整が進んでくる。さらに、構造改革で
も、部分的にも効果が表れてくる。2002年度10－12月期辺りから回復の動きがはっき
りしてくる。ただ、回復力の強さは、構造改革の進展、特に、不良債権処理がきちん
と片づいているか、また、米国のテロ事件の今後の展開に依存している。 

（竹中議員） 吉川議員からコメントをお願いしたい。 
（吉川議員） 民間議員４名連名の「平成14年度の経済見通しと経済運営について」に基

づき、民間議員で話し合ったコメントを述べる。 
    まず、14年度経済の見通しで、中心的なシナリオとしては、13年度は約１％程度の

マイナス成長と見込まれるが、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。ただし、幾つかのリスク要因から、シナリオどおり実現しないことが十分にあり
得る。その点に政府として御留意いただきたい。また、政府の経済見通しは、経済運
営の前提であると同時に、民間とは異なり、達成すべき目標との意味合いも持つ。政
治的配慮をせず、客観的な見通しを立てていただきたい。 

    先ほど14年度経済は緩やかながら回復の方向に向かうと述べたが、プラスとマイナ
スの材料がある。資料に、(1)プラス要因、(2)マイナス要因を列記した。プラス要因
では、１つは、アメリカ経済が来年度後半には立ち直ると見られていること。これは
日本経済にとっても大きな追い風となる。それから、補正予算も含め来年度予算の中
身を大胆に見直すという効果も期待できる。在庫調整の進展もプラス材料だ。マイナ
ス要因としては、消費が非常に冷え込んでおり、設備投資でも、懸念材料、不安材料
は消えない。これらの要因はいずれも循環的な要因。 
この他に２ページの（Ⅱ）として、循環的要因以外の大きなリスク要因がある。言

わば「地雷」のようなもので、踏んでしまうと、せっかくのシナリオが実現しないと
いうリスク要因が幾つか考えられる。 
  第１に、不良債権問題に伴って、金融制度全体が揺らぐ金融のシステミック・リク
スが消えていない。第２に、構造改革が進むと、倒産・失業者が増大する。予想され
ることではあるが、自ずと限度があり、十分注意を要する。第３に、そうしたことが
消費に大きなマイナスを与えてはいけない。消費はＧＤＰの６割、３００兆もあり、
影響には常に留意する必要がある。第４に、デフレも大きな問題で、債務者負担が増
大する。債務者は国と企業であり、企業は経済の乗り物のようなもので、そこが動か
ないと経済は動かなくなる。この点も引き続き大きなリスク要因である。最後に、低
成長によって税収が減収し、財政への信任への影響にも留意すべきである。 

    それを踏まえて、（Ⅲ）に14年度に向けて政府として経済政策運営に気を付けるべ
き点を挙げた。大きなリスク要因を顕在化させないのは当然だが、大変重要なポイン
トである。「地雷」は絶対に踏まない注意深い政策運営が必要になる。 
  具体的には、デフレスパイラルに陥らないよう、金融制度全体が揺ぐようなシステ
ミック・リスクは絶対に顕在化させないよう危機対応をしっかりとする。デフレに対
しても、政府・日銀がより一体となった取組みが必要だ。また、予算についても、内
容の見直しを極限まで可能な限り進めていただきたい。最後は、構造改革の重要なポ
イントは、経済を活性化することで、規制改革等を徹底して、潜在的な需要を喚起す
べき。これは、政府としてお金はかからないので、お題目だけでなく、徹底した規制
改革によって民間の需要を喚起することが必要である。 

    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ことが大切である。 

（竹中議員） 集中的に、来年度の経済の現状について御意見をお願いしたい。速水総裁。 
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（速水議員） 吉川議員と、我々の見方はほぼ同じである。調整は厳しさを増し、生産の
大幅減少の影響が消費に及び始めている。デフレスパイラルに陥らないかどうか、注
意深く情勢を見ていく必要がある。先行きも、厳しい調整過程を辿るのは不可避であ
り、来年度も良くてゼロ近傍の成長ではないか。低成長に伴い、その論理的帰結とし
てのある程度の物価下落は避けられない。政策課題としては、デフレスパイラルを回
避し、今の金融緩和を継続していく。政府の方も、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ただく必要がある。構造改革の効果が早く出てくる
ことで、金融緩和の効果が出てくることを期待したい。 

（本間議員） 来年前半の経済運営をどう進めるかが重要なポイントである。ペイオフ等
も含めて、この段階をどのように乗り切るか。その際に、予算執行に工夫が要る。民
間４議員ペーパーの別添に「13年度２次補正と14年度予算について」というメモを付
けたが、従来の予算執行を行うと、1-3月期に不安定化要因を抱えており、14年度に
入り4-6月期、7-9月期の予算執行が遅れるのがこれまでの傾向。したがって、4-6月
期、7-9月期等の契約発注等をうまくつなぐことが非常に重要である。この点で二次
補正と14年度予算との「15カ月予算」的な執行が必要になってくる。平成11年度にも
「15カ月予算」で乗り切った。 
もう一つは、公共投資等の質的な改善を通じた民間投資等の誘発について、どのよ

うに効果が改善したかを目に見える形で示しながら経済への実態効果を強めること
が必要になる。３年前から情報公開法もあり、費用対効果の試算を国土交通省を中心
に行っている。14年度予算編成では、費用対効果のシミュレーションが十分に予算に
反映されていることが、経済効果を高める上で有効である。 

（奥田議員） 別の点からお願いがある。ペーパーにもあるが、消費が増えない。消費が
増えないから、あらゆるところへ波及して、設備投資もやらない、となる。最近の政
策を見ていると、住宅投資にインセンティブを付ける政策が具体的に出てきていない。
住宅投資は忘れ去られている。14年度予算もそうだが、中都市や大都市近郊の住宅取
得を進める税制、規制改革を中心的に取り上げていくことが、結果的に内需拡大に結
び付く唯一の方法ではないか。 

（竹中議員） 経済の見方だけでなく政策的要望も出されたが、また後で議論したい。 
 
○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） 緊急対応プログラムは、今週末にまとめるべく作業を本格化させるが、そ

の骨格について御意見を伺いたい。 
まず「基本的考え方」。「景気認識」については、皆さんの議論を反映したい。「緊

急対応プログラムの考え方」で、第２パラグラフに「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」というのが、基本的な考え方である。２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、後で財務省から御報告いただく。それを踏まえ、３の「緊
急対応プログラムの効果」では、これから議論するが、効果を表示したい。第一次補
正予算のときは、雇用創出という形で、主たる効果を測ったが、今回は社会資本の形
成が中心なので、マクロ的な総需要刺激の効果等々が、その中心になろう。こういう
考え方でとりまとめて良いか、後で御議論いただくとして、第二次補正予算の内容に
つき、塩川議員から御説明いただきたい。 

（塩川議員） 用意したペーパーでは、「①都市機能の一層の高度化・国際化」、「②環
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境に配慮した活力ある地域社会の実現」、「③科学技術・教育・ＩＴの推進」、「④
少子・高齢化への対応」といったテーマを骨太の方針から拾い出して、主要項目とし
た。主計局長から説明してもらう。 

（林主計局長）  第二次補正予算については、11月26日に総理御指示があり、11月30日に
各省庁から要望が出された。 
「都市機能の一層の高度化・国際化」では、外郭環状道路など大都市圏の環状道

路整備、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。民間投
資を誘発する公共事業として要望が出ている。 
「環境に配慮した地域社会の実現」では、地方の自主性を生かす統合補助金による

事業ということで、街づくり関係や、今回初めて農林水産関係の施設費の統合補助金
が要望されている。 
「科学技術・教育・ＩＴ」では、大学施設、国立研究所、独立行政法人など国の研

究機関の施設整備が中心である。また、ＩＴ関連施設として、学校の情報化、電子カ
ルテ等の医療のＩＴ化、地域の情報化などの要望が出ている。 
「少子・高齢化への対応」では、特別養護老人ホーム、ケアハウス、保育所等の整

備が中心で、他にもバリアフリー化などの整備についても要望が出ている。 
 現在、これらの要望について、民間投資の創出、就業機会の増大に資するか、事

業の早期執行が可能か、即効性がどうかといった点に着目して作業しており、国費2.5 
兆円に対し事業規模は４兆円程度は確保したい。 

（塩川議員）  最近、金融機関関係者と話をした。私は、せめて中小企業とか一般企業に
融資を積極的にやって欲しいと言ったが、都市銀行は資金需要がないと言う。先ほ
ど吉川議員が言われたように、確かにプラス、マイナス両方のリスクがあるが、こ
の面をどうしたら良いのかが１点。 
また、奥田議員が言われた住宅投資については、現在、党の税調の方で議論して

いる。なかなか難しいが、粘り強くやっていきたい。それと、住宅関係資金。何と
か増やして十分出したいと思う。１つの方法は、住宅に対する贈与税。 

（竹中議員）  予算の話と政策その他の話に広がっており、平成14年度予算の話から先に
ご説明いただきたい。 

（塩川議員）  資料は財政審の建議。これだけは是非やってくれと、社会保障、公共事業、
地方財政など13項目があり、経済財政諮問会議でどのように取り上げてもらうか、ど
ういう議論があったかを報告しなければならない。十分な御検討をお願いしたい。 

（林主計局長）  14年度予算編成作業については、12月４日決定の基本方針に基づき、現
在、個別分野の詰めに入っている。基本方針の「国債発行30兆円以下」や「５兆・２
兆」の理念を踏まえ、総額の抑制、内容の思い切った見直しを進めている。 

    社会保障では、医療制度改革大綱に基づいて、具体的な内容を検討している。 
    公共事業では、施設費も含め、整備水準や緊急性等を考慮して、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
行いたい。自動車重量税の扱いも見直しを行い、年末までに結論を得たい。 

    地方財政では、国と歩調を合わせて、定員の計画的削減等による給与関係費の抑制、
地方単独事業の抑制を図ることなど、地方財政計画の規模が抑制されるよう、総務省
と十分協議をしていきたい。 

    特殊法人改革では、事務事業、組織形態の見直しを反映し、１兆円を目標に大胆な
削減を行いたい。党でも議論があった見合い資産が計上されていない出資金について
は、原則として補助金等へ切り換える作業も行っていきたい。 

    文教・科学技術は、特殊法人等向け歳出が多い分野だが、きちんとした見直しを行
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いたい。育英奨学事業の拡大では、無利子対象を絞り込みつつ、有利子事業の拡充で
対応したい。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いては、競
争促進を図るとともに、総額を抑制する方向で見直したい。 

    科学技術予算については、機械的に配分される面が強い部分を抑制し、競争的資金
へのシフトを図りたい。 

    防衛では、予算構造の硬直化を回避する観点から、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。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。 

    ＯＤＡでは、予算額の9.6 ％減で概算要求が出ている。省庁の枠を超えて、援助対
象分野の重点化、戦略化を進め、資金形態配分別について必要な優先付けを行いたい。 

    農林水産では、担い手への施策の集中、あるいは米対策について先月下旬に農水省
で見直し方針がとりまとめられ、稲作経営安定対策や備蓄の適正水準についての見直
しが行われている。食糧管理特別会計の収支が悪化しており、14年度予算では経費の
見直しと併せ、特会繰入への重点的な予算措置を図りたい。 

    エネルギー対策については、石油公団の見直し合意を踏まえて予算措置を行いたい。 
    中小企業対策では、中小企業の構造改革に資する施策への重点化を図る。各事業の

執行状況を踏まえた整理・統合等により、効果的、効率的な内容としたい。 
    これから個別分野の詰めに入るが、諮問会議での基本方針、御議論を踏まえて、精

力的に進めたい。 
（竹中議員）  第二次補正、来年度予算、政策運営と、議論の範囲が非常に広がっている

が、残された時間で御意見いただきたい。 
（速水議員） 塩川大臣ご指摘の大銀行の貸出姿勢の問題は、確かに重要な論点である。

大手行では、本年度６兆4,000 億円の不良債権処理が予定されているが、「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いく必要があろう。銀行は、収益を増やそうとしており、優
良先に対して貸出を増やそうとする一方、問題先にはリスクに対応した金利設定を
するというようなことで、効率化の検討・実施を始めている。それが、借り手の痛
みとなる可能性はあるだろう。それはある程度やむを得ないし、それをやって金融
システムの正常化が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。そ
れが銀行システムの安定化へのプロセスであり、これからの動きをよく見ないとい
けない。 

（牛尾議員）  金利の問題と財政の問題で一つずつ。日本は高度成長の際に金融主導型で
成長した。日本の金融界の役割を海外の評論家も非常に高く評価をしている。しか
し、現状では、速水議員の御指摘のとおり正反対で、全く守り一本になっている。
実績のある企業は調達できるが、新たに若い人が起業しようと考える場合に、金融
がここまで消極的になると、やる気も失せて、結局、見送るとか、サラリーマンで
暫く様子を見るという状況になっている。 
  新しいネット系銀行などがこうした役割を果たせないか調べている。一度、銀行
経営者を集めて、財務大臣が話をして、「頑張れ」とか、「しっかりやれ」とか、
ニクソン大統領のようにやってはどうか。「あとは君らの仕事なんだ」と伝える。 

（塩川議員） 一度、意見を聞いてみたい。 
（牛尾議員）  銀行が持つべき調整的役割がなくなってきており、大いに議論が必要。 

  第２に、二次補正も来年度予算も、基本方針に基づいて取り組んでいるのは非常
に良く分かる。しかし、財政の問題は難しい話であり、カバーするため、分かり易
い800 字ぐらいのメッセージ（例えば、14年度予算はこう作ったというメッセージ）
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を出してはどうか。これまでの経済財政諮問会議での議論は、全部インターネット
で公表している。最終仕上がりを普通の主婦が見て、今年の予算はこう変わったと
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
から何とか出せないか。財務当局も分かり易い説明をすべき。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ので、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、議事要旨として出ると、みんなが読む。 

（塩川議員）  この前、税は出した。税金は、ほんまにかみ砕いてしゃべるように出した。 
（牛尾議員）  財政は、アカウンタビリティーが必要な一方で、分かりにくいため、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を示すべき。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や
経済財政諮問会議の議事要旨を通じて、示して欲しい。竹中大臣にもお願いしたい。 

（竹中議員） 今の言葉も議事要旨に残る。本間議員。 
（本間議員） 私も財政審の当事者だが、財政審の建議が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か。あと２週間もないのに、この段階で、こんな
総論的な話をこの場でやっているのは漫画チックだ。もう少し突っ込んで、今年は
何が問題で、どう解決するのかが、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。終盤に流れ込むやり方は、今後の予算編成への反省材料に
なるだろう。政府内の「事前審査」はどうなっているのか。このペーパーだけで、
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と、全くやっ
ていないのに等しい。是非、御検討いただきたい。 

（塩川議員）  そういうこともあるだろう。閣僚懇談会で、景気認識や予算の組み方につ
いての閣僚とのフリーディスカッションを提案している。また、 財政審幹部とも意
見交換しようとしているが、忙しすぎて時間が取れない。２月になりそうだが、予
定はしている。 

（片山議員）  経済財政諮問会議は予算編成方針を12月４日に決めたが、財政審議会の建
議とは何か。予算編成方針が決まる前に各論を建議するのか。 

（塩川議員）  予算に制限を加えるのではなく、議論したことを書いている。財政のあり
方について、ずっと御意見を聞いてきている。 

（片山議員）  特定のテーマも、割とまとまっているが、個別について意見を言うなら、
整理された方が良いのではないか。これは、11月15日のものでしょう。中身につい
ては、議論はしないが、全体整理していただきたい。 

（林主計局長）  財政審の方は、本間先生らが取りまとめられた。個別の経費も色々検討
し、11月15日にまとまり、財務大臣に建議すると同時に、その直後の諮問会議でも
配布した。それを今日、再度参考として出したということ。 

（片山議員） 財務省と先生方が一方的にやっていることにならないか。 
（林主計局長）  財務大臣の諮問機関である。 
（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） 諮問会議は、初めての経験ばかりで、色んな組織との問題もあるだろう。

反省すべきことは反省しながら、少しでも良いシステムにしていきたい。総理何か。 
（小泉議長）  「30兆円枠にこだわるな」、「小泉内閣はこの際政策転換しなさい」と、

私に言ってくる人たちの意見を実際に聞くと、「政策転換するな」、「歴代内閣と
同じことをしろ」ということだ。良く聞いてみるとみんなそうだ。その辺がどうか
している。私の内閣誕生こそが政策転換です。「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」とみんな言うが、そのとおり成長になっていないではない
か。「政策転換しろ」と言うのは、良く聞くと、「政策転換をするな」、「今まで
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どおり進めろ」ということですよ。「国債増発しろ」というのも、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。（私は）断固としてや
る。私の出現が政策転換なんです。 

（塩川議員）  総理が、そう言われるのは良いこと。土曜日の婦人の集まりで話をしたが、
何故こんなに（私が）頑張るかというと、「こうして金を締めておかんと節約しな
い。だから、節約して大体慣れてきたらまた緩める」、「節約するまでは、出す方
が『出さぬぞ』と言ってないと、何ぼでも使うから、そういうことで締めているん
だ」と説明したら、分かってくれた。漫才みたいな話だが、難しいこと言っても、
国民は理解してくれない。 

（小泉議長） 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。そのぐらいの覚悟がないと駄目だ。 

（奥田議員）  最近、色々な世論を聞いていると、首相の言われた痛みというのが、浸透
してくるにつれて、痛みへの反感、反対が出てきて、「枠にとらわれずにやってく
れ」とか言っている。「痛みとはこういうことだ」と閣僚の方とかが色々言われれ
ば良いと思う。一般の人は、各論にのみとらわれて、「失業するのではないか」と
不安になる。痛みを伴うのは前から分かっていて、それをみんな呑んだではないか
という、そこの覚悟を国民にはっきり示すべきだろう。 

（小泉議長）  今、30兆円枠を取り払って、５兆円、10兆円と国債を増発して景気回復す
れば良いが、しなかったら酷い目に遭う。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。 

（吉川議員）  今の総理のお話を伺って、一つは、先ほどの「地雷」だけは避けていただ
きたいということと、もう一つは、総理が仰っていることでもあり、予算でも、中
身の見直しを是非とも進めていただきたい。 

（塩川議員）  それと規制改革も、もっと進めないといけない。 
（本間議員）  基本方針はしっかりと守るというメッセージと同時に、構造改革期の問題

について、整理をして、しっかりと国民の理解を求めることが必要だろう。 
（塩川議員）  確かにアナウンスが足りませんな。 
（竹中議員）  ビジョンという意味では、中期の展望が大変重要だということと、ここで

議論してきた税制とか、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だろう。本日はありがとうございました。 

（以 上） 


