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（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 12 月 19 日(水) 15:30～16:13 

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 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)「平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告） 

(2)平成 14 年度予算編成状況について 

(3)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○ 平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  それでは、ただいまから第34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。 

    それでは、本日の議事でありますけれども、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」について御報告を申し上げ、その後「平成14年度予

算編成の状況」について、御説明をいただきたいと思います。 

    議事録の扱いは従来どおりとさせていただきたいと思います。 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 13 年第 34 回）
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なお、本日、日本銀行総裁は御欠席でございますけれども、御承知のように、

今日は、金融政策決定会合をずっと続けておられました。私も午前中出ておりま

したが、非常に長い時間の討議をされたようで、つい先ほど終わったそうでござ

います。４時から総裁の記者発表があるということでございますが、詳細は未確

認でございますけれども、一歩踏み込んだ金融政策について、御決断をいただい

たというふうに伺っております。 

    もう１点、政策金融機関８機関につきましては、経済財政諮問会議で議論する

というふうに御決定をいただいたということでございます。これにつきましては、

別途、日を改めまして、今後どのように進めていくかということもまた議論をさ

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」について（報告） 

（竹中議員）  それでは、「平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」

でございます。 

    平成14年度におきましては、次の２点に柱を置いて経済財政運営を行うように

したいと存じます。 

    第１は、日本経済の再生を図るための聖域なき構造改革の更なる推進でありま

す。これによりまして、日本経済が持つ潜在力を発揮できる新しい経済社会の仕

組みを作り上げることとしております。 

    第２は、多角的貿易体制の維持・強化などを通じて、世界経済の持続的発展に

貢献することでございます。このような経済財政運営の下で潜在力を開化させ、

民需主導型成長の実現を図ることとしております。平成14年度の日本経済は、集

中調整期間の中で引き続き厳しいながらも、低迷を脱し、年度後半には民需中心

の回復に向けて緩やかに動き出すことが期待されております。この結果、平成14

年度の国内総生産の実質成長率は0.0％程度と横ばいになると見通しております。 

    この「平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」につきましては、

先程開催されました経済対策閣僚会議において了承され、臨時閣議において了解

されたものでありますので、以上、御報告を申し上げます。 

 

○平成14年度予算編成状況について 

（竹中議員） それでは、「平成14年度予算編成の状況」につきまして、審議に移り

たいと思います。塩川議員から説明をお願いすることになっております。 

（塩川議員）  座長、平成14年度予算の編成の状況につきましては、概算の数字でご

ざいますけれども、主計局長の方で取りまとめをいたしましたので、報告いたし

たいと思います。 

    主計局長。 

（林主計局長）  平成14年度予算につきましては、当諮問会議で御議論をいただきま

した「平成14年度予算編成の基本方針」に沿いまして、大詰めの調整作業をして

ございます。昨日、防衛、公共事業関係費、診療報酬、地方財政などの事前大臣
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協議を行いまして、それを踏まえまして、現在、計数の整理を行っているところ

でございます。 

    既に御案内のところでございますが、事前大臣協議の概要を申し上げますと、

防衛庁長官との間では、防衛費につきまして、同時多発デロ事件をも踏まえた節

度ある防衛力整備のあり方について御議論がございまして、必要最小限の経費で

最も効率的な整備に努力をしようということでございました。 

    国土交通大臣との間では、３点でございました。 

    １つ、道路特定財源につきましては、自動車重量税の税収のうち、道路歳出を

上回る部分を一般財源として活用するということが第１点でございます。 

    それから、本四公団に対する無利子貸付けを増額する。800億円でございました

が、これを1,800億円に増額するということが第２点目です。 

    それから、関西国際空港の２期工事につきまして、平成14年度におきましては、

2007年の並行滑走路供用を目標として、引き続き工事を推進するということが決

まりました。 

    厚生労働大臣との間では、年金の物価スライドにつきまして、マイナス改定の

停止をするということ。医療につきましては、医療保険制度の見直し及び診療報

酬改定について、決定をいたしておるところでございます。 

    それから、厚生労働大臣と総務大臣との間では、国保の財政基盤強化のための

諸措置を決めさせていただきました。 

    それから、総務大臣との間では、地財対策でございますが、国の歳出の見直し

と歩調を合わせた地方歳出のスリム化、地方の財源不足補填措置につきまして、

調整を経て策定した案で、大臣間で合意をさせていただいたということでござい

ます。 

    現在、これを踏まえまして、計数の整理を行っているところでございますが、

まず今後の予定でございますが、本日中に計数を固めまして、予算省議を行いま

して、財務省としての案を確定する予定でございます。 

    続いて、財務省の原案を明朝の閣議にお示しし、その後、調整財源、いわゆる

公開財源でございますが、500億円、従来どおりですが、この枠組みの下、事務折

衝、大臣折衝のプロセスに入ってまいりたいと考えております。 

    最終的な計数につきましては、24日に閣議で概算決定をいただく予定でござい

ます。 

    なお、先週金曜日、14日でございますが、「緊急対応プログラム」として、中

身を取りまとめていただきました平成13年度二次補正につきましては、事務的な

計数整理作業を進めてきておりまして、明日の閣議において、概算決定をお願い

する予定でございます。 

    とりあえず現在の状況を御報告させていただきます。 

（塩川議員）  公開財源は500億円なのです。それしかないので、辛抱してもらおうと。 

（竹中議員）  宜しゅうございますか。平沼大臣、片山大臣から特に補足いただくこ

とはございますでしょうか。 
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    よろしいですか。それでは、どうぞ御議論をいただきたいと思います。 

（牛尾議員）  前回も少し申しましたように、大変良い形で予算編成が出てきて、最

終的に、今日、まだ具体的なお話しができないので、本当に５兆円無駄なものを

削って、２兆円有効なものをどのように入れたのか。あるいは、７つの重点項目

を中心に、どのような構造改革予算になったのかという点で国民への説明方法が、

実は私たちに分からないままに、最終の閣議決定になってしまいます。 

    相当良い感じで、新しい形が出てきているのに、最後の仕上げで、500億円を巡

って、昔ながらの調整財源の折衝が前面に出ると、本当に議論した結果がこうな

ったということが、国民には非常に分かりにくく、最終決定のスケジュールが、

何か裏側で物事が決まっているような印象を与えてしまう。総理や財務大臣や竹

中大臣などの会見に加えて、この会議での議論が唯一公開されている議論の経過

ですから、最終的にどのように本来の趣旨が活きたかという経過が少しでも議事

録に出るような仕組みを若干取り、もっとオープンにする必要が本当はあるので

はないでしょうか。 

（塩川議員）  それは、牛尾さん、ＰＲ活動でやらないと、これは本文で書けません。

本文で書くなら、あの程度のことしか、今言ったようなことしか書けない。そこ

をＰＲで補う。 

    例えば、さっき仰ったような、公社公団をこういうふうに変えることになって、

その先鞭としてまず１兆円切ったと。５兆4,000億円の１兆円を切ったということ

は、これは非常に改革への第一着手をやったことになります。 

    医療でも、今までの三方一両損になっておって、患者も辛抱してもらうけれど

も、その代わりに、今度の制度では５年はもたせますよと、こういうアナウンス

が付いて初めて、そうか、そうか、これであれだけもめたのだなと。何でもめて

おったのか分かる。そういう説明をする。 

（牛尾議員）  こういう話を、この席で塩川大臣が全部されれば、議事録に載る訳で

すから、これは大変なメッセージになる訳です。 

（塩川議員）  これが国会だったら良いんですよ。私は、委員会でそういうことを言

っているんですよ。 

（牛尾議員）  国会も大事だけれども、ここでもお話しいただく方が良い。みんな議

事録に載りますから。 

（塩川議員）  そうですか。じゃ、言うておきましょうか。 

（牛尾議員）  私は、それは絶対に、きちっと仰った方が良いと思います。 

（塩川議員）  そういうことを言ってやらないと、分からないだろうと思う。だから、

公共事業だって10％削りました。10％削るということは、約１兆円削ったんだ。

けれども、作業をする事業量はちっとも変わっていないじゃないか。ということ

は、今までの浮付いた経費を削ったのだと。その代わり儲けが少ないから、「痛

みや、痛みや」と仰るけれども、ここは辛抱してもらわなければいかぬ。これで、

良いんじゃないですか。そうでしょう。だから、私は説明がやはり大事だと思う

んです。 
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（小泉議長）  予算の原案が24日か25日。みんな記者に説明するでしょう。あのとき

に、あるいは事前に、論説委員などに、良く説明しておかないといけない。如何

に変わったか。政権発足以来、所信表明、骨太の方針、そのとおりやって、予算

でどう変わったのか。30兆円、５兆円、２兆円と変わってきた。公共事業を10％

削減などとんでもないということだったが、実際削減している。特殊法人改革、

道路公団にしても、住宅金融公庫にしても、みんなやっている。今回の政府系金

融機関だって、「妥協した、妥協した」と言っているけれども、これは橋本さん

始め行革本部、「手を触れちゃいかぬ」と言ったんだよ。「見直してはいかぬ」

と。しかし、はっきりと見直している。この「諮問会議で来年からやる」となっ

ているでしょう。どこを妥協したのか。そうではなくて、そのとおり進んでいる。

特殊法人の１兆円削減もそうです。 

    だから、そういう点を分かり易く説明していかなきゃいけない。 

（竹中議員）  奥田議員。 

（奥田議員）  やはり国民の目から見て、例えば、昨日などは非常に象徴的だったん

だけれども、塩川大臣と扇大臣が椅子に座って、関空の話か何かですね。ああい

うのをやっているのをテレビで見たのだが、時間帯も非常に見やすい時間で。あ

れは一体どういう予算作りの中で、どういう位置を持っているのかなという。こ

れを国民というか、我々は良く分からなくて、ここでこういう数字を、数字では

なくて、考え方をお聞きした訳ですけれども、経済財政諮問会議というのは一体

何なんだろうと。大臣が大臣折衝で先に決めておいて、後は、財務省任せだと。

ここら辺りの感じが、今、牛尾議員が言いましたけれども、一番最後の段階にな

って、わわっとなったような感じで、何かもっとクリアーにならないですかね。 

（塩川大臣）  そんなことはないですよ。それはちゃんと言っているように、諮問会

議で骨太の方針が決まって、そこから工程表が決まって、それから予算の方針が

決まってと。ちゃんと国会で言っています。だから、そういう順序で決まってき

て、結局それを具体的なものにするのが予算であったと。ですから、まず、骨太

で重要７分野と決定、それから予算のシーリングの枠を30兆円にしろとか。それ

から５兆円、２兆円というのは、全部財務省で決めたのではない。総理も御出席

いただいてここで決めた。それであるのに、予算の配分は７分野にやれと決まっ

てきたので、そんなことはちゃんと説明しています。 

（奥田議員）  説明は勿論しているんですけれども、テレビで見ると何をやっている

んだと、予算編成の中で、それはもともとあったんだと、あるんだけれども、た

またまテレビに出たんだという話なのか、新しくああいう過程が出てきたのか、

そこらが今までのところからどう違うんだという、そういうのをちょっと国民と

いうのは疑問を持っているような話があるんです。ましてや関空ですからね。み

んながホット・イシューで見ているところですからね。 

（塩川議員）  あれはみんな関空に行けば面白いんですよ。色々問題点ありましたけ

れども、一番興味を持っているのは、特殊法人と道路と関空ですね、道路は決ま

ってしまったもんだから、関空はどうなっているんだということで見ているんで
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すね。 

    私は、関空でこう言っているんです。あの中でも言ったけれども、「工事の金

と工事を実施するのとは違う」と言っているんです。前は、「これだけの予算で

ないとこれだけの工事はできない」と言っていたものが、「これだけの工事をや

るのにこれだけしか今度は金ないですよ」と言ったら、それでも「やります」と

言うんだから、では「やってくれ」ということになったんですね。 

（奥田議員）  ということは、工事が欲しいということですか。 

（塩川議員）  工事が欲しいんです。だから、そこは「コストの見直し」だと言って

いるんです。 

（奥田議員）  そういうことでしょうね。 

（塩川議員）  だから、関空は１兆3,400億円のものを切って、9,600億円かになって

いるんです。それは、少し部門を削ったり、何とかしてやってきたんです。だか

ら、それはもの凄い節約したということなんです。ですから、これだったら予定

どおりできるではないかという説明になっているんです。 

    そこがなかなか、扇さんも良く話を知っているから、そういう中抜きをやって

しまったんですね、上と下だけ話をしたから。 

（牛尾議員）  今みたいな説明は、非常に分かり易くて良いと思います。そこまで言

わないといけないですね。 

（塩川議員）  時間がなくて、そこはテレビに出してくれないんです。 

（牛尾議員）  けれども、今、総理が仰った、このように行ったというキーワードが、

「マイナス５兆円、プラス２兆円」等、いっぱい例としてある訳です。それをし

っかり文章にして、具体的に２兆円の中身の例示や５兆円の節減例をきちっと書

いて、それを閣議のときには添えて出すべきで、それを「国会で言うから、それ

はもう省略」ということでは困るし、それはＰＲにもならない。こうした説明が

一連の事務手続の中に入っているということで信頼性も高まる。逆に、ＰＲとい

うと針小棒大にならないかという印象がある。 

（塩川議員）  これは、過去50年政府のやっているのを見ていたら、全くＰＲがなっ

ていない。だから、ちっとも理解されないままでずっと、正しいことをやってい

るのに理解されてないんです。 

（牛尾議員）  ですから、今度の24日の閣議までの１週間ぐらいの経過は、率直に言

って、若干、我々としては意に沿わぬものがあるということです。第二次補正で

も、私たち全然中身を知らない訳ですから、それが明日決まってしまうというの

は、おかしいと思います。これだけ議論してきているではないですか。結局、す

ぐ経済財政諮問会議は何をやっているのだと我々も批判されます。 

（塩川議員）  いやいや、その方針に基づいてやっているのですから、それは外れて

ないですよ。 

（牛尾議員）  その辺をきっと議事要旨できちっと分かるようにしておいた方が良い。 

（塩川議員）  それは重ねて言っておきましょう。 

（牛尾議員）  重ねてここで言わないと議事要旨になりませんから。 
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（小泉議長）  党からは、経済財政諮問会議でやり過ぎると言われているんです。私

たちは何だと。 

（塩川議員）  しかし、34回もやっているって、忙しいときに本当に負担ですよ。だ

から、もうちょっと。 

（牛尾議員）  必要だからやっているのです。 

（塩川議員）  だから、もうちょっと時間を取って、ぎゅっと集約してやってもらえ

ませんかね。 

（竹中議員）  「与党プロセス」という言葉がありますけれども、別に、多分、与党

から見ると「諮問会議プロセス」というのがあって、党から見ると諮問会議は色々

やり過ぎているというふうに見えるし、諮問会議の民間議員の方々から見ると、

結局、予算編成というのは見えないところで行われているのではないかというよ

うな、そういう御指摘になるんだと思うのですが、これはしかし、予算編成は財

務省の固有のお仕事ですから、そこはそこで割り切った上で、諮問会議として大

枠を作るということと、それとのマッチングをどのようにするかという、ちょっ

と新しい仕組みですので、運用だと思うんです。その意味で、今日は、民間議員

からの御希望もあって、予算内示の前に一度説明をして欲しいということだった

んだと思います。 

    しかし、同時にこれは非常に微妙な問題でありますから、今の段階でなかなか

お話しになれないところも、当局としては当然ある訳で、ひょっとしたらこれは

内示の直前に開くというのが良いのかもしれないですし、その辺はちょっとラー

ニング・プロセスの中に私たちもいるのかなと思います。 

    しかし、趣旨は双方、今、シェアできると思いますので。どうぞ、吉川議員。 

（吉川議員）  日本経済あるいはその中での財政というのは、サイズが大きい訳です

から、大型タンカーのようなものだと思います。今年は諮問会議もできて、その

最初の年ですから、第１回目ということで、重要なことは、やはり大型タンカー

を、どちらの方向に舵を取って変えていくか、このことをはっきりさせることが、

非常に大切なことだと思います。 

    その点で、「14年度の予算については、無駄なところを５兆円削って、将来日

本にとって大切なところに２兆円付ける」という方針を、骨太の方針以来掲げや

ってきた訳ですから、既に何人かの議員が言われたように、最後のところで、「ど

こが５兆円削られたのか」、「どこで２兆円伸びたのか」、そうした形を大きな

数字も含めて政府が予算を発表するときに、是非とも明確な形で世の中に説明し

ていただけたらと思います。 

    それは、そのこと自体が大変に重要な政策、ポリシーだと思います。 

（竹中議員）  これは、もう何度もあれですけれども、一応そういう工夫を今してく

ださっているということで宜しいですね。 

（林主計局長）  はい。できましたところで、きちっと御報告できるようにいたしま

す。 

（竹中議員）  はい。本間議員。 
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（本間議員）  私は、予算、税制を専門にしておりまして、最終的に経済財政諮問会

議が、今、局長が御説明になったような中身で済ますということは、非常に問題

があるんではないかという具合に思っております。これは、新聞等でも報道され

ておることでありますし、こういうことを改めてここで御説明いただかなくても、

十分私は承知しておるつもりですし、民間議員は既に十分認識している内容だと

思います。 

    ６月以降、我々もある意味では矢面に立たされて、随分、色々、世の中から批

判されているにもかかわらず、最終的な局面の中でこういうような、非常に表層

的な話で済ませるということは、経済財政諮問会議が調査・審議するということ

の法律的な規定からいっても、私は大いに問題があるのではないか、という感想

を持っております。 

    恐らく、民間議員の役割というのは、国民の視線と、予算編成が構造改革に対

してきちんとした中身を担保しているかどうかという科学的検証、その両方の面

で民間議員がコミットしているんだろうと思います。先程ちょっとお話しに出ま

したけれども、国民感情からしておかしな予算というものが出てきていないかと

いうような議論も少しある訳でありまして、そういう部分のところの意見表明的

なるもの、あるいは科学的な評価等の中で、どのように決着が付けられるのか、

これは政治的な問題であると同時に、やはり国民に説明していくということが重

要です。計数を細かく出せというようなことは申しておる訳でございません。し

かし、これまで６月以降、基本方針、工程表、改革先行プログラム等々でずっと

積み上げてきた努力というものは一体何だというような、ある意味では何か虚し

い感じを持たざるを得ない訳です。何故、最終局面でこういう状況になるのでし

ょうか。 

    勿論、色々出すことに伴う副作用というのがあるんだろうと思いますけれども、

もう一度原点に返って、経済財政諮問会議の機能というものを、改めて来年に入

りましてから議論をしていただきたいという具合に思います。 

    事務的に詰めるという問題とは別に、今吉川議員が仰ったとおり、予算につい

ての説明責任を果たすということは、政策としての経済財政運営の局面の中にお

ける、大きな課題である訳であります。そういう点で私は今のような最終的な決

着というのは、諮問会議としては遺憾であるという具合に意見を申し上げたいと

思います。 

（塩川議員）  そうは仰いますけれども、なかなかこういう予算、それから税制一つ

取っても、理論的にそれだけのものが計数の上に出せないんですね。今度の税制

一つ見ましても、結局、私が考えておったのは、もっとメリハリの付く税制を考

えておったけれども、結局、これは竜頭蛇尾に終わってしまったということです。 

    それは、一つは総理が幾らリーダーシップを発揮してやろうとしても、大統領

的にはなれない。しかし、今できているのは、大統領的な内閣府なんですね。だ

から、それはみんな分かっているんだけれども、そこの意識を切り換えたところ

だから、なかなか。私たちは大統領的な内閣府としての意識を持っていても、党
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はそうは取らないんですね。そこらが、非常に交渉の過程で難しいですよ。ここ

は、もう少し時間の経過を、これで押して行って、やはり行政が決めたことと、

議会としてこれを決定していくこととの分担というものをきちっと分かってくれ

れば良いけれども、今まで、もう議院内閣制でごっちゃでしたからね。ですから、

その習慣と、その手法というものが残っておる以上、なかなかこれは割り切れな

いんですね。その点は、私は非常に苦労した。だから、本間先生仰るように、私

たちだって良く分かっているんですけれども、しかし、少なくとも骨太の方針で

決められたこと、そして７分野重点のこと、その方針だけはやった、それは数字

には十分出たとは私は思いませんけれども、少なくとも実務的にはこれしかやり

ようがなかったというふうに思っているんです。まだ、これでも私のところにこ

んなにメモが溜まっています。全部議員からです。「こうしなければ駄目だ」、

ああだこうだと、凄いんです。 

（竹中議員）  平沼大臣。 

（平沼議員）  私から、ちょっと一言申し上げたいんですけれども、今、塩川大臣が

仰ったように、最初からここで34回目ですけれども、「議論をした骨太の方針だ

とか、７つの重点分野とか、それを全部盛り込んだ上で、微調整でこれがある」

という話し方をすれば、そういう御意見が出なかったと思うんです。あくまでも

今度の平成14年度予算編成というのは、この方針に基づいて組まれている訳で、

ここに出ている幾つかので、さっき説明があったのは、言ってみればそう大きな

問題ではない。ただ、その前提が無しに説明をしたから皆様方そういう御意見が

出たと私は思うんです。だから、そういうことは踏まえて、既に平成14年度予算

というのはやっていると。 

    それから、500億円というのは、これは冒頭御指摘がありましたけれども、確か

にそういう意味では旧態然という御批判はあるかもしれません。しかし、長い間

そういう形で大臣折衝というようなものがあって、それがそういう形で本当に小

さな幅で残っていると。ですから、大前提というのは、ここでやってきたことが

踏まえられていると。そこをまず言ってから、ちょっと微調整と言ったら、皆さ

ん納得されたと思うんで、私はそうではないかと思っております。 

（竹中議員）  片山大臣どうぞ。 

（片山議員）  私も平沼大臣や塩川大臣に近いのですけれども。やはりこの諮問会議

は大きな方針、予算のフレーム、また、政策選択をやるので、それに基づく施策

や事業というのは財務省が、これは今までの積上げもあるけれども、事務的なこ

とを含めて査定をする。そういう分担関係ではないかと思います。 

    ただ、接合が今回は上手くいっているか、いっていないかという議論なので、

その結果については、私は、もう少し財務省側が詳しく説明をして、「こういう

方針に沿っていますよ」と、「政策選択はこうですよ」と、今日の会議は、こう

いう説明が少し足りないのではないかと思います。恐らく間に合わなかったと思

います。その工夫があれば、やはり分担と協力の関係ですから、経済財政諮問会

議と財務省は、それをはっきり確認した方が良いのではないでしょうかね。ちょ
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っと今日の説明だけでは、口頭ですし、数字は一切ありませんし、ふわっと説明

しましたから、私はそこのところが本当にそうなっているのかという疑念が民間

側の先生にあってもしようがないのかなと思いながら聞いていました。 

（塩川議員）  官僚の説明というのは、あんなふうになっちゃうんですよ。官僚の説

明ですからね。だから、そこに行くまでの過程は、随分、この諮問会議の色んな

要件をやっています。ですから、私も前にお願いしたように、「特殊法人の予算

の削減を１兆円やれ」と仰るなら、「それをやることについて整理計画はまとめ

ていただけますな」と、「そうではなかったら、その計画なくして、予算だけ先

行してもだめですよ」ということをお願いしたことがあったと。総理が18日決め

るからと仰ったので、１兆円予算を組んでやった訳です。あれなんか、皆さん連

担していますから。だから、私はできるだけその意向は酌んだけれども、しかし、

本間先生が仰るように、それが具体的な姿としては十分出てない。これは、私は

思うんです。私は、精神は出てきておると見ておるんです。 

（竹中議員）  奥田議員。 

（奥田議員）  私も本間先生のような感じは持っているのですけれども、私はもうち

ょっと何か現実的と言ったら変ですけれども、妥協的で、これはやはり第１回目

の、初めてこの制度を変えて第１回目ですから、そうそう簡単に上手くいく訳が

ないんですね。やはり、２回目以降は、そこら辺りが反省点みたいな話で、もう

ちょっとステップを上手く踏みながらやっていくという、そういう仕組みを考え

たらどうかなと、そういうふうに思っております。 

    それから大統領制と言われましたけれども、国民が今一番言っているのは「何

故、総理が党税調に行くんだ」と。そういう話をもの凄く言うのです。「２回行

った」とか、「総理が呼び付ければ良いではないか」と。それは大統領制ではな

いからできないとか、それは非常に国民が関心を持っているところですね。だか

ら、あそこ辺りなんかも、もうちょっと何か、大統領制ではないから、行った方

が良いのか、行かない方が良いのか、私は良く分からないんだけれども、そうい

う感じがやはりもの凄くあるんです。 

（塩川議員）  そうそう、だからオリジナルな制度の上に、ちょっと大統領制を入れ

てチャンポンになっちゃって。だから、非常にこれがまだどっちも意識を持って

いないんです。私ははっきり言うと、中央省庁の改編で大統領制に移行すると。

これは意識してもらう。だから、内閣府に６人も、７人ですか、大臣が入ってい

るんです。私ら外様のようで。それはそれで良いんだけれども、役割分担だから

違うということが分かるんです。分かるんだけれども、一般はそう見ていない。

自民党でも民主党でもそう見ていない。そこが、作業するものにとってみたらと

ってもやりにくい。それは、主計官でも泣いてきたことが何遍もあるんです。呼

び付けられて、がんがん言われて、こっちはまた電話してやったことが何度もあ

るんですね。それはそれで、私は、時間の経過で行くと思うんです。 

（本間議員）  全てにものを申し上げて申し訳ございませんでしたけれども、私は、

やはりプロセスの進め方として、基本方針、工程表、改革先行プログラム、平成
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14年度予算の基本方針、これでずっと積み上げている訳です。それが予算でどう

いう具合に対応されたか、その比較対照表ぐらいは、ここに出していただいて、

それを審議するということぐらいはやっていただけないかということなんです。 

（塩川議員）  それは、これからの作業でそういうふうにやらせましょう。 

（小泉議長）  それと、奥田さんの、山中さんとの話は、私は、税のことで話しに行

ったんではないんです。私はもともと親しいんですよ。それで、政界の長老でし

ょう。それで、実力者で税に細かいということで、私が山中先生に会いに行くと、

税の話をしたとみんな思っているんだな。税の話はほとんどしていない。ただ敬

意を表しに。ここがまた政界で微妙な良い雰囲気をもたらすんですよ。みんな税

の話だと思っているが、税の話なんてしていない。それで何となく了解しちゃっ

て、「来年２月からは税制を審議する」、「抜本的な」、「ああ良いことだな」、

それだけで全部収まっちゃう。それは、やはり政界の人間関係、これは大事なん

です。 

（奥田議員）  それは、そうだと思います。だから、私どもは、むしろそこら辺りに

ついては、理解している方なんだけれども、一般の人は全然分かっていないとい

う、そういう感じですね。 

（片山議員） 東洋的美風だ。 

（塩川議員）  料理で言ったら隠し味だね。 

（牛尾議員）  だけど、小泉総理の支持率は、国民から見て、この人はきっとやって

くれるという目線で一番支持されている訳です。我々は、その目線で、今みたい

な色んな議論をしている。奥田議員や私は政界のことを多少知っていますから困

難は分かった上だけれども、国民に誤解されかねないことも、この会議を通じて

ここで最小限解決しないと駄目です。だから、今、本間議員の指摘したように、

「どこをどう調整したか」とか、２兆円の中身でもやはり5,000 億円ぐらいは例

を書いて、「こういうものでやったではないか」と示して欲しい。５兆円の節減

例でも、やはり「１兆円ぐらいこういうところにした」と書いて欲しい。医療費

の節減も書いて我々にも見せてくれるとみんな安心する。 

（塩川議員）  これだけ会議をやっていれば、大体分かっているでしょう。 

（牛尾議員）  だから、我々が代わって、国民に分かるようにする必要があるという

ことを申し上げた訳です。 

（竹中議員）  分かりました。どうもありがとうございます。ちょっと取りまとめさ

せていただきますと、恐らく、諮問会議という透明なプロセスを国民に対する最

大のＰＲの場として活用すべきであるというところに御趣旨があるんだと思いま

す。政策プロセスが議院内閣制の中で、非常に新しい段階を迎えている中で、当

然のことながら、試行錯誤で改めるべき点はあるんだと思います。 

    したがいまして、本間先生、御指摘になられましたように、こういった意思決

定プロセスをどのようにしていくかということは、また折に触れて、是非とも今

回の良い面と反省すべき点を踏まえて、議論していただくというのが一つの点だ

と思います。 
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    もう一つ直接的なものに関しては、やはり直接的なＰＲが大変大事であります

ので、それは「マイナス５兆円・プラス２兆円」に象徴されるようなところを是

非財務省にお願いしたいということと、先程出ました比較対照表のようなもので

すか、それを今日は大変お忙しいプロセスの中で間に合わなかったんですけれど

も、お示しをいだたくというようなところで如何かなというふうに思います。特

にございますか。 

（牛尾議員）  21日に私ら会合しますので、そこで拝見したら、これで対にして非常

に分かり易いものが出ると思います。 

（竹中議員）  21日で宜しいですか。明後日ですか。それから、25日に中期展望を議

論する機会がありますが、25日ということでは遅いですか。25日ということで如

何でしょうか。そのときには閣議決定もしておりますので。 

（牛尾議員）  それでも良いですね。 

（塩川議員）  ちょっと待ってください。先生。「従来の予算はこうであったが、こ

こがこう変わった」という、そういうことで私が言っているように、数字がその

とおりには出ていないんです。それは良く分かっていると。しかし、「ここはこ

ういう具合に変えた」というところは分かっておるんです。それで宜しいですな。 

（本間議員）  我々に示すというよりも、むしろそういう作業を通じて国民にきちん

としたメッセージを示してほしい。 

（吉川議員）  「マイナス５兆円・プラス２兆円」というのは、理念、考え方だと思

いますので、そうした考え方が如何に実現されたかということだと思います。 

（塩川議員）  さっきちょっと簡単なことを言いましたが、ああいう考え方のやつを。 

（牛尾議員）  「30兆円、５兆円、２兆円」というのは小泉総理のキーワードですか

ら、それを基に説明すべきです。 

（本間議員）  もう少し余分なことを言いますと、我々諮問会議でずっとエネルギー

を割いてやってきましたので、最後のところで諮問会議軽視という感じもします。

これは来年のモチベーションにも関わる問題でございますので、是非、我々のモ

ラール、モチベーションを高めるよう配慮して欲しい。 

（塩川議員）  それは、ちょっと言い過ぎですよ。そんなことはない。 

（小泉議長）  逆に重くなっているんだよ。 

（塩川議員）  それは逆で、私はもう随分たたかれたんです。「何と言ったって、あ

の諮問会議は言うことを聞かないんです」と。そこで言っているんです。 

（本間議員）  ですから、もうちょっと配慮してくれても良いではないですか、とい

うことを申し上げているんです。 

（小泉議長）  諮問会議の方が幅を利かせ過ぎるから、「そんなことするな」と我々

は言われているんです。逆なんです。 

（塩川議員）  そうです。だから、私は逆に「諮問会議に言ってくれ」と、「堪忍し

てくれ」というふうに使う分には良いんです。 

（牛尾議員）  こういう議論があった方が、後で使いやすいのではないですか。 

（竹中議員）  どうもありがとうございます。今、お忙しい時期でありますので、も
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し差し支えなければ、予定より早いですけれども議論を締めくりりたいと思いま

す。 

    それでは、小泉総理から御挨拶をいただきますが、ここでプレスが入場するこ

とになっております。 

                              （報道関係者入室） 

（小泉議長）  本日「平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」を閣議

了解しました。 

    平成14年度は、引き続き厳しい状況が続くと見込んでおりますが、「改革なく

して成長なし」との考え方の下、不良債権処理、規制改革、特殊法人等の整理合

理化、財政構造改革など、聖域なき構造改革を更に推進し、平成14年度予算を「改

革断行予算」として編成したいと思います。 

    構造改革の先にある将来の我が国経済の姿については、１月中にも取りまとめ

る「改革と展望」の中で示しますが、構造改革を更に加速させ、民需主導型成長

の実現を図っていきたいと思います。 

    また、政府系金融機関については、与党との合意に基づき、新年から、本諮問

会議で検討していただくようお願いしたいと思います。 

    当面、厳しい時期が続きますが、このような時期を乗り切ってこそ、我が国経

済の再生が達成されると思います。引き続き国民の理解を得るよう努力いたしま

すので、御協力をお願いします。 

    ありがとうございました。 

                              （報道関係者退室） 

（竹中議員）  ありがとうございました。以上をもちまして、本日の経済財政諮問会

議は終了いたしますけれども、運営規則に基づき、会議終了後、私の方から記者

発表させていただきます。議事録等いつものようにお願い申し上げます。 

    ありがとうございました。 

（以 上） 


