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（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 12 月 14 日(金) 19:30～19:58 

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    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について 

(2)「平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」及び「構造改革と経済

財政の中期展望（仮称）」について 

(3)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○緊急対応プログラム 

○「平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の骨子案 

○構造改革と経済財政の中期展望(仮称)－ 終とりまとめ素案－ 

 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  ただいまから第33回経済財政諮問会議を開催いたします。本日はお忙

しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 13 年第 33 回）
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（竹中議員）  それでは、まず本日の議事についてでございますけれども、本日「緊

急対応プログラム」、それと「平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基本的

態度」及び「構造改革と経済財政運営の中期展望（仮称）」について御議論をい

ただきます。今日はいろんな会議が重なっておりまして、時間が30分と大変短く

なっております。 

 

○緊急対応プログラムについて 

(竹中議員)  それでは、まず第１の緊急対応プログラムの件でございます。お手元の

資料に「緊急対応プログラム」というのがございますけれども、これは前回御議

論いただきました緊急対応プログラムの骨格案を土台にしまして、今般の第２次

補正予算で手当てする事業を織り込んだものでございます。 

    具体的には、都市機能の一層の高度化・国際化、環境に配慮した活力ある地域

社会の実現、科学技術・教育・ＩＴの推進による成長フロンティアの拡大、少子・

高齢化への対応、という４つの柱に沿いまして、構造改革の加速に資する事業で

あって、かつ高い経済活性化効果を期待できるものを整理しております。更に、

今回の第２次補正予算の規模と、このプログラムによって期待される経済効果を

織り込んでおります。 

この緊急対応プログラムにつきましては、先ほど開催されました経済対策閣僚

会議において決定されたものであるということを御報告申し上げます。 

    この件は報告という形にさせていただきまして、続きまして、平成14年度の経

済見通し経済財政運営の基本的態度、及び構造改革と経済財政の中期展望につい

て議論をさせていただきたいと思います。 

 

○「平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」及び「構造改革と経済財

政の中期展望（仮称）」について 

（竹中議員） このうちまず「平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」

の骨格案についてでございますけれども、この経済見通しの基本的態度につきま

しては、３つの柱から構成されております。 

  今日は骨格をお示ししておりますけれども、第１は、平成13年度の経済財政運

営と我が国経済についてであります。この中では、これまでの構造改革を中心と

する経済財政運営を概括しますとともに、経済の現状と今年度の経済成長率の実

績見込みを書くということにしております。 

    第２は、平成14年度の経済財政運営の基本的態度であります。この来年度の運

営を大きく２つに分けまして、各般の構造改革を推進し、我が国の持つ潜在力を

発揮できる新しい経済社会の仕組みをつくり上げていくことを目標とする。 

聖域 なき構造改革の更なる推進、これが第１。 

  第２は、ＷＴＯ新ラウンドへの参加、ＡＰＥＣ等の地域協力などにより、世界

経済の持続的発展に貢献することを目的とする、世界経済への持続的発展への貢

献、の２本の柱であります。 
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  後の部分は、平成14年度の経済見通しでありまして、来年度の我が国経済は

引き続き厳しいながらも回復に向けて動き出すと、これは前回御議論いただいた

皆様のシナリオでもございますが、こういうのを見込んでおります。 

    経済成長率等の計数については、現在、鋭意作業中でございます。 

    各省には既に御相談をしているかと思いますけれども、今日は骨格だけを示さ

せていただいております。 

    もう１つの構造改革と経済財政の中期展望、 終とりまとめ素案というのを配

っておりますけれども、この「改革と展望」につきましては、12月４日の諮問会

議で概要をとりまとめたところでありますけれども、更に各方面から御指摘いた

だいたことを書き加えまして、まだ空欄であったところも、まだ完全ではありま

せんけれども、少し埋めたものを素案として今日お示しております。 

    まず、主な変更点だけ簡単に申し上げますと、１ページにおきまして、改革と

展望の策定の意義を明確化している。 

    ２ページに、経済運営等の整合性についての項目を加えたということ等がござ

います。 

    更に６ページの２番、中期的に実現を目指す経済社会の姿において、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、国民の持つ潜在的な力が十分

に発揮される経済社会を構築することについて、詳細にお示しをしております 

    ８ページから９ページの民間需要主導の持続的成長の実現においては、集中調

整期間の克服から民需主導の持続的成長に至るプロセスをより詳細に示しており

ます。 

    更に12ページの３番、構造改革を中心とする経済政策の在り方において、デフ

レ克服への取組について、記述を追加しております。 

    各論的な部分や計数については、今後とも検討を進めていくというところでご

ざいます。 

これは勿論、今、中間段階でございまして、各省、各方面で今御議論をいただ

いている中間的なものでございます。 

    以上２点につきまして、御議論をいただきたいと思います。 

（塩川議員）  直接的な問題じゃないんですけれども、今、第２次補正予算、順調に

編成作業が進んでおりまして、先ほど緊急対応プログラムで出ておりましたよう

なことで予定どおり提出できると思っておりますし、また、14年度予算の編成、

これも内示を控えまして、これも各省からの要望事項というのが大分整理が進ん

でおりまして、個別の折衝も大体固まってまいりました。あと、大臣折衝の要求

が残っておりますけれども、もう一段事務的に詰めた上で大臣折衝に持ってこい

と言ってありますので、これもいけると思っております。 

    予定どおり、枠組みの中できちっと収まるようになってまいりました。これは

喜んでいるんです。 

    ところで、１つ困った問題というよりも、どうしようかという問題があるんで

す。それは「骨太方針」の中に14年度予算の編成等について、構造改革、つまり
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特殊法人ですね。公社・公団の改革と合せて予算を進行していくということがご

ざいまして、私どもの解釈はちょっと広く解釈しまして、それは、枠組みは枠組

みなんだけれども、事業については、予算と関係があるから14年度予算は事業と

は別に査定していくよ、それで１兆円削るよ、ということをしているんですが、

物の言い方によったら、構造改革の枠組みの変化に伴って、それに合うところの

予算の削減とか予算の付け具合、配分ということになってくるということも言え

ないこともない。 

    そういうことだろうと思うんですが、竹中先生はどんなつもりであれ書いたの

かと思って、それを聞こうと思うんです。 

（竹中議員）  これは皆さんに関係しますので、どうぞ御議論ください。 

（塩川議員）  私の解釈は先ほど言いましたように、枠組みは決まるんだけれども、

現在の公社・公団、特殊法人を持っているそれぞれの事業と事務経費ですが、そ

ういうものが将来ぷつんと切れてしまうものではないんだから、事業は継続して

いくんだから、その事業に対して予算査定をしているんだと、14年度はね。15年

度以降は枠組みが変わった中でやっていけばいいんです。そうしないと、間に合

わないんです。14年度予算が。そこが私どもの方の幹部が集まって頭を痛めてい

るところで、今日ちょうどこの会議があるから、聞いてみようということになっ

ているんですが、どうでしょう。 

（小泉議長）  もともと特殊法人等の改革というのは、事業面、組織面、資金面、そ

れを総合的に見直していかなければいけない。資金の方からから無駄使いをなく

そうということになって、事業の見直しも始まるだろうということから、特殊法

人に対しては廃止・民営化、あるいは、今までの在り方を見直す必要があるとい

う方針を掲げてやってきたわけでありますので、だからこそ事業年度予算では５

兆円以上税金を使っているんだから、１兆円程度の削減を目指そうということで

やってきたわけです。当初は、１兆円は無理だから、３年かかる、と言われてい

たのが、今になってみれば１兆円が可能になってきた。 

    そういうことで、14年度だけで終わる問題ではないと思います。これから政策

金融もあるし、更には、これは財政投融資の問題がある。私がかねがね言ってい

る郵政民営化の問題もある。これは一体なんです。本丸、財政投融資・中間、出

口・特殊法人、一体で私は構造改革を考えているのであって、総務大臣にも御苦

労いただいていますけれども、現に住宅金融公庫の廃止なんてとんでもないと、

民間でできないと言ったのが、廃止の方針が出ただけで住宅公庫よりも有利な商

品を考え出してきた銀行もある。いろんな住宅公庫よりも利用しやすいような商

品が出てきた。廃止の方針が出ただけでそうです。 

  昨日から郵便の民間参入が新聞に出ている。それで既に宅配便業者は設備投資

を準備し出した。来年から民間参入の方向だと、方針だけで設備投資の準備が出

て。雇用対策も始めました。人も雇わないと郵政公社にかなわない。こういう方

針だけで既に民間は動き出しているわけです。これが大事だと。まさに民間の活

力をいかに発揮させるかというのが方針だけで出てきているから。この勢いは、
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この１年と言わず永続していかなきゃならない。不断の見直しが必要だというこ

とで、今年１年で終わりじゃない。むしろ今年は７公団の廃止民営化で大きな一

歩を踏み出した。今後続けていくという姿勢が、是非とも必要だと思います。 

（塩川議員）  だから、予算の運営で見直しの枠組みの変更とかあるんだけれども、

しかし、事業について査定したということでもいいわけですね。それで予算を組

みますよ、でないと組めないんです。 

（小泉議長）  現に道路公団というのは、3,000億円カットしたから事業の見直しをせ

ざるを得ないでしょう。 

（塩川議員）  そうだけれども、「骨太」のところにそう書いてある。そこが解釈を

きちっと統一してもらわないと、私ところだけで言ってもおかしくなるから。解

釈を統一してほしい。それでよろしいですな。 

（竹中議員）  「骨太」を受けまして、工程表の中にそれがどのように表現されてい

るかということになりますと、特殊法人等の事務事業を抜本的に見直し、特殊法

人等への財政支出の大胆な削減を目指すということでありますから。 

（塩川議員）  見直すとなっているから、それはそれなんだと。事業の方を見直して

いるんだと。 

（竹中議員）  総理が今おっしゃったことだと思う。それは皆さんもよろしいですね。 

（塩川議員）  それだったら１兆円削ります。できますから。 

（竹中議員）  速見総裁どうぞ。 

（速水議員）  「改革と展望」のところで、集中調整期間にゼロ近傍の成長になると。

一方で物価上昇率がプラスに転じると見込まれるというのは、前から申している

ことですけれども、構造改革と不良債権の処理というのは、どっちも短期的には

デフレ要因ですから、低成長を余儀なくされるということであれば、その間ある

程度の物価の下落は不可避だと思うんです。ここのところは私ども論理的な結論

なんですけれども、それが１点。 

  もう１つ、集中調整期間の政策課題というのは、やはりデフレスパイラルを回

避する、そこに焦点を絞っていきたいと思っております。デフレ全体を先に直し

てしまえというのは無理だと思うんです。 

（竹中議員）  この点は前回も総裁が御指摘になっていたと思いますし、日銀の政策

決定会合等に私も出席して御指摘をいただいております。これは成長率が低い中

でどのようなメカニズムでデフレを克服するのかという問題点の指摘だと思いま

すが、これは政策をさまざまな形で総動員して、今までの低い成長からゼロない

しは、それより少し上に上がるわけですから、その分需給ギャップが減りますし、

価格デフレをくい止める要因にはなるわけでありますけれども、その他具体的な

どのような数字になるかというのは計数の話でありますので、タイムラグの話も

ありますし、計数を年明けくらいから整理してお示ししますので、その中で議論

を深めていただくということでいかがでしょうか。問題意識は十分受け止めます。 

（速水議員）  よくなっていかないと、物価が上がっていくまでは、今までの経験で

は１年か２年はかかっているんです。 
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（竹中議員）  計数の中で議論させていただきます。 

（本間議員）  小泉内閣が発足をして、この年末にその成果を一度まとめて国民にわ

かりやすく示すということが非常に重要ではないかという気がいたしております。

第２次補正が、今、財務大臣を中心にまとめていただいておりますし、14年度予

算は特殊法人改革の成果の問題等々、論点が尖鋭化している部分もございますけ

れども、ぜひそれをわかりやすく国民に説明する必要があります。これは牛尾議

員も前回メッセージ性という言葉を出されて強調されましたけれども、我々もそ

ういう認識を４人で共有しております。是非来週、あるいは再来週まとまった段

階で同時に出るような工夫ができないかということを申し上げているところであ

ります。 

  その際に、改革断行予算と景気の問題に対してどういうメッセージを出すかと

いうことでございますけれども、これは第２次補正が従来の公共投資の積み上げ

方と違うんだ、改革断行をする中身をきちんと担保しているんだ、ということを

メッセージとしてまとめていく必要があるのではないでしょうか。これは是非第

２次補正が固まった段階で、我々も知恵を出したいと思いますが、財務省の方か

らも少し材料をいただいて、従来の公共投資の配分と違う点を強調するというこ

とをお願いいたしたいと思います。 

  14年度予算では、これまで総理が内外に示されておられました目標に対して十

分きちんと予算の中に入れ込んでいるということも是非まとめていく必要がある

のではないか。30兆円の枠組みは勿論そうでございますけれども、公共投資の中

身の問題、５兆円を切る、２兆を円増やす、という部分が財政状況の変動の中で

どのような形でうまく予算編成の中に工夫をされたのかとか、更には医療制度改

革の問題でどういうように将来に向けて改革の芽が継続をしていくかとか、ある

いは国と地方の関係の中で交付税、特会等も含めていろいろ御苦労があろうかと

思いますけれども、その辺のところについても精査をしたということを是非それ

ぞれの項目の中でわかりやすく、これまで以上の広報活動を一度していただきた

いと思います。 

  後に、今大臣がおっしゃったとおり、特殊法人改革の中で財政面から１兆円

を切り込むということも総理の非常に大きな指示でございましたから、これも構

造改革とは卵と鶏みたいな部分がございますけれども、それは目標であり、かつ、

結果であるという部分がありますので、これについても検討の状況というものは

改革につながっている。 

  今後、それが特殊法人改革にもきちんとした効果を及ぼすということをまとめ

ていくということが重要です。せっかく仕上がったものが、わかりにくくなって

おりますと、国民が構造改革の進展がどこまで行っているかということが理解さ

れにくい部分があると思いますので、この辺是非御努力をいただきたいと思いま

す。 

（塩川議員）  予算を削っただけで構造改革をやっているんだ、特殊法人をやってい

るんだ、と思われたらいけないから、そこの点を私は非常に気を使いまして、し
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かも特殊法人の枠組みの改革と合せてと書いてあるものだから、そうじゃなくて

事業だけやっていくんだと。この後すぐに特殊法人の枠組みを変えて、官から民

へ移していくんだというスタイルを出していきたいと思っているんです。 

（竹中議員）  これも骨格でありますけれども、牛尾議員もかねてから主張している

ところでございますので、そういう点を踏まえて財務省にも案を出していただい

て、わかりやすいように努力したいと思います。 

（塩川議員）  それと、予算の説明なども例示が必要だと思うんです。これなどでも

難しいんです。これを読んでいたら、何か学者の論文でわからない。例えば、こ

ういう事業に重点を置いたとか、「例えば」を入れてもいいから。そうしたら、

今度新しくこうなるのかと。例えば、メセナと言ったってわからないから、企業

の文化活動等を助けますと、そういうふうに書いてあったらわかりやすいんです。 

（竹中議員）  ほかにございますでしょうか。 

（小泉議長）  昨日燃料電池の車に乗ったんです。これも私、所信表明で３年間で全

官庁車を低公害車に切り替えると言ったでしょう。むしろ民間企業の方が低公害

車開発に乗り出した。まさか2003年で燃料電池の実用化を目指すとは思っていま

せんでした。昨日乗ったら、2003年に実用化を目指すとメーカーの社長は言って

いました。今は１億円か２億円掛かるけれども、2003年と言うとすぐで、ことに

よると３年かかって低公害車に切り替えると言っているけれども、３年目には燃

料電池に乗れるかもしれない。 

（塩川議員）  生産、間に合うのか。値段が高い。 

（小泉議長）  １億円か２億円かかるんだって。2003年になると、1,000万円以下で収

まるかもしれない。1,000万円以下だったら、全部替えます。高くても環境にいい

というんだから。 

（塩川議員）  そんなに高いんですか。 

（小泉議長）  今ならね。今は１億円、２億円かかる。３年経てば1,000万円以内でで

きる。 

（塩川議員）  それは奥田さん、号令をかけて。 

（奥田議員）  やっています。 

（福田議員）  １台１億円で買ったらどうか、総理用で。 

（小泉議長）  それでもいいと。今１億円じゃ無理だと。1,000万円くらいだったら全

大臣車にするけれどもさ。 

  しかし、この技術進歩というのはすごいですよ。選挙のとき、自動車電話は

初20万円くらいかかっていた。しかし、選挙期間中だけ仕方ないと。これは便利

だから、20万円でも付けようと言ったら、急激に普及した。この科学技術の進歩

というのはすごい。あのころは20万円でも、今は何千円でしょう。燃料電池だっ

て、エネルギー戦略に大影響を与えるんだから。環境にもいいしね。普及し出し

たら早い。 

（平沼議員）  コンピュータだって、スーパーコンピュータは何十億円したのが今は

家庭にあるんですからね。 
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（塩川議員）  昭和50年ごろは毎年２割、３割下がっていた。あの時分は、改造改造

でね。日本はすごいね。 

（小泉議長）  トヨタだけじゃないんだ。日産もホンダも、全部連動で競争している

んだ。 

（竹中議員）  技術、特に環境技術と地球技術等々を中心とした技術の開発というの

は、中期展望の中にも、更に、再生戦略の中にも是非織り込んでいくような形に

したいと思います。 

  ほかに特によろしゅうございますか。 

（奥田議員）  御報告ですけれども、今日、坂口大臣と連合と日経連が集まりまして、

ワークシェアリングのことについて第１回目の会議をやりました。細かいところ

に入っていけば難しい問題が出るでしょうけれども、それをやろうというベクト

ルは一応向いたと。 

（竹中議員）  新聞報道ですと、二段階でという議論で、そういう方向でやられるん

ですか。 

（奥田議員）  二段階と言っても、短期的なものと中長期的なものとありますけれど

も、いずれにしろワークシェアリングを取り入れていくんだ、というベクトルは

合った。 

（竹中議員）  ありがとうございました。 

  それでは、平成14年度の経済見通し基本態度につきましては、本日の審議を踏

まえまして、計数も含めて成案を策定しまして、今後閣議了解を得ることといた

します。 

    また、デフレに関してでありますけれども、スタディーグループを先日発足、

第１回の会合を開いておりますので、グループでの検討については１月中にその

論点整理を行って、私から諮問会議に御報告をさせていただきたいと思います。 

    総理から御挨拶がございます。 

（小泉議長）  いろいろありがとうございました。今お話ありましたように、本間先

生が言われたように、痛みだけではなくて、明るい展望が結構出ているんです。

わかりやくす、今まで小泉内閣が発足してから今日まで何もやっていないどころ

か、大胆なことを結構やっているんですから、それをわかりやすく国民に示して

いく努力が必要だと思いますので、よろしくまたお願いしたいと思います。 

（竹中議員）  ありがとうございました。以上をもちまして、本日の会議は終了いた

します。議事録等はいつもどおりとさせていただきます。 

    ありがとうございます。 

 

（以 上） 


