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（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 12 月 25 日(火) 11:01～12:07 

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)平成 14 年度予算案について（報告） 

(2)「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） 

○平成 14 年度予算における「予算編成の基本方針」への対応（塩川議員提出資料） 

○構造改革と経済財政の中期展望（仮称）－最終取りまとめ案－ 

○2001 年経済財政諮問会議の議題一覧 

 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  それでは、ただいまから第35回の経済財政諮問会議を開催いたします。

本日はお忙しいところお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

    本日の議題は２つございます。第１は「平成14年度予算案について（報告）」
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でございます。第２は、「構造改革と経済財政の中期展望（仮称）」についての

御審議であります。議事録の扱いは従来どおりとさせていただきます。 

 

○平成14年度予算案について（報告） 

（竹中議員） まず、平成14年度予算案の議題に移りたいと思いますが、塩川議員よ

り御報告をお願い申し上げます。 

（塩川議員）  この前、30兆円、５兆円、２兆円というのがメリ張りがはっきりわか

らぬと。どういう具合に説明するのかということがございまして、私の方から平

成14年度予算においてどのように対応したかということを表にまとめまして、こ

こに提出いたしました。それがこの資料でございまして、それよりも、これを見

てもがちゃがちゃ書いてあるだけでわかりにくいんですが、Ｅメールで、小泉内

閣のメールマガジンと、それに付属した平成14年度予算の工夫の具体例というの

が２つ出してあると思いますので、それを見ていただいた方がわかりやすいと思

いますので、それでお許しいただきたいと思っております。 

    このほか説明上、必要ございましたらと思いまして、主計局長が出ております

ので、よろしくお願いいたします。 

    以上です。 

（竹中議員）  局長、御説明いただくということでよろしいですか。 

（塩川議員）  メールマガジン入っていますか。 

（林主計局長）  それはこの席にはまだです。 

（塩川議員）  それを読んでください。これが一番わかりやすいと思います。 

（平沼議員）  読ませていただくと非常にわかりやすいです。 

（塩川議員）  よくわかりまっしゃろ。一番わかりやすい。それでは、主計局長が、

資料についての説明をいたします。 

（竹中議員）  では、別添２についてということでよろしいですか。 

（林主計局長）  それでは「塩川議員提出資料」とございます横長の資料、わかりに

くくて恐縮ですが、説明させていただきます。 

    横長の表が12月４日に閣議決定されました予算編成の基本方針と対比する形で

資料を御用意したものでございます。 

    ごらんいただきますと、左側に予算編成の基本方針の抜粋、右側の欄が基本方

針の個々の記述に対応した平成14年度予算の中身でございます。 

    １ページ目でございますが、まず国債発行額30兆円達成の状況、５兆円、２兆

円の考え方につきまして、別添１として１枚紙のフレームを付けてございますが、

予算フレームという１枚紙がございますが、これと別添２の、いわゆる５兆円、

２兆円の資料で御説明申し上げます。 

    初めに別添１の「平成14年度予算フレーム」について御説明申し上げます。 

    平成14年度予算の規模は一般会計で81兆2,300億円となっております。歳入・歳

出の項目につきまして、若干、簡単に御説明申し上げます。 

    まず、歳入でございますが、税収でございますが、前年度比３兆9,000億円減の
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46兆8,160億円を見込んでおります。これは郵貯の集中満期分の剥落、これが約２

兆円でございます。それから経済見通し、名目△0.9％によるものでございます。 

    その他収入につきましては、外為特会からの受入金、これが7,500億円増えてお

ります。あるいは、中央競馬会特別納付金、これが50億円、農水省に御協力いた

だきました。 

    などの増収努力をいたしまして、前年度比8,066億円増の４兆4,140 億円を見込

んでおります。 

    公債金につきましては、税収が大幅なマイナスとなる中、歳入・歳出両面での

努力によりまして、国債発行30兆円の目標を達成しております。内訳は、建設国

債が６兆7,900億円、特例公債が23兆2,100億円になっております。公債依存度は

36.9％ということでございます。 

    歳出の方にまいりまして、国債費につきましては、金利低下等によりまして、

対前年度比4,993 億円減の16兆6,712 億円でございます。 

    交付税交付金等につきましては、国の歳出の見直しと歩調を合わせつつ、地方

の一般歳出を3.3％縮減していただきまして、地方財政計画全体の規模が初めて

1.9％の減額になっております。 

    また、地方の財源不足に対する交付税特別会計借入の割合を、13年度は２分の

１だったんですが、この割合を４分の１に縮減をいたしまして、借入金額を減額

しております。このため、交付税特別会計への繰入増１兆443億円を含めまして、

地方交付税等は17兆116億円となっております。 

    一般歳出につきましては、公共投資、ＯＤＡの１割削減や、医療分野での歳出

の効率化などを進める一方で、環境、少子・高齢化などの重点分野に予算配分を

シフトいたしました。この結果、13年度当初予算の48兆6,589億円より、△2.3％

減の47兆5,472億円となっております。 

    ただ、平成13年度の当初予算に計上いたしました公共事業等予備費の不計上、

これは14年度では計上いたしませんでしたので、こうした減などによる特殊要因

を除きますと、△1.3 ％、6,117億円の減ということになります。 

    歳出の効率化、重点化につきましては、後ほど５兆円、２兆円の考え方のとこ

ろで具体的に御説明させていただきます。 

    次に別添２の「14年度予算における歳出の縮減・合理化と予算配分の重点化－

いわゆる『５兆円・２兆円』について－」というのをごらんいただきたいと存じ

ます。 

    まず、簡単に２兆円の方から御説明申し上げますと、どのように再配分が行わ

れたのかについて御説明いたします。 

    なお、小さい字で書いてございますが、整理に当たりましては、二次補正の際

と同様に重点７分野を４分類に大別いたしました。 

    また、計数につきましては、個々の施策の新規性や７分野への該当性等を精査

いたしまして、新規施策の場合には、その予算額を、施策の拡充の場合には、単

に予算額全額を足し上げるのではなくて、拡充部分に対応するその増分のみを丹
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念に拾い上げるということをして厳しく見積っているところでございます。 

    各分野につきましては、こうして計算いたしますと、総額におきまして、約2.7 

兆円程度の再配分が実現できたかなと思っております。 

    個々の内容を見てみますと、少子・高齢化が0.5兆円程度でございます。中身と

いたしましては、医療制度改革、近年にない規模で実現をさせていただきました。 

    それから、保育所の充実と受入児童の増を図るための保育所の整備を強化いた

しております。 

    主立ったものの例示をここに掲げてございますが、ごらんいただくとおりでご

ざいます。２ページの「科学技術・教育・ＩＴの推進」ですが、これにつきまし

ては、0.9兆円程度となっております。主な中身としては、世界最高水準の大学ト

ップ30づくり、特色ある私学助成、あるいは重点４分野研究の強化など、国際競

争力のある教育、研究環境づくりに重点的に予算措置をしております。 

    ３ページの「３．都市機能の再生・高度化」につきましては、0.6兆円程度とな

っております。総理の御指示を踏まえました都市再生プロジェクトの強力な推進

に特色があろうかと思います。 

    「４．環境に配慮した地域の活性化・まちづくり」で0.7兆円程度でございます。 

    廃棄物の処理、あるいはリサイクル施設の整備を図るとともに、低公害車の普

及・支援などに特色がございます。 

    また「統合補助金の拡充・新設」につきましては、大胆に新設をしております。 

    また、農林水産関係につきましては、諮問会議でも御議論がございましたハー

ド、公共事業から非公共事業へのソフトへの政策手段の転換が行われているとこ

ろでございます。４ページですが、この再配分を実現するに当たっては、約６兆

円程度の歳出の削減が図られた計算になります。具体的には、公共投資の１割削

減によりまして、１兆1,000億程度の縮減が図られております。また、この過程で

は道路特定財源の一部を一般財源として活用するなどの成果も上げられておりま

す。 

    それから、診療報酬の引き下げによりまして、高齢者等の一部負担の見直しに

より、前述の低所得者対策への拡充など、再分配額を控除しても、なお、差し引

き0.3兆円程度の縮減になっておるところでございます。 

    地方交付税におきましては、これはいろいろ計算方法があろうかと思いますが、

１兆5,000億円程度の減という計算にいたしております。 

    その他の歳出の見直しとして、3.3兆円程度となっておりますが、主なものとし

ては、ＯＤＡの１割カット、これは重複計上されているところがあろうかと思い

ますが、特殊法人向け財政支出、その他の歳出の配分の見直しということで、か

なり細かい数字の積み上げでございますが、こういう計算になろうかと思います。 

    また、この中には、個々の事業の削減額と再配分との対応関係が１対１で対応

しているものと、必ずしも対応していないものがあります。前者の例といたしま

しては、農業集落排水事業の統合補助金化。これは集落排水事業を全額削減いた

しまして、すべてを統合補助金化しているということで、対応関係が非常にわか



 
平成 13 年第 35 回 議事録 

 

 5

りやすくなっておりますけれども、わかりにくいものとしては、後者の例といた

しまして、公共投資関係費の対前年△10.7％という全体の削減率以上に深掘りし

た事業における削減の例がございます。４ページの一番下の右の欄でございます。 

    ５兆円、２兆円の説明は以上でございます。 

    もう一つ、別添３につきまして、これも予算編成の基本方針で言われておりま

すが、特殊法人等の事務事業の抜本的見直しの結果などを反映いたしまして、別

添３の１ページにございますように、平成13年度の当初予算に比べまして、１兆

1,000億円余の削減となっております。 

    簡単でございますが、以上で提出資料の御説明をさせていただきました。 

（竹中議員）  ありがとうございます。 

（塩川議員）  特殊法人が一般会計では5,000億円ですけれども、特別会計で申し上げ

ますと6,000億円で、合計１兆1,000億円減だということなんです。 

（竹中議員）  それでは、どうぞ御発言をお願いいたします。 

（奥田議員）  質問なんですけれども、別添２の４ページですけれども、公共投資の

１割削減ですけれども、これは事業量が減ったのか、それともコストが減った分

か、難しいと思いますけれども、どういう感じなんですか。 

（塩川議員）  コストです。 

（奥田議員）  事業量そのものはどうですか。 

（塩川議員）  新幹線事業などそんなに減っていません。 

（林主計局長）  いろいろ御議論ありますが、個別具体的には、公共事業ですので、

実施計画を持って個別に事業を張り付けることになるケースが多かろうと思いま

すが、ただ、これまでの議論の過程としては、先ほど大臣おっしゃられましたよ

うに、今の建設物価が下がっておるんでということで御議論をさせていただいて

いるということでございます。 

    具体的に申しますと、例えば新幹線につきましては、平成13年度750億円を、今

度は700億円にさせていただいたわけですが、これなども昨年末に政府・与党の申

し合わせで決めました事業、これは変えることなく、ただ、建設物価の減という

ことで、700億円ということにお願いをしたというのが一例として挙げられます。

同じような議論をずっと重ねてきて、こういうことになってきているというふう

に御理解いただきたいと思います。 

（竹中議員）  1.1兆円というのは当然金額で把握しているわけですから、それとはち

ょっと別の問題として単価の削減には努力をしておられると。今の例ですと、７％

くらいの削減ということですから、そういう大きいものもあるだろうという御理

解でしょうか。 

（塩川大臣）  奥田さん、公共事業の削減で一番困りましたのは、地方との関係なん

です。削って、それに応じてくれるところと応じてくれないところと、なかなか

複雑でしたけれども、要するに、コストを見直せということを非常に強くやりま

したので、その分です。ですから、新幹線事業など事業量はそんなに減っていな

いはずです。コストを思い切り削ったわけです。 
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（竹中議員）  よろしいですか。では、本間議員どうぞ。 

（本間議員）  塩川大臣、あるいは財務省の御努力によりまして、革命的に財政構造

改革というのが第一歩を踏み出したのではないかというくらいの意義を持ってい

ると思っております。その意味で、新しい予算編成、あるいは経済運営との関わ

り方の中で、それなりの成果が非常に予算に反映されているということをまず申

し上げたいと思います。 

    その上で、これから解決しなければならない問題も多々あるわけでありまして、

例えば今、主計局長から御説明がございましたけれども、５兆円を切って２兆円

を新しい分野ということで進めていただいたわけですが、その他の歳出の見直し

の部分が金額的には過半を占める。これをどういうアピールしていくのか。４．

というところが、実は3.3 兆円という非常に大きなシェアになっていながら、こ

このアピールの度合いがちょっと弱いような感じを受けております。 

    その原因は何かというと、基本方針もそうでありましたし、ずっと予算編成の

中で公共投資、医療、地方という３分野を前提にして議論をして、その上でこう

いう経済の活性化プログラム等も含めての部分がその他扱いになっているという

のが、これが原因にあるわけです。もう少し経済財政諮問会議の、この１、２、

３の呪縛から今後より広く政府活動というものをとらえて、その中身について議

論をしていくということが今後必要になってくるんではないでしょうか。特に２

兆7,000億円の部分のところ、これはほとんどイメージが湧かない状況になってお

りまして、最大の削減効果の項目がほとんど見えてこないというのが私は残念な

気がいたします。それを今度は７つのプログラム等に張り付けるとか、いろいろ

な工夫というのはあり得るわけです。 

    したがって、我々が平成14年度の予算の基本方針に張り付けるとき、７つの項

目にわざわざディスアグリゲートしてやっている意味は、この１、２、３とその

他の部分をどういう具合に接合するかというところにあるのだろうと思いますの

で、来年度是非そのような整理の仕方をしていただくなり、あるいはここの部分

の効果というものをもう少しきちんとアピールする方法なりを考えていただきた

いと思います。 

（竹中議員）  2.7兆円は先ほどおっしゃったように、10.7％より下がっている深掘り

の部分がかなりの部分を占めると考えてよろしいんですか。 

（林主計局長）  例えば公共事業で言いますと、そういうことになろうかと思います

が、一般的な経費について言いますと、例えば単価を変えるとか、それぞれの経

費について事業実績を見た上で査定するとか、事業量を査定するとか、これはさ

まざまなものがあります。非常に細かいあれですので、どういうふうにお示しで

きるのか、これは考えさせていただきたいと思います。 

（吉川議員）  私はマイナス５兆円、プラス２兆円のうち、一番大切なのはプラス２

兆円のところだと思っています。プラス２兆円について、わかりやすい説明をし

ていただいたと思いますが、これが後ほど話題になる中期展望で、中期的に実現

を目指す経済社会の姿というものと一番関わるところだと思います。年が明けて
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から来年の諮問会議では、構造改革の後にどういう経済社会を実現するのか、そ

れをはっきりさせるのが非常に大切なことだと思います。その点については、既

に基本方針以来、いろいろ議論はしているわけですが、更にその点をはっきりさ

せる。予算については、その点と関係するのが、プラス２兆円のところで、これ

は規制改革等とも大いに関わるところだと思いますので、予算と連動しながら、

将来に関わるところで規制改革等を迅速に実現していただいて、併せて構造改革

の後の経済社会の姿を更にはっきりさせていく必要があると思います。 

（牛尾議員）  ６月の末の概算要求基準から今日まで、いろいろありましたが、やは

り客観的に見れば、総理が直接予算編成のかなり個別の部分に発言をされる、塩

川大臣も発言をされる。竹中大臣や石原大臣等々、従来では事業官庁担当でない

大臣が予算について発言しながら、こういうものができたというのは初めてのケ

ースだと思います。 

    そういう意味では、一般的には従来と違った予算編成の新鮮さが十分意義づけ

られたと私は評価していいと思います。 

    ただ、そういうときに国民、また世界は、もっともっと改善するに違いないと、

常にオーバーシュートして思うものですから、今回の経験で満足しないで、平成

15年度予算はどのようにつくるかという作業に、もう我々は着手するべきときに

来ているのではないか。従来慣習的に残っている、いわゆる与党との調整部分、

それが与党が３党になって、更に複雑化している部分。 

    それから、主計局と各府省との間の部分等々を見まして、どこに重きを置き、

どこを伏せて、最も効率のいい予算づくりを行うためには、従来の慣習の中で50％

くらいは振り切らないといけないと思います。 

    そういう意味では、初年度としては非常に成功したと思いますが、平成15年度

では、予算の概算要求基準という形式そのものから必要なのかどうかということ

まで含めて、経済財政諮問会議もそういう議論をしたいと思っておりますし、主

計局や政調会とも議論しながら、新たな予算づくりの仕組みを、これは抜本的に

考え直さなければいけない。こういうことを２年か３年ずっと考えて、どんどん

変えていく。そして、総理が考えている予算が極めてスムーズにできるような仕

組みをつくらなければいけない。この２か月くらい見ておりますと、本当に皆さ

ん体力をすり減らして予算折衝していらっしゃるのを見ると、もう少しＩＴ時代

にふさわしく、効率的にできるところがあるのではないでしょうか。予算編成に

ついての仕組みを経済財政諮問会議の中にもチームをつくって検討してみたいと

思います。関係省とも相談しながらやるという仕組みを是非考えたいと私は思っ

ております。 

    前回も申しましたように、一番最後の１か月ぐらいは、非常に難しい局面に立

つので、オープンにすればするほどこれは国民世論と合致する部分があると思い

ます。その辺の仕組みも、改善策を考えるということを是非お願いをしたいです。 

    以上です。 

（竹中議員）  ありがとうございました。今の点も含めまして、来年の一番最初の諮
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問会議で、来年の進め方、来年も非常に大きな税制、経済産業活性化の仕組み、

政策金融等々ありますので、そういった中で少し集中的に第１回目に、進め方も

含めて議論させていただくということでいかがかと思います。 

 

○「構造改革と経済財政の中期展望（仮称）」について 

（竹中議員）  それでは、時間の関係がございますので、２つ目の「構造改革と経済

財政の中期展望（仮称）－最終とりまとめ案－」についての審議に入りたいと思

います。 

    資料の内容については、事務局から説明させます。それでは、坂内閣府政策統

括官から説明をお願いします。 

（坂内閣府政策統括官）  お手元の資料でございますが、「改革と展望」と呼ばせて

いただきますが、これは先般12月14日の当会議におきまして、素案というものを

審議していただいたわけですけれども、本日は、例えば一番後ろの19ページ辺り

以降などがそうでございますが、各論の部分に記述を加えさせていただいて、最

終とりまとめ案ということで作成をいたしたところでございます。 

    そのほかにも新たに書き加えたところもございますので、書き加えたところを

中心に簡単に御説明させていただきたいと思います。 

    ９ページでございますが、一番下の行に「空洞化の阻止」という小見出しが付

いております。ごらんいただきますように、空洞化を防ぐということは、高コス

ト構造を是正し、人的資本の蓄積でございますとか、技術力を強化するというこ

とによりまして、産業の国際競争力を強化することが必要であると。 

    こうした取組を通じて、地域経済が活性化される。こういうことが空洞化の阻

止には重要であるという認識を書いてあるわけでございます。 

    また、10ページでございますが、ここは今の続きのところに「新たな成長のエ

ンジン」というのがございますが、それの３つ目のパラグラフでございます。や

や下のところでございますが、「日本の住宅ストックの質は未だ高いとはいえず、

質の高い住宅に対する潜在的需要は大きい。規制改革、住宅市場の改革などの制

度改革を推進することにより、住宅投資を拡大する」という、住宅についての記

述を書いてございます。 

    13ページでございますが、ここから３．となっておりますが、それの（１）の

一番最初の見出しが「デフレの阻止」となっておりますが、このパラグラフの一

番下から４行目辺りでございますが、「物価動向を適切に把握する等の観点から」

云々となっておりまして、ここでは将来の物価動向について、市場がどのように

判断しているかを把握するということなどに寄与する物価連動債ということを記

述いたしました。 

    ここは以前にも、若干、似たようなことが書いてあったんですが、ややはっき

り書いたということでございます。 

    13ページ以降は各論的部分がたくさん出てくるわけでございますが、13ページ

の一番下のところに（２）というのがございます。ここに関しましては、次の14
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ページになりますが、「人材大国」というところ。これは、前は小見出しだけが

あったわけでございますが、「人材大国」というところに、ごらんのような記述

が加わっております。 

    その下の方に「頑張りがいのある社会システム」、「生涯現役社会、男女共同

参画社会の構築」。 

    次の15ページでございますが、「科学技術創造立国」、「世界最先端のＩＴ国

家の実現」、「地方の自立・活性化」、「都市の再生」、「循環型経済社会の構

築など環境問題への対応」といったものが、各項目について、やや具体的な記述

をしているわけでございます。 

    17ページでございますが、「歳出面での改革」というのが真ん中辺りにござい

ます。それの２番目のパラグラフというか、１行あけのところで「国の公共投資

ついては」というところがございますが、ここにつきましては、ごらんのように、

「その時々の経済動向を勘案しつつ、『改革と展望』の最終年度（2006年度）に

おいて、景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水準」、通常考えま

すと、平成２年度とか３年度とか、その辺りということになろうかと思いますが、

それを目途に「その重点化・効率化を図っていく」。また、地方についても、国

と同一基調で見直していってほしいということでございます。この辺は若干まだ

調整中でございますが、基本的には、前は４分の３というふうに書いてございま

したが、むしろ、なぜ４分の３なのかという考え方の方から書いたということで

ございます。 

    18ページで申しますと「（４）社会資本整備の在り方」というところがござい

ますが、ここに「公共事業の配分の重点化」といったようなこと。 

    19ページにまいりまして「公共投資の規模、効率化、ＰＦＩの活用」というこ

と。 

    それから「公共事業関係の計画の見直し」といった各項目について、新たに記

述しています。これも基本的には小見出しだけあったものについて、記述を加え

たということでございます。 

    19ページから21ページにかけまして、「（５）持続可能な社会保障制度」とい

うのがございますが、ここにつきましても、20ページ以降で、例えば「社会保障

の総合化」、「医療サービスの効率化の徹底と医療保険制度の改革」、「持続可

能な年金制度の構築」、「介護サービスと医療の適切な役割分担と在宅介護サー

ビスの推進」、「子育て支援対策の充実」といった各項目につきまして、新たに

文章を加えたということでございます。 

    それから、21ページ以降につきまして、22ページ、一番最後のところでござい

ますが、21ページの真中辺に「（６）地方行財政制度の改革」というのがござい

ます。ここにつきましても、具体的な文章を書き込んでいる。「自治体の行財政

基盤の拡充」、次のページでございますが、「国・地方の役割分担に応じた地方

財源の在り方」といったことにつきまして、記述をいたしております。 

    以上でございます。 
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    ちなみに、この緑色の１枚紙は、今、御説明した改革と展望について、ごく概

要を１枚でつくるという試みをしてみたものでございます。 

また、「構造改革と経済財政の中期展望」審議のための参考を、11月に公表い

たしました経済財政モデルを使って内閣府として試算いたしました。実質成長率

についてでございますが、2002年、2003年は低い数字でございますが、2004年度

以降は、だんだん高まってきております。それから、名目成長率も同様でござい

ます。 

   物価の上昇率も、2004年度以降は若干のプラスということを見込んでおります。 

   国と地方の財政の姿については、そのプライマリーバランスが、合計で2001年

度がマイナス4.1％、2010年代初頭には均衡の方向に向かうとみています。ただ、

その間も公債残高は実額としてはどんどん増えまして、2010年代初頭には、ＧＤ

Ｐ比がだんだんバランスしてくるということでございます。 

   以上のようでございますが、大まかに申しまして、歳出削減をやっていって、

経済も構造改革により成長率も高まるといった姿の下で、プライマリーバランス

はこういうふうに緩やかに改善していくと考えております。 

（竹中議員）  確認ですけれども、今、文章は、各省庁に今お回ししているところで

すね。それで、党からの御意見も伺って修文しておりますので、逐次また御指摘

をいただきたいと思います。 

    多分、もう時間があと10分ぐらいしかありませんので、それぞれに今日は御説

明なしでお持ち帰りいただくことになると思いますが、大きくお考えいただきた

い点は３点あるんだと思います。 

    １つは、この本文の17ページ以降ぐらいに書いておりますが、歳出の公共投資

の扱いで、前から、ちょっと数字を落とす形の表現に変えておりますけれども、

そういう書き方の問題、大きな判断としては１つ御議論いただくべきポイントは

あるかと思います。 

    ２つ目は、今のようなマクロ経済と財政のシナリオを我々の意見としていいか

という、そのシナリオの大きな点だと思います。 

    第３番目は、国民負担のあり方をどういう形で国民に姿を示すのがいいのか、

国庫負担を２分の１、３分の１、マクロの数字で実はそんなに大きくは変わらな

いです。要するに歳出と歳入が両建てになっているという問題だと思いますので、

その辺が大きなポイントであろうかと思います。 

    どうぞ御議論をいただきたいと思います。 

    それでは、牛尾議員、速見総裁。 

（牛尾議員）  行政サービス負担を租税負担と社会保障負担でどう分け合うかという

のは、やはり政治の考え方の問題だと思います。これを非常にはっきりしないで、

既に力関係で物事を決めるのは非常に問題があると思います。 

    それで、行政サービス負担で、日本は租税と社会保障負担を足すと36.9％であ

り、世界で相当低い水準です。それを10％近くの財政赤字がそれをごまかしてい

ます。その財政赤字を入れれば、事実上45.3％になっているわけです。だから、
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国民は負担感がなくて危機感がないという、一番悪いパターンの民主主義でやっ

ているわけですから、行政サービス負担を議論するときには、まず10年間で財政

赤字をダウンするぐらいのことを言わないといけません。ダウンする上で45～

46％の行政サービス負担のうちに、何を税で、何を社会保障とするか、その考え

方で決める必要があるということは、来年度の一番大事な仕事だと思います。 

    1999年のＥＵの通貨統合に加盟する条件は、財政赤字がＧＤＰの３％以内、累

積債務残高が60％以内というものでした。今、我が国は、財政赤字は６％以上、

累積債務残高は130％位です。 

    今、我々がＥＵに入りたいと言っても、条件が満たされてないので加盟できな

いという状況にあることを政治家も国民ももっと知らなければいけない。これは

家計にすれば、50兆円の収入のうち、18兆円の借金を払って、残りの32兆円に34

兆円借りて60兆円以上の生活をしているわけです。その借り入れを34兆円から30

兆円にしたからといって大騒ぎしている。本来は、30兆円の生活にしないといけ

ないということもちゃんとメッセージでわかってもらわないと困ると思います。 

    それで、土光臨調のときに、我々は２つの大きなことを書きました。その１つ

は、活性化する高齢化社会をつくるにはどうすればいいか、その改革は残念なが

ら失敗して今、活性化しておりません。 

    もう一つは、躍進する日本に対する世界の要望に応えられる国になろうと、そ

れで、世界の要望にもどんどんコミットできる国になろうということ。これは半

分ぐらいやっているわけです。 

    それで、この中期展望には、実は国際的な視野がない。５年間で世界やアジア

や、特に東アジアやＡＳＥＡＮに、我が国がどのような役割を果たすかというこ

とは１ページでも入れるべきです。ＡＳＥＡＮやアジアを競争相手とすることは

書いてあるけれども、自分の国のことしか考えていないという構造改革と経済財

政の中期展望を英文で出すことは大変に恥ずかしいことだ。 

    そういう意味では、具体性がなくても、中期展望の始めの方で、５年間の間の

アメリカをどう見て、世界をどう見て、アジアをどう見て、我が国はどういう立

場になって何をするかということについて、抱負ぐらいは触れないと恥ずかしい

し、今申しましたＥＵのような国際的な価値観から言っても、我々は相当ずれて、

財政的に破綻しているという認識もきちんと国民に対してメッセージとして送る

べきです。そして、５年間で我々が何とか形をつけようということは伝えるべき

です。これらを全部やってどうなるのかというと、ほとんどプライマリーバラン

スの均衡も半分の水準でさえ10年経っても改善されないのですから、そんなテン

ポで行ったら、完全に我が国は世界から取り残されますと、相当思い切ったこと

をしないとだめですということをメッセージとして出すべきです。 

（塩川議員）  毎年の予算の問題も起こってくるものだから、その辺の扱い。それと

税収の問題もある程度触れておかないと、ちょっと根本的な解決になっていかな

いように思うんで、そこらの視点ですね。 

（竹中議員）  それでは、時間の関係で速見総裁、吉川議員で一応取りまとめたいと
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思います。 

（速水議員）  「改革と展望」ということで、大分議論をしたと思いますけれども、

今、塩川さんもおっしゃったように、これは計画ではなく、現時点で展望をして、

絵に描いたということになるだろうと思うんです。その辺のところは、あくまで

も現時点での展望であって、計画でないということは、はっきりさせていただき

たいと思います。この文章は読ませていただきますけれども、かなり抽象的で、

全部読む人というのはそうたくさんいると思わないんですが、今大事なことは、

早く構造改革を実現することだと思います。皆これを待っているわけですから、

特に消費者、市民の人たちに明るい安心感を与えるということが大事だと思いま

す。 

    それと同時に、今、動き始めております金融面では、不良債権問題とか、それ

から、もう一つは特殊法人、公的金融の問題があります。政府の金融機関と、い

かにして利益を増やそうかと言って苦労している民間の金融機関とが第一線で競

争するというのは、これはほかの国に見られないことです。公的金融の機能は残

してもいいですが、やはり保証とか、リファイナンスといった、アメリカがやっ

ているようなああいう形で残すのが筋ではないかと思います。そういうことは、

是非これから考えていただきたいと思います。 

    それからもう一つは、これまでもお話ししてきたところですが、集中調整期間

では、そう簡単に物価が上がっていくものではない、経済が伸び始めて、遅れて

物価が上がっていくものだということを理解していただきたい。 

    以上３点を申し上げさせていただきます。 

（吉川議員）  財政の中期展望について論じるために私はできるだけ早い段階で政府

の在り方、財政の役割ということについて根本的な議論をしておいた方がいいと

思います。 

    これは、公共投資の在り方、あるいは、年金の国庫負担というような各論的な

議論のためにも、一回根本的な議論をした方が生産的だと思います。 

    そのときのポイントというのは、私の考えでは、供給の効率性、分配の公平性、

選択の自由というこの３つのバランスをいかに取るかということで、そこは哲学

の問題だと思います。そこを是非小泉内閣としてしっかりとしていただけたらと

思います。教科書的に政府が提供するものは、公共財、民間では提供できないパ

ブリック・グッズだというわけですが、そうしたものは実は非常に少ないわけで

す。ほとんどのものは準公共財、民間でも提供できるけれども、実は政府も提供

している、学校などいい例ですが、そうしたものは、分配の公平性に関るわけで

すが、それを受益と負担を考えて、どういうものが日本の国の在り方としていい

のかということを是非とも政府として考えていただく必要がある。そうした根本

的な議論を一度した方が各論のためにも良いと。 

（竹中議員）  坂さん、今のに一言ありますか。 

（坂内閣府政策統括官）  別にありません。 

（竹中議員）  どうもいろいろありがとうございます。 



 
平成 13 年第 35 回 議事録 

 

 13

（小泉議長）  今日は今年最後の諮問会議でしょう。いろいろありがとうございまし

た。今振り返ると、かなり今までできないと思われたことをやってきました。そ

れは皆さん方のお陰だと思います。特に最初、政権発足直後、道路財源の見直し

でも、こんなのけしからぬという声だったんです。それが当たり前になって、現

実に重量税について、一般財源にすることができた。 

    更に、これから来年税制改革に絡んで、今度は重量税も含めて、どういう税制

改革をすべきかという議論が、またこの場でも議論するようになる。 

    道路関係４公団の民営化にしても、とんでもないという声があったが、もう秋

ごろからは民営化は当然。あるいは住宅金融公庫の話などはとんでもないという

議論が専門家からもあったでしょう。それも廃止。民間にできないというのが、

今や民間も住宅公庫よりもいい商品を出してきた。だから、着実に進んでいるん

ですよ。１兆円、特殊法人の歳出削減だって、これは３年掛かると言ったのが跳

んでしまうんでしょう。診療報酬の引き下げは、初めてです。これは私のところ

に来る前に決まった。とんでもないということが、極めて、冷静に、円満に決着

を見た。 

    だから、今後この改革というのは、私は更に進めていかなければならないし、

最後の政府関係の公的金融機関の見直しだって、行革本部の総会は、ほとんど見

直しは相ならぬ。指一本触れさせないということだったんです。結果的に第三者

機関、私が一番望んでいた、この経済財政諮問会議でやれというのは関係者が言

い出したんだから、同じです。それも見直してはいかぬと言ったのが、見直せと

いうことになったんだから、着実に進んでいる。 

    私は最初に、この平成14年度予算について、10兆円以上歳出が出ていた公共事

業、地方、社会福祉、これは見直さないと構造改革にならないということでやっ

てきましたけれども、来年度からは、全部見直す必要がある。大どころだけでは

なくて、それぞれ全部見直す必要がある。先ほど牛尾さんが言われたように、日

本がＥＵに入ろうと思っても入れないような財政状況。税収が少ないんだから、

もっと国債発行をせよというのが大合唱だったけれども、本来、「入るを量りて

出ずるを制す」のが原則なんだよ。やればできるんです。いろいろ工夫があった

けれども、今後情報公開もよくして、国民にもこの危機的な状況は理解してもら

って、更に改革していかなければならないと思いますが、自由民主党も良識を発

揮してくれて円満に決着を見た。考えてみれば、部会とか調査会とか総務会に、

反対の代表が出ても、これはやはり全体のことをよく考えてみれば、一時の反対

で済むと思うんです。 

    そういう面において、この経済財政諮問会議の役割というのは非常に大きいし、

私も毎回出席して皆さんの議論を聞いていることが答弁で非常に参考になる。い

ちいち予定の質問が出る・受ける、これも大事なんだけれども、日ごろから実の

ある議論をするということがとっさの質問に対して、見ないで、自分の言葉で答

弁できるというのに非常に参考になりました。まだまだ抵抗は強いと思いますが、

抵抗勢力がまだ本気になっていないんだから、本気になったら大変だよという議
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論もありますけれども、本気になれなかったんです。ここが大事なんです。本気

になれなかった。それはやはり今の状況と、経済財政諮問会議の客観的、専門的

な議論というものが大きく役立ったんではないかと思っております。  来年も大

変でありますが、よろしく御指導をお願いしたい。 

（竹中議員）  どうも総理ありがとうございました。「改革と展望」につきましては、

皆さんの意見を参考にしながら、最終方向に向けてとりまとめを行います。 

    今、総理がすべて総括してくださいましたけれども、この2001年の諮問会議の

議題の一覧表等々、更にはこの１年を振り返ってというものを資料として付けて

おりますので、是非皆さん御自身も振り返っていただいて、骨太、工程表、基本

方針、それとさまざまなプログラム等々の推移を踏まえまして、来年も構造改革

への取り組みを加速すべく、活動を更に充実させてまいりたいと思います。是非

とも御協力をお願い申し上げる次第であります。 

 

（以 上） 


