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第 34 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 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 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
 
（竹中議員） 本日、日本銀行総裁は欠席だが、金融政策決定会合で長時間討議し、つい

先ほど終わったようだ。詳細は未確認だが、一歩踏み込んだ金融政策について決断さ
れたと聞いている。 

    政策金融機関８機関については、諮問会議で議論することに決定された。別途、日
を改めて、今後の進め方について議論したい。 

 
○「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 
（竹中議員） 平成 14 年度は、次の２点を柱に経済財政運営を行いたい。 
    第１に、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る。これ

により、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。 
    第２に、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。 
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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。
平成 14 年度の日本経済は、集中調整期間中で引き続き厳しいが、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と期待される。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いる。 

    「平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」については、先程開催
された経済対策閣僚会議で了承され、臨時閣議で了解されている。以上、御報告する。 

 
○平成 14 年度予算編成の状況について 
（竹中議員） 塩川議員から御説明いただく。 
（塩川議員） 平成 14 年度予算編成状況は、概算の数字だが、主計局長の方でとりまと

めており、報告したい。 
（林主計局長） 平成 14 年度予算については、諮問会議で議論された「平成 14 年度予算

編成の基本方針」に沿って、大詰めの調整作業をしている。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協議を行い、それを踏まえて、現在、計数
整理を行っている。 

    事前大臣協議の概要を申し上げたい。 
防衛庁長官とは、同時多発テロ事件をも踏まえた節度ある防衛力整備のあり方につ

いて議論があり、必要最小限の経費で最も効率的な整備に努力することとされた。 
国土交通大臣とは、３点あった。第一に、道路特定財源について、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こと。第二に、本四公
団に対する無利子貸付けを 800 億円から 1,800 億円に増額すること。第三に、関西国
際空港の２期工事について、2007 年の並行滑走路供用を目標として平成 14 年度は引
き続き工事を推進すること。これら（３点）が決まった。 

    厚生労働大臣とは、年金の物価スライドについてマイナス改定を停止することと、
医療に関し、医療保険制度の見直し及び診療報酬改定について決定した。 

    厚生労働大臣、総務大臣とは、国民健康保険の財政基盤強化のための諸措置を決め
た。 

    総務大臣とは、地方財政対策について、国の歳出見直しと歩調を合わせた地方の歳
出スリム化、地方の財源不足補填措置について、調整を経て策定した案で、大臣間で
合意した。 

    今後の予定は、本日中に計数を固め、予算省議を行い、財務省案を確定する。続い
て、財務省原案を明朝の閣議に示し、その後、調整財源（いわゆる公開財源）500 億
円について、従来の枠組みの下で、事務折衝、大臣折衝のプロセスに入りたい。最終
的な計数は、24 日に閣議で概算決定をいただく予定である。 

    なお、14 日に「緊急対応プログラム」として取りまとめられた平成 13 年度二次補
正については、計数整理作業を進めており、20 日の閣議で概算決定をする予定であ
る。以上、御報告する。 

（塩川議員） 公開財源は 500 億円で、それしかないので、辛抱してもらう。 
（竹中議員） 御議論いただきたい。 
（牛尾議員） 大変良い形で予算編成が行われていると思う。だが、今日、未だ具体的な

話しがないので、不明な点がある。「どのように５兆円無駄なものを削って、２兆円
有効なものを入れたのか」や「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、我々には不明なままで最終の閣議決
定になる。良い新しい形が出てきているのに、最後の仕上げで、500 億円を巡る昔な
がらの調整財源の折衝が前面に出ると、国民には、本当に議論した結果がこうなった
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というのが分かりにくく、何か裏側で決まっているような印象を与えてしまう。その
ようなことから、総理や財務大臣、竹中大臣の会見に加えて、唯一公開されている諮
問会議の場で、もっとオープンにして、諮問会議での議論がどう活かされているかを
国民に示すべきではないか。 

（塩川議員） それはＰＲ活動で補うのだろう。（予算書の）本文には書けない。 
    例えば、「公社公団をこう変えて、１兆円削減した。５兆 4,000 億円のうちの１兆

円削減は、改革への大きな第一着手である。」、「医療でも、三方一両損で、患者にも
辛抱してもらうが、今度の制度では５年はもたせる。」など、こうしたアナウンスが
付いて、初めて、決着までもめた理由が分かってもらえる。そういう説明をするのだ
ろう。 

（牛尾議員）  塩川大臣がこうした話をこの席で全部されれば、大きなメッセージになる。 
（塩川議員）  国会なら良い。私は委員会で言っている。 
（牛尾議員）  国会も大事だが、ここでもお話いただく方が良い。絶対にきちっと仰った

方が良い。 
（塩川議員）  確かに言わないと分からないだろう。 

公共事業は、10％、約１兆円を削った。しかし、事業量は変わらない。つまり、余
分な経費を削った。儲けは少なくなるから、「痛み」とも言われるが、そこは辛抱し
てもらわねばならぬ。これで分かってもらえるだろう。 
私は、説明が大事だと思う。 

（小泉議長） 予算原案の記者説明の際や、あるいは論説委員などにも「如何に変わった
か」を良く説明しておくべきだ。小泉政権の発足以来、所信表明、骨太の方針に沿っ
て、その通りやってきて、予算でどう変わったのか。「30 兆、５兆、２兆」の方針を
打ち出し、どう変わってきたのか。公共事業 10％削減などとんでもないと言われた
が、実際に削減している。特殊法人改革、道路公団、住宅金融公庫でも、みんなやっ
ている。今回の政府系金融機関でも、「妥協した」と言われるが、各方面から「手を
触れてはならぬ」、「見直してはいかぬ」と言われていたのに、はっきりと見直してい
る。この「諮問会議で来年からやる」と決まった。妥協ではなく、そのとおり進んで
いる。特殊法人の１兆円削減もそうだ。 

    だから、そういう点を分かり易く説明しなければならない。 
（奥田議員） 国民の目からという点で象徴的だったが、昨日のテレビで、塩川大臣と扇

大臣が関空の話か何かをしているのを見た。あれは、予算編成プロセスの中のどうい
う位置付けなのかが、国民には分からないだろうなと思った。今日は、数字はなしで、
考え方を聞いたが、諮問会議の位置付けをどう考えるのか。大臣折衝で先に決めて、
後は財務省任せになっているが、牛尾議員の指摘のように、一番最後の段階を、もっ
とクリヤーにできないものか。 

（塩川議員） そんなことはない。諮問会議で、骨太の方針、改革工程表、予算の編成方
針という順序で決まってきており、それを具体化するのが予算編成である。重点７分
野、予算のシーリング、30 兆枠、５兆・２兆という話は、財務省で決めたのでなく、
総理も御出席の上で、諮問会議で決めたものだ。説明もしている。 

（奥田議員） 説明はしているが、テレビで見ていると、「何をやっているんだ」と思わ
れている。予算編成の中のもともとあった１つの過程がたまたまテレビに出たのか、
それとも新しい過程が出てきたのか、今までとどう違うのか、という点で国民は疑問
を持つ。関空というホットな問題だけになおさらだ。 

（塩川議員） 一番興味を持たれるのは、特殊法人、道路、関空である。道路は決まった
ので、関空に視線が集まっている。私は、関空では、「工事の金と工事を実施するの
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とは違う」と言っている。以前は「これだけの予算がないとこれだけの工事はできな
い」と言っていたが、「これだけの工事に、これだけしか金がない」と私が言ったら、
「それでもやる」と言うので、「では、（節約して）やってくれ」となった。 

（奥田議員） 工事が欲しいということか。 
（塩川議員） そのとおり。コストを見直すと言っている。 
（奥田議員） 分かった。 
（塩川議員） 関空は、２期の総事業費１兆 3,400 億円を、9,600 億円に切っている。工

夫して、もの凄く節約した。それで、「これなら予定どおりできる」という説明にな
った。扇さんも良く話を知っているので、（放映では）中抜きとなってしまった。 

（牛尾議員） 今の説明は、非常に分かり易くて良い。そこまで言わないといけない。 
（塩川議員） テレビではカットされてしまう。 
（牛尾議員） このように行ったという、総理が仰った「マイナス５兆円、プラス２兆円」

等のキーワードが一杯ある。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き、閣議に添えて出すべきだ。「国会で言うので
省略する」というのでは困るし、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） 過去 50 年を見ると、政府はＰＲがうまくない。正しいことをしているの
に、国民に十分理解されていない。 

（牛尾議員） 率直なところ、24 日の閣議までの１週間ぐらいの経過は、我々、民間議
員としては納得しかねる。第二次補正でも、詳細は聞かされていないのに、明日決ま
るのは、おかしいと思う。これだけ議論してきているではないか。結局、諮問会議は
「何をやっているのか」と我々も批判される。 

（塩川議員） いやいや、諮問会議の方針に基づいている。外れてはいない。 
（牛尾議員） それを議事要旨できちんと分かるようにした方が良い。 
（塩川議員） それは重ねて言っておく。 
（牛尾議員） 発言しないと議事要旨にはならない。 
（小泉議長） 与党からは、経済財政諮問会議でやり過ぎると言われている。「私たち（与

党）は何だ」と（言われる）。 
（塩川議員） 34 回もやっているが、予算編成の本当に忙しい時期には結構負担になる。 
（牛尾議員） 必要だからやっている。 
（塩川議員） もうちょっと集約できないだろうか。 
（竹中議員） 与党からは、諮問会議は色々やり過ぎと見えるのだろうし、諮問会議の民

間議員からは、予算編成は見えないところで行われているのではないか、という指摘
になるということだろう。しかし、予算編成は財務省固有の仕事であり、それは割り
切った上で、諮問会議として大枠を作り、マッチングをどのようにするか（が肝心だ）。
新しい仕組みでもあり、運用（の問題）だと思う。民間議員から、予算内示前に一度
説明して欲しいとの希望があり、本日の説明になったが、非常に微妙な問題で、今の
段階で話せないことも当局としては当然ある。内示直前に開くという案もあろうが、
我々も学習プロセスの中にいる。しかし、趣旨は双方、シェアできると思う。 

（吉川議員） 日本経済や財政は規模が大きく大型タンカーのようなものだ。今年は諮問
会議ができて最初の年で、大型タンカーの舵をどちらの方向に取るか、これをはっき
りさせることが、非常に大切である。14 年度予算では、「無駄を５兆円削って、将来
の日本に大切なところに２兆円付ける」方針でやってきた。既に何人か指摘されたが、
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」、大きな
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数字も含め、予算を発表するときに、明確な形で世の中に説明していただきたい。そ
れ自体が重要な政策、ポリシーである。 

（竹中議員） 今、そういう工夫をしているということで良いか。 
（林主計局長） そのとおり。できたところで、きちんと御報告する。 
（本間議員） 諮問会議が、今の局長説明で済ますのは、問題だと思う。新聞報道もあり、

改めて説明されなくても、承知している内容だ。６月以降、我々も矢面に立たされ、
世の中から色々批判されているのに、最終局面で、表層的な話で済ませるのは、問題
ではないか。民間議員の役割は、国民の視線と、予算編成が構造改革を担保している
かという科学的検証という両面ある。先程も出たが、国民感情からもおかしな予算が
出ていないかとの議論もあり、そういう部分への意見表明や科学的評価といったこと
をしながら、どのように決着するのか。政治的問題であると同時に、国民への説明も
重要である。計数を細かく出せとは言っていない。６月以降、積み上げてきた努力は、
いったい何なのか。虚しい感じもする。色々出すことには副作用があろうが、もう一
度原点に返って、諮問会議の機能について、改めて来年にも議論していただきたい。
事務的に詰める問題とは別に、予算について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での大きな課題。私は、このような最終決着は、諮問会議
として遺憾だと申し上げたい。 

（塩川議員） そう言われるが、予算、税制一つ取っても、なかなか理論的に計数の上に
は出せない。今度の税制改正においても、メリハリのある税制改正を考えていた。総
理は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、
今あるのは大統領的な内閣府だ。意識を切り換えたばかりであり、我々は、大統領的
な内閣府という意識を持っても、党ではそうは受け取らない。そこらが、交渉の過程
で非常に難しい。もう少し時間が経過して、行政と議会の役割分担がきちんと分かる
と良いが、今までは議院内閣制でごっちゃだった。その習慣と手法が残っている以上、
なかなか割り切れない。その点は、私は非常に苦労した。骨太の方針で決められたこ
とや重点７分野については対応した。数字に十分出たかは別だが、実務的にはこれし
かやりようがなかったと思っている。私のところには、予算に関するメモがこんなに
溜まっている。 

（平沼議員）  「34 回の議論を踏まえて、骨太の方針や重点７分野とかを全部盛り込ん
で、微調整したのがこれだ」という説明をしていれば、（今日の民間議員のような）
御意見は出なかったと思う。14 年度予算編成は、骨太の方針などに基づいて編成さ
れており、今日（局長が）説明した点は、そう大きな問題ではないと思う。 

    それから、御指摘のあった 500 億円は、確かに旧態然との御批判はあるかもしれな
いが、長い間、大臣折衝という歴史があり、微調整がされている。 
大前提は、諮問会議で議論したことが、踏まえられているかということであり、そ

う説明すれば良かったのではないか。 
（片山議員）  私も平沼議員や塩川議員に近い。諮問会議は、大きな方針や予算のフレー

ムや政策選択を行い、それに基づく施策や事業は、財務省が事務的なことを含めて査
定する、という分担関係ではないか。 
（大きな方針と予算査定との）接合が上手くいっているかどうかという議論であり、

今日の財務省側の説明では、やや足りなかったのではないか。恐らく、間に合わなか
ったのだと思う。分担と協力関係であり、少し工夫すれば良いだろう。今日の説明で
は、口頭で、数字も一切なく、ふわっとした説明であり、民間議員が不満を感じられ
ても仕方ないかなと思って聞いていた。 

（塩川議員）  官僚の説明はこうなりがち。これまでの過程では、諮問会議での色んな話
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に対応している。以前、特殊法人の予算を１兆円削減するなら、整理計画をまとめて
欲しいとお願いしたが、総理から「18 日に決める」と言われたので、１兆円削減の
予算を組んだ。できるだけ意向は汲んでいる。本間議員の指摘のように具体的な姿は
未だ十分出てない。しかし、精神は出てきていると思う。 

（奥田議員）  本間先生と同感だが、今回は第１回目でもあり、簡単に上手くいく訳がな
い。次回以降は、もう少しステップをうまく踏みながらやっていく仕組みを考えたら
どうか。 

    大統領制の話だが、世間では、「何故、総理が党税調に行くのか」、「総理が呼びつ
ければ良いではないか」という話が凄く出ている。私には、行くのが良いのかどうか
分からないが、そういう事に国民は非常に関心を持っている。 

（塩川議員）  オリジナルなものに大統領制的なものを入れてチャンポンになっていて、
関係者の意識が確立されていない。中央省庁再編では大統領制的なものに移行してい
る。だから、内閣府に６～７人も大臣がいる。我々は理解しているが、一般の方や与
野党は、そう見ていない。主計官が呼ばれることもあるなど、私たち作業する者は、
とてもやりにくい。時間が解決するとは思う。 

（本間議員） 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、14
年度予算の基本方針等と積み上げてきている。予算にどう反映されたか、その比較対
照表ぐらいは提出してもらい、審議すべきではないか。 

（塩川議員） これからの作業でやらせます。 
（小泉議長）  奥田議員から山中先生の話が出ていたが、私は税のことで話しに行ったの

ではない。もともと親しい方で、実力者であり、かつ、政界の長老なので、私が行く
と、税の話だとみんなが思っている。敬意を表しに（伺った）。そういうことが政界
では、微妙な良い雰囲気をもたらす。「来年２月からは税制を審議する。」「抜本的に。」
「ああ良いことだな。」それだけで全部収まってしまう。政界の人間関係は、これが
大事。 

（奥田議員）  そうだと思う。一般の方は、そうはみていないと思う。 
（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）  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。我々は、その目線で議論をしている。奥田議員や私は、
政界のことも多少知っており、困難なことは勿論分かるが、国民に誤解されかねない
ことも、諮問会議を通じて、最小限解決しないと駄目だと思う。本間議員の指摘のよ
うに、「どこをどう調整したか」とか、２兆円の中身でも、全部というのは難しいだ
ろうが、5,000 億円ぐらいは例を示してもらいたい。５兆円の節減例でも１兆円ぐら
いは書いて欲しい。医療費の節減もそうだ。その辺を書いて、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、分かっているのではないか。 
（牛尾議員） 私らが代わって、国民に分かるようにする必要があると申し上げている。 
（竹中議員） 議論をまとめさせていただきたい。 

諮問会議という透明なプロセスをＰＲの場として活用すべきという御趣旨だと思
う。政策プロセスが、議院内閣制の中で新しい段階を迎えており、試行錯誤で改める
べき点はあると思う。こういった意思決定プロセスをどのようにするかは、今回の反
省を踏まえて議論していく、というのが一点。 

    もう１つは、直接的なＰＲが大事であり、今日は間に合わなかったが、「マイナス
５・プラス２」に象徴される事項についてＰＲと比較対照表の作成を財務省にお願い
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したい。25 日に中期展望を議論する機会があり、25 日で如何か。 
（牛尾議員）  それでも良い。 
（塩川議員）  数字ではきちんと出せないと思うが、従来の予算がこう変わったという資

料で宜しいか。 
（本間議員）  我々に示すよりも、国民にきちんとしたメッセージを示して欲しい。 
（吉川議員）  「マイナス５・プラス２」が如何に実現されたか。 
（牛尾議員）  「30、５、２」は小泉総理のキーワードであり、それを基に説明すべき。 
（本間議員）  我々は諮問会議で、ずっとエネルギーを割いてやってきたが、最後のとこ

ろで諮問会議軽視という感じもする。我々のモラール、モチベーションにも配慮して
欲しい。 

（塩川議員） それはちょっと言い過ぎ。そんなことはない。 
（小泉議長）  （諮問会議は）逆に重くなっている。 
（塩川議員）  私は随分たたかれた。「諮問会議が言うことを聞かない」と。 
（本間議員）  配慮して欲しいと申し上げただけ。 
（小泉議長）  諮問会議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。逆だ。 
（塩川議員）  そのとおり。私は逆に「諮問会議に言ってくれ」と言っている。 
（竹中議員） どうもありがとうございます。小泉総理から御挨拶をいただく。 
（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

解した。 
平成 14 年度は、引き続き厳しい状況が続くと見込んでいるが、「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。 

    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月中にもとりまとめる
「改革と展望」の中で示すが、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。 

    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。 

    当面厳しい時期が続くが、このような時期を乗り切ってこそ、我が国経済の再生が
達成されると思う。引き続き国民の理解を得るよう努力するので、御協力をお願いし
たい。 

（竹中議員） ありがとうございました。以上で本日の会議を終了する。 
（以 上） 

 


