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第 35 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 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 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
 
○平成 14 年度予算案について（報告） 
（塩川議員）  前回、「30 兆、５兆、２兆」について、どうメリ張りをつけたのかはっき

りわからないという話があった。そこで、私の方から、14 年度予算においてどのよ
うに対応したかを表にまとめて提出したものがお手元の資料。さらに、Ｅメールで、
小泉内閣のメールマガジン等があるので、それを見ていただいた方がわかりやすいと
思う。 
では、主計局長が資料について説明する。 

（林主計局長）  「塩川議員提出資料」と書いてある資料は、14 年度予算について、12
月４日に閣議決定された「予算編成の基本方針」と対比する形で用意したもの。 
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    １ページ目、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、
別添１、２の資料で御説明する。 

    別添１「平成14 年度予算フレーム」。14 年度予算の規模は、一般会計で 81 兆 2,300 
億円。歳入のうち、税収は前年度比３兆 9,000 億円減の 46 兆 8,160 億円を見込む。
これは郵貯の集中満期分の剥落約２兆円、経済見通しの名目△0.9％によるもの。そ
の他収入は、外為特会からの受入金 7,500 億円、中央競馬会特別納付金 50 億円など。
これらの増収努力により、前年度比 8,066 億円増の４兆 4,140 億円を見込む。公債金
については、税収の大幅なマイナスの中、歳入・歳出両面での努力により、国債発行
30 兆円の目標を達成。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。公債依存度は 36.9％。 

    次に歳出。国債費は、金利低下等により、対前年度比 4,993 億円減の 16 兆 6,712
億円。交付税交付金等については、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、地方財政計画全体の規模が初めて 1.9％の減額。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は、13 年度の２分の１から４分の１
縮減し、借入金額を減額。このため、交付税特別会計への繰入増 1兆 443 億円を含め、
地方交付税等は 17 兆 116 億円。一般歳出については、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の一方で、環境、少子・高齢化などの重点分野に
予算配分をシフト。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。ただ、13 年度当初予算に計上した公共事業等予備費を、14 年度
では計上せず、こうした特殊要因を除くと、△1.3％、6,117 億円の減。 

    次に、別添２「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－」。 
まず、２兆円の再配分について御説明する。整理に当たっては、13 年度二次補正

と同様、重点７分野を４分類に大別。また、計数については、個々の施策の新規性や
７分野への該当性等を精査し、新規施策の場合にはその予算額を、施策の拡充の場合
には拡充部分に対応する増分のみを丹念に拾い上げ、厳しく見積っている。計算する
と、総額で約 2.7 兆円程度の再配分を実現。 
個々の内容を見ると、「少子・高齢化への対応」が 0.5 兆円程度。医療制度改革を

近年にない規模で実現。保育所充実と受入児童増を図るための保育所の整備を強化。 
    ２ページ目の「科学技術・教育・ＩＴの推進」は 0.9 兆円程度。世界最高水準の大

学トップ 30 づくり、特色ある私学助成、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な予算措置。 

    ３ページ目の「都市機能の再生・高度化」は 0.6 兆円程度。総理の御指示を踏まえ
た都市再生プロジェクトの強力な推進に特色。 

    次に、「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。廃棄物の処
理、リサイクル施設の整備、低公害車の普及・支援などに特色。統合補助金の拡充・
大胆な新設。農林水産関係については、諮問会議でも議論があったハードからソフト
へ、公共事業から非公共事業への政策手段の転換を措置。 
４ページ目。この再配分に当たっては、約６兆円程度の歳出削減が図られた計算に

なる。具体的には、公共投資の１割削減により、1.1 兆円程度の縮減。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ある。それから、診療報酬の引き下げ、
高齢者等の一部負担の見直しにより、低所得者対策への拡充などの再分配額を控除し
ても、差し引き 0.3 兆円程度の縮減。地方交付税においては、1.5 兆円程度の減と計
算。 
その他の歳出の見直し等で 3.3 兆円程度の削減。主なものとしては、ＯＤＡの１割
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カット。特殊法人向け財政支出、その他の歳出の配分の見直しで、こういう計算にな
る。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る。前者の例として、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して、すべてを統合補助金化。対応関
係が非常にわかりやすい。一方、後者の例として、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ある。それが４ページ
一番下の右の欄に記載されている。 

    最後に、別添３。これも、予算編成の基本方針で言われているように、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して、１ページ目のとおり、13 年度当
初予算に比べ１兆 1,000 億円余の削減。 
以上が提出資料の御説明である。 

（塩川議員） 特殊法人は一般会計では 5,000 億円ですが、特別会計で申すと 6,000 億円
で、合計１兆 1,000 億円減ということ。 

（竹中議員）  それでは、どうぞ御発言を。 
（奥田議員）  別添２の４ページ、公共投資の１割削減だが、これは事業量が減ったのか、

それともコストか。 
（塩川議員）  コストです。 
（奥田議員）  事業量そのものはどうか。 
（塩川議員）  新幹線事業などそんなに減っていない。 
（林主計局長）  個別具体的には、公共事業なので、実施計画をもって個別に事業を張り

付けるケースが多いと思うが、これまでの議論の過程としては、先ほど大臣が申した
ように、建設物価が下がっているのでということで、議論している。例えば、新幹線
については、13 年度 750 億円を、昨年末に政府・与党の申し合わせで決めた事業を
変えることなく、ただ、建設物価の減ということで 700 億円にした。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御理解いただきたい。 

（竹中議員）  単価の削減に努力し、中には、新幹線の例のように７％位の削減というよ
うな大きいものもあるということか。 

（塩川議員）  公共事業の削減で一番困ったのは、地方との関係。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、なかなか複雑だった。だが、要するに、コ
ストを見直せということを非常に強く言ったので、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。コストを思い切り削ったわけです。 

（竹中議員）  よろしいか。では、本間議員どうぞ。 
（本間議員） 塩川大臣、財務省の御努力で、革命的に財政構造改革が第一歩を踏み出し

たくらいの意義を持っている。新しい予算編成、あるいは経済運営との関わり方の中
で、それなりの成果が予算に反映されている。その上で、これから解決しなければな
らない問題がある。例えば今、主計局長から説明があったように、５兆円を切って２
兆円を新しい分野ということで進めたが、「その他の歳出の見直し等」の部分が金額
的には過半を占める。これをどうアピールしていくのか。3.3 兆円という非常に大き
な金額なのに、アピールの度合いがちょっと弱い。 

    その原因は、基本方針も含め、予算編成の中でも公共投資、医療、地方という３分
野を前提にして議論をして、経済の活性化関係も含めた部分がその他扱いになってい
るというのが原因。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
て議論することが必要になるのではないか。特に「その他の歳出の配分の見直し」２
兆 7,000 億円の部分は、ほとんどイメージが湧かず、最大の削減項目がほとんど見え
ないというのは残念。今後は７つのプログラム等に張り付けるとか、工夫があり得る。
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我々が 14 年度の予算の基本方針として、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３分野とその他の部分をどういう具合に接合するかにあ
るので、来年度にそのような整理をするなり、あるいはきちんとその効果をアピール
する方法なりを考えていただきたい。 

（竹中議員） ２兆 7,000 億円の部分は、先ほどおっしゃったように、公共事業の削減を
10.7％より深掘りした部分がかなりを占めるのか。 

（林主計局長）  公共事業では、そういうこと。一般的な経費については、例えば単価を
変えるとか、各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
か様々ある。非常に細かく、どうお示しできるのか考えさせていただきたい。 

（吉川議員） マイナス５兆プラス２兆のうち、一番大切なのはプラス２のところ。これ
は、中期展望の「中期的に実現を目指す経済社会の姿」と関わるところでもある。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をはっきりさせ
ることが非常に大切。その点については、基本方針以来、いろいろ議論しているが、
更にはっきりさせる。プラス２のところは規制改革等とも大いに関わるところで、予
算と連動しつつ、規制改革等を迅速に実現し、併せて構造改革の後の経済社会の姿を
更にはっきりさせる必要がある。 

（牛尾議員） ６月末の概算要求基準から今日までいろいろあったが、総理が直接予算編
成の個別の部分に発言をされ、塩川大臣も発言をされる。竹中大臣や石原大臣等々、
事業官庁担当でない大臣が予算について発言しながら出来たというのは初めてのケ
ース。  そういう意味では、一般的には従来と違った予算編成との新鮮さが十分意義
づけられたと評価。 
ただ、国民、世界は、もっともっと改善するに違いないと、オーバーシュートして

思うもの。今回の経験で満足しないで、15 年度予算はどのように作るかという作業
に着手するべき時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
との調整の部分や、与党が３党で更に複雑化している部分、主計局と各府省との間の
部分等を見て、どこに重きを置き、どこを伏せるか。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％くらいを振り切らないといけない。 
初年度としては成功したと思うが、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、必要なのかも含め、経済財政諮問会議もそういう議論をしたいと思っ
ているし、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仕組みをつくる。この２か
月、皆さん体力をすり減らして予算折衝しているが、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か。経済財政諮問会議の中にチームをつくっ
て予算編成についての仕組みを検討してみたい。関係省庁とも相談しながらやるとい
う仕組みを是非考えたい。  
前回も申したように、一番最後の１か月くらいは、非常に難しい局面。オープンに

すればするほど国民世論と合致する部分があると思う。その辺の仕組みも、改善策を
考えることを是非お願いしたい。 

（竹中議員） 今の点も含め、来年最初の諮問会議で、非常に大きな税制、経済産業活性
化の仕組み、政策金融等、少し集中的に、来年の進め方も含めて議論することでどう
か。  
それでは、「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。内容について事務局から説明させる。 
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○「構造改革と経済財政の中期展望（仮称）」について 
（坂政策統括官） お手元の資料、「改革と展望」と呼ぶが、これは、12 月 14 日の当会議

において審議した素案に、各論の部分の記述などを加え、最終とりまとめ案として作
成したもの。書き加えたところを中心に簡単に御説明する。 
９ページ、「空洞化の阻止」という小見出しが付いたところでは、空洞化を防ぐに

は、高コスト構造を是正し、人的資本の蓄積、技術力の強化により、産業の国際競争
力の強化が必要。これにより、地域経済が活性化。10 ページ、「新たな成長のエンジ
ン」の３つ目のパラグラフでは、「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」と書いた。 
13 ページ、３.(１)「デフレの阻止」のパラグラフ、「物価動向を適切に把握する

等の観点から」以下では、将来の物価動向に関する市場の判断の把握などに寄与する
物価連動債について、はっきりと記述。(２)「活力ある経済社会を目指した規制改革、
制度改革」に関しては、前回は小見出しだけだった「人材大国」に記述を加えるなど。   
15 ページ、「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」といった各項目に
ついて、具体的な記述をした。 
17 ページ、「歳出面での改革」のパラグラフに、「国の公共投資については、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を目途に、その重点化・効率化
を図っていく。」この水準は、平成２、３年度の辺りということになろうか。また、
地方についても、国と同一基調で見直してほしいと。この辺は、まだ調整中。基本的
には、前回の４分の３を考え方から書いたもの。 
18 ページ、(４)「社会資本整備の在り方」では、「公共事業配分の重点化」、「公共

投資の規模、効率化、ＰＦＩの活用」、「公共事業関係の計画の見直し」等の各項目に
ついて、新たに記述を加えた。 

    19 ページから 21 ページにかけ、(５)「持続可能な社会保障制度」。ここについて
も、20 ページ以降で、「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」といった各項目に新たに文
章を加えた。 
21 ページ以降の(６)「地方行財政制度の改革」についても書き込んだ。「自治体の

行財政基盤の拡充」、「国・地方の役割分担に応じた地方財源の在り方」について記述
した。 
なお、緑色の１枚紙は、今、御説明した「改革と展望」について、概要をまとめた

もの。以上です。 
（竹中議員）  改革と展望について、大きくお考えいただきたい点は３点。１つは、本文

17 ページ以降に書いてある公共投資の扱い。素案から数字を落とす形の表現に変更
しているが、そういう書き方の問題。２つ目は、マクロ経済と財政のシナリオをどの
ようにするか。３つ目は、国民負担のあり方をどういう形で国民に姿を示すか。 

（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は、政治の
考え方の問題。そこをはっきりさせず、力関係で決めるのは非常に問題がある。 

    行政サービス負担で、日本は租税負担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。日本の場合 10％近くの財政赤字でごまかしている。財政赤字を
入れれば、事実上 45.3％。だから、国民は負担感がなくて危機感がないという、一
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番悪いパターンの民主主義でやっている。これを議論するには、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ない。ダウンする上で 45～46％の
行政サービス負担について、何を税や社会保障とするのか、その考え方を決める必要
がある。これは来年度の一番大事な仕事。 

    また、1999 年のＥＵの通貨加盟条件は、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。今、我が国は、財政赤字は６％以上、累積債務残高 130 ％
ぐらい。今、我々がＥＵに入りたいと言っても、条件が満たされていないので加盟で
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。家計に
すれば、50 兆円の収入のうち 18 兆円を借金返済し、残りの 32 兆円に 34 兆円借りて
60 兆円以上の生活している。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メッセ
ージでわかってもらわないと困る。 

    土光臨調のときに、我々は２つの大きなことを書いた。１つは、活性化する高齢化
社会を作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活性化しておりま
せん。もう１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ること。世
界の要望にも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。 
それで、この中期展望には国際的な視野がない。５年間で世界やアジア、特に東ア

ジアやＡＳＥＡＮに、日本がどのような役割を果たすかということを入れるべき。Ａ
ＳＥＡＮやアジアを競争相手とすることは書いてあるが、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出すことは大変に恥ずかしいことだ。 

    その意味では、これから５年間、アメリカを、世界をどう見て、アジアをどう見て、
日本がどういう立場になって何をするかということについて、抱負ぐらいは触れるべ
きだ。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。そして、
５年間で我々が何とか形をつけようということを伝えるべき。今のテンポでは、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駄目ですとい
うことをメッセージとして出すべきだ。 

（塩川議員）  改革と展望は毎年の予算編成にも絡んでくる。税収の問題もある程度触れ
ておかないと、国民は天から金が降って、予算が作られると誤解してしまう。その視
点を入れないと根本的な解決になっていかない。 

（速水議員）  改革と展望は、計画ではなく現時点での展望を絵に描いたものであるとい
うことは、はっきりさせるべき。大事なことは、早く構造改革を実現すること。皆待
っているわけですから、国民に明るい安心感を与えるということが重要。２つ目に、
今、動き始めている金融面では、不良債権問題や公的金融機関の問題。政府系金融機
関と民間金融機関が競争することは他の国には見られないこと。公的金融の機能は残
してもいいが、保証とかリファイナンスなど、アメリカがやっているような形で残す
のが筋ではないか。３つ目は、以前にもお話ししたことだが、集中調整期間において
はそう簡単に物価が上がらないということ。経済が伸び始めて、遅れて物価が上がっ
ていくということを理解してほしい。 

（吉川議員）  財政の中期展望について論じるためには、できるだけ早い段階で政府の在
り方、財政の役割という根本的な議論をしておいた方がいい。公共投資の在り方や年
金の国庫負担という各論的な議論のためにも、一度根本的な議論をした方が生産的。 

    そのときのポイントは、供給の効率性、分配の公平性、選択の自由という３つのバ
ランスをいかに取るかという哲学の問題。教科書的には、政府が提供するものは公共
財、民間では提供できないというわけだが、そうしたものは非常に少ない。ほとんど
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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。学校などがい
い例。そうしたものは分配の公平性に関わるわけだが、受益と負担を考え、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、政府として考える必要がある。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。では総理から御挨拶をお願いします。 
（小泉議長）  今年最後の諮問会議ということで、今振り返ると、今までできないと思わ

れたことをかなりやってきました。皆さん方のお陰です。特に、道路財源の見直しで
も、政権発足直後はこんなのけしからんという声だったが、それが当たり前になって、
現実に重量税について、一般財源とした。来年度は、重量税も含め、どういう税制改
革をすべきか、この場でも議論するようになる。 

    道路関係４公団の民営化も、とんでもないと言われたが、秋ごろからは民営化は当
然。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が、そ
れも廃止。民間にできないというが、今や民間も住宅公庫よりもいい商品を出してき
た。着実に進んでいます。１兆円、特殊法人の歳出削減も、３年かかると言われてい
た。診療報酬の引き下げも初めて。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、今後もこの改革を更に進めていかなければならない。政府系金融機関の見
直しだって、各方面から「見直しは相ならぬ」、「指一本触れさせない」ということだ
ったが、結果的に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ことになっ
た。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 14 年度予算については、10 兆円以上の歳出があった公共事業、地方、社会保
障を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たが、来年度からは、全
部見直す必要がある。大どころだけでなく、全部見直す。先ほど牛尾議員が言われた
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。税収が少ないから、
もっと国債発行をせよとの大合唱だったが、本来、「入るを量りて出ずるを制す」の
が原則。やればできる。いろいろ工夫があったが、今後も情報公開をして、国民にも
この危機的な状況を理解してもらって、更に改革していかなければならない。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、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。 

    そういう面で、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。日頃から実のあ
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。まだまだ抵抗は強く、抵抗勢力が本気になったら大変だよという議論もあるが、
本気になれなかった。ここが大事。それはやはり今の状況と、経済財政諮問会議の客
観的、専門的な議論が大きく役立ったのではないかと思っています。 

（竹中議員）  総理、どうもありがとうございました。 
では、改革と展望については、本日の意見を参考に、最終方向に向けてとりまとめ

を行います。 
    最後に、今、総理が総括してくださいましたが、2001 年の諮問会議の議題の一覧

表等の資料を配布しております。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。ありがとうございました。 

（以 上） 


