
平成 14 年第１回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第１回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 1 月 18 日(金) 18:03～18:30 

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 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 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)構造改革と経済財政の中期展望について 

(2)今後の諮問会議の進め方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第３号について 

○構造改革と経済財政の中期展望（案） 

○経済財政諮問会議関連の主なスケジュール（案） 

○経済活性化へ向けた重要課題（平沼議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 それでは、ただいまから平成14年第１回の経済財政諮問会議を開催い

たします。 本日は、お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございま

す。 今日は、本年初めての会議でございます。本年も、昨年に引き続き活発な議

論をお願いしたいと思います。 
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それでは、本日の議事でございますけれども、本日は「構造改革と経済財政の

中期展望」の議論。それと、今日は時間が大変限られておりますのですが、今後

の諮問会議の進め方について、残された時間で御審議をお願いしたいと思ってお

ります。また「改革と展望」については、諮問・答申を行いたいと思います。 

議事録の扱いは、従来通りとさせていただきます。 

○構造改革と経済財政の中期展望について

（竹中議員） それでは、「改革と展望」の議題に移ります。 

まず、「改革と展望」の作成の諮問につきまして、総理から御発言をお願いい

たします。 

（小泉議長） 本日は、「構造改革と経済財政の中期展望」の作成を諮問することと

したい。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。なお、総理の諮問文は資料としてお

手元に配布しております。 

では、「構造改革と経済財政の中期展望（案）」について御説明をします。 

この案につきましては、昨年の12月25日の第35回の会議での審議を踏まえ、若

干の修正をしております。また、本日は参考資料としまして「経済財政モデル（第

一次）」を活用した中期的な経済・財政の試算を配布しております。 

それでは、前回からの変更点などについて、事務方より説明をさせます。 

（坂内閣府政策統括官） 坂でございます。細かい点もございますので、若干省略し

て説明をさせていただきます。 

まず、２ページの一番上のところでございますが「雇用の拡大、活力ある高齢

社会の構築、地域経済の活性化などの課題にも積極的な挑戦が」ということで、

例えば、高齢社会についても「活力ある」というようなことを入れまして、趣旨

をはっきりさせ、前向きにしたということでございます。 

  その次のパラグラフ、これは後でも出てまいりますが、「ＩＴ革命の進展など」

ということ。あるいは「グローバル化」ということを強調した文章を挿入いたし

ております。 

７ページの上から６行目辺りも、先ほどと同様で、先ほどのは「はじめに」と

いうところでございましたので、例えば、「雇用の拡大」「活力ある高齢社会」

といった同様の文章が挿入されております。 

８ページの最初のパラグラフですが、「生涯現役社会」あるいは「男女共同参

画」という小見出しが付いております。その一番下のところが「誰もが伸び伸び

と活躍できる社会を形成すること、子どもを産み育てやすい環境を整備すること

などにより、少子化傾向にも変化が期待される」といったところでございます。 

８ページの一番下のところ「グローバルな活躍、貢献」と、ここのパラグラフ

は、委員の方々から御指摘があったところでございますが、こういうことを入れ

たということでございます。 

1 8ページでございますが、これは前回から若干変わっておりますが、18ページ
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の一番下のパラグラフでございます。４行目の「その際、公共投資の重点配分、

コスト縮減、ＰＦＩの活用等を進めることなどにより、行政サービス水準の確保

に努めることとする」といったのが、前回は入っていなくて今回入れたというこ

とでございます。 

主要なところは、以上のところでございます。 

（竹中議員） 今日は、先ほど申し上げましたように、他に参考資料としまして、内

閣府作成の試算も提出をしております。これは、経済財政、社会保障などを一体

化して捉えたマクロモデルを作成し、整合的な将来展望を示すべきであるという、

宮沢前財務大臣の発言を受けて、内閣府が作成したものでございます。これは、

あくまでも諮問会議に提出される内閣府作成の参考資料ということでございます。

それでは、ただいま説明をいたしました「改革と展望」について、御議論がご

ざいましたらどうぞ御議論をいただきたいと思います。 

よろしゅうございますでしょうか。ただいまの案を経済財政諮問会議の答申と

して決定させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（塩川議員） 竹中先生、ちょっと問題がありますのは、内閣府作成の参考資料の一

番最後のところに「国の一般会計の姿」というのが出ていますね。これは、やは

りこのままの状態でお出しになるかどうかということで、実は、今日の総務会で、

このペーパーではありませんけれども、非常に議論があって、こちらの方のこれ

は認める、両方了承すると。しかし、こちらの方のペーパーについては扱いを党

に任せてくれということになってきたんです。これをひとつ頭に入れておいてい

ただかないと、これをこのままストレートに発表されるということは、党の方は

了解していませんので、それだけひとつ了解しておいてください。 

（竹中議員） 私自身、今、総務会に行ってまいりまして、御説明を先ほどしてきま

した。これは閣議決定のものではありませんので、総務会の了承事項ではない、

あくまで参考としてお出ししておりますが、要するに、この試算と、財務省が予

算委員会にお出しになる試算と違うのはどうしたものかと、これは国会等との関

係でどうだろうか、という御意見が出まして、その扱いについては引き続き検討

するということになっておりますので、今の御指摘は承知しております。 

（塩川議員） それは、私の方からも総務会長にできるだけ早く結論を出してもらわ

なければ、やはりこういう印刷物は一人歩きしますから、だからそう言っておき

ましたけれども、今のところはちょっと抑えておいていただくと。それだけは一

つ。 

（竹中議員） 抑えるという意味は。 

（塩川議員） いや、敢えて積極的に公表しないということです。 

（竹中議員） これは、公表するんですね。 

（片山議員） 内閣府の内部資料だと言ったらどうですか。 

（塩川議員） そうそう。 

（竹中議員）  内閣府が作成した参考資料と。これは、閣議決定のマターではないし、

したがって総務会で御承認いただくものでもございませんということでございま
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す。御指摘は十分に承知しているつもりであります。 

他にございませんでしょうか。 

それでは、「改革と展望」の案を経済財政諮問会議の答申として決定させてい

ただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、ここでプレスが入場いたします。 

（報道関係者入室） 

（竹中議員） それでは、議員を代表いたしまして、牛尾議員より、ただいま決定さ

れました答申を内閣総理大臣に手交いただきたいと存じます。 

（牛尾議員から内閣総理大臣に「構造改革と経済財政の中期展望」を手交） 

（小泉議長） どうもありがとうございます。 

（竹中議員） それでは、総理からごあいさつをいただきたいと思います。 

（小泉議長） 答申をいただきまして、どうもありがとうございました。この「改革

と展望」については、早急に閣議決定し、中期的な経済財政運営に関する政府の

基本方針としたいと思います。 

今年は、諮問会議も２年目を迎えますが、税制あり、財政あり、更には政府関

係機関見直しあり、盛りだくさんでありますので、大変お忙しいところ、精力的

に昨年も取り組んでいただきましたけれども、今年もより一層忙しくなると思い

ますが、よろしくお願いしたいと思います。 

この会議でのいろいろな議論を実際の政策に結びつけて、何とか日本の経済の

活力を甦らせたいと思いますので、今年もよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

（報道関係者退室） 

○今後の諮問会議の進め方について

（竹中議員） ありがとうございます。今日は、予定が当初から変更になりまして、

あと残された時間が15分ぐらいでございますが、今後の諮問会議の進め方につき

まして、もし御意見があれば賜りたいと思います。 

お手元の資料の中に「経済財政諮問会議関連の主なスケジュール（案）」とい

う１枚紙がございます。１月～12月までの、平成13年と14年と書いてあります。

ちょっとご覧をいただきたいと思います。 

平成13年につきましては、昨年35回の開催をいたしました。平成14年につきま

しては、まずこの展望を今、諮問・答申して、閣議決定させていただきたいとい

うことでありますが、平成14年度経済見通し、年末に閣議了解いただいたものを、

正式に数字を確定して閣議決定するということのほかに、当面の問題として、昨

年からの仕掛りの問題としては、デフレ問題がございます。これは、日本銀行、

財務省、経済産業省、内閣府からなるスタディーグループの成果を受けて、議論

を進めなければいけません。さらには、改革工程表を作成しておりますけれども、

それがどのように実現しているかというフォローアップを行う。これは、実は、
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今、事務的なチェックを行っておりまして、次回の会合で、その事務的な整理を

発表させていただこうと思っております。 

それを受けて、いよいよ議題でございますが、当面大きな議題としては３つの

課題がございます。「経済の活性化戦略」、「税制のあり方」、「政策金融のあ

り方」の審議でございます。諮問会議は、自らレールを引きながら走るというよ

うなところで、前例がありませんので、どういうことをそもそもやるのかという

ことについて、是非すり合わせを、次回に十分皆さんの意見を聞きながらさせて

いただきたいと思っております。概ねのイメージとしましては、夏の概算要求基

準の前までに、経済活性化とか税制とか、そういったものについては、何らかの

意見のとりまとめを行って、政策や予算に反映されますので、それに間に合うよ

うにしなければいけないのかなというふうに思います。さらに、年末にかけて予

算編成に絡む幾つかの作業がございます。「政策金融のあり方」については、ど

のぐらい時間をかけながらやるかというのは、ちょっと別の要因もあろうかと思

いますので、別途相談をしながら進めていく必要があろうかと思います。 

それと、この３つの問題、まさに日本の経済を良くするという意味では、相互

に非常に深く関連しておりますので、これは総理の御意見もございまして、最初、

余り分けないで一体化して議論していったらどうだろうか、というふうに考えて

おります。その上で、比較的早い時期に議論のたたき台となるような論点の整理

のようなことを行って、議論を進めていくのかな、というふうに思っております

が、それぞれ御意見があろうかと思いますので、残された10分、15分ぐらいで、

もし御意見がございましたらお聞かせいただきたいと思います。 

皆さんの御意見を踏まえまして、次回に具体的なスケジュール案のようなもの

を事務局として提示させていただきたいと思います。 

財務大臣、どうぞ。 

（塩川議員） この３課題の進め方とか、私は全面的に賛成でございまして、テーマ

の取り方も良いと思っております。そこで、実は、この場でお願いしておきたい

と思いますことは、この前からご存じのように、税制改正の問題の発信の場をど

こにするか、あるいは審議の決定の場をどこにするかとか、いろいろな問題を巡

りまして、税制３関係、つまり党の税制調査会、政府税制調査会、それから諮問

会議と、この３つがどういう具合に役付けていくかということが非常に問題にな

って、今日も私の方でいろいろなところからこの問題が出てまいりました。そこ

で私から１つ提案したいんですけれども、税の問題について、この諮問会議で議

論する場合には、是非、一回、石会長を参考人に呼んでいただいて、意見も言っ

ていただいたらどうだろうか。石会長が出られない場合には、奥野小委員長と水

野小委員長のどちらかが出る。そういうことをしてもらって、融和を図っていく

ということをしたらどうだろうか。では、党の方をどうするかと言ったら、党の

方は、私が責任を持って接触いたしますので、これは行けると思います。それが

１つです。 

もう１つ、今、諮問会議に税の問題だけの小委員会みたいなもの作ろうという
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動きがあると聞いております。それは、小委員会とか機構として作ってもらった

らややこしい。もう、ごちゃごちゃになってしまう。だからそうではなく、勉強

会のグループとしてやってもらわないと。また、そういう機関とか組織ができま

すと、屋上屋を重ねて、ますます複雑になってしまいますので、それをひとつし

てもらいたいと思っております。 

もう１つ、３番目の問題。税について、国民の声を聞くということ。偉そうに

言っているけれども、党もやっていないんです。党も、党内で議論しているだけ

で、これは余り良くないんです。ですから、やはり国民の声を聞くという意味で、

政府税調に今日も言ったんですけれども、外へ出てもらいたい、そして、意見を

聞いてもらいたいと。私は、政府税調の方が必ずしも専門家ではないから、感覚

的な議論が多いように思うんです。だから、そういうようなことでは困るから、

「市民の声も国民の声も聞いてもらいたい」と言ったら、「出ます」と言ってい

るんです。そのときに、できましたらこの諮問会議の先生の中でも、１人や２人

は、是非、時間をいただいて、一緒に参加していただくようなことをするか、何

か聞いてもらったらいいと思うんです。何も税だけの話だけではなく、何か言わ

れると思うんです。だから、47都道府県で。 

（小泉議長） タウンミーティングだね。 

（塩川議員） １ 県１か所ぐらいやるというスケジュールでやっていますし、どんな

ことをテーマにするかということをやっています。 

（牛尾議員） 大変ですね。 

（塩川議員） 45人いるんですから、５人ぐらいを１グループにしたらできるんです。

それで、ぐるぐる回れますよ。だから、３回りか４回りぐらいしたら良いんです。 

（牛尾議員） こっちは４人しかいないから。 

（塩川議員） 順番でもいいですよ、私だって議員ですよ。 

（牛尾議員） 失礼しました。 

（塩川議員） その３つです。これをひとつ頭に入れておいてください。 

（竹中議員） 大変良い御提案をありがとうございます。一番目の石先生を始め、そ

ういった交流を行うと。これは全くそのとおりで、必要に応じて是非そのように

やらせていただきます。 

２番目の小委員会を作るというような話はございません。屋上屋を重ねること

は、全く考えてございません。既に、歳入のプロジェクトが、前からずっとあり

ますので、その中でやるということで十分だと思っております。 

国民の声を聞く、総理は、税のタウンミーティングというふうにおっしゃいま

して、若干、去年の苦労がよぎりましたが、しかし、これも大変重要なことで、

これは非常にインパクトのあることだと思いますので、是非前向きに検討をさせ

ていただきます。ありがとうございます。 

他にいかがでございますでしょうか。片山大臣。 

（片山議員） 私も、似たようなことを言いますけれども、総理の下に地方分権改革

推進会議というのがあります。ここで、税源移譲や国と地方のあり方だとか、い
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ろいろなことをやっています。特に、私は昨日も政府税調で申し上げたのですけ

れども、税源と地方税、税源移譲そのものは政府税調でやっても良いかもしれな

いけれども、国と地方のあり方は、歳出も絡みますから、それは政府税調の枠を

越えているのかもしれないと。しかも、歳出と地方税をつなぐのが交付税ですか

ら、これらは、むしろこっちの方がベターかもしれないと。税そのものは、やは

り政府税調の方が主たる担当ではないかということを申し上げましたが、そうい

う考えです。 

そこで、地方分権改革推進会議は、税源移譲を議論してもらうようにしており

ますので、是非、そこも相互乗り入れの中に加えていただいて、ここで意見を言

ってもらったり、こちらの代表が行っていただくように、お願いいたします。 

（竹中議員） 今日は、平沼大臣が御欠席で副大臣が御出席ですが、恐らく経済産業

省の方の産業構造審議会とか、そういうところでも同じ問題意識ではないかと思

いますので、御指摘の点を、是非、活かしていきたいと思います。 

民間議員、特に御指摘ございますでしょうか。 

（塩川議員） もう１つ。去年決めた「骨太の方針」、あれの実行状態はどうだった

かということの検証、これはどうなんですか。 

（竹中議員） それが、先ほど申し上げましたような、「骨太の方針」で決めたこと

を具体的に530ぐらいの政策にリストアップして工程表を作っておりますので、改

革工程表のフォローアップというのをやっております。それは来週、12月末まで

の進捗状況を御報告する予定であります。 

（塩川議員） そうですか、絶えず検証、プラン・ドゥ・シーのシーの方は忘れては

いけないんで、是非ひとつお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 四半期ごとにチェックする方が良いのか、四半期は事務的に大変なの

で半年ぐらいになるのかいろいろやり方はあるが、いずれにしてもそれは定常的

にやりたいと思っております。 

（塩川議員） もう１つ、行政改革ですね。この問題をやはり諮問会議の議論で、少

なくとも意見の交換ぐらいはあってしかるべきだと思うんですが、どうなんです

か。経済のことばっかりやっていますけれども、これの関連で行政改革、規制緩

和の問題も勿論残っておりますし、それよりも特殊法人の問題等をやはり議論し

ておくべきではないかと思いますが、如何ですか。 

（竹中議員） 実は、昨年の11月ぐらいに行政改革、規制緩和等々について、フリー

トーキングを行いまして、それで、実は、議論は未だ生煮えなんですけれども、

あれをやはり形にするためには、この経済活性化戦略というのを包括的に議論す

る必要があるだろうということで、今回のこのテーマになっていますので、その

中でかなり幅広く、多分これは教育改革をどうするかとか、そういうことまで入

ってくる可能性もありますので、非常に幅広くやらせていただきたいと思ってお

ります。 

（塩川議員） これが抜けていたら、経済ばっかりやっていて、小泉改革の成果が何

も出てこないではないかと言われてもいけませんので、やはり行政改革はこのよ

 7




平成 14 年第１回 議事録 

うに進んでいるということは、最終的にここで決めていくということをやってい

くようにしてもらいたいと思います。 

（竹中議員） だんだん仕事が増えていきますが、是非やりたいと思います。 

お待たせいたしました、速水総裁。 

（速水議員） この３つのうち、特に、税制、それから公的金融、この問題は家計や

企業の経済活動にも深く関係するものですし、どうあるべきか、というのを幅広

く議論していきたいと思います。このことは、構造改革を進める上で大変重要で

はないかというふうに思います。 

その際、民間部門の活力をどうやって引き出していくのか、それから、経済金

融のグローバル化というのにどう対応していくのか、こういう観点もここで積極

的に議論してまいりたいというふうに思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、塩川大臣がおっしゃったように他の２つの機関等の調整は非常に

大事ですが、ただ、経済財政諮問会議は、歳出と歳入にまたがって議論できると

いう特色を持っておりますので、総合的に税を捉えるという側面があります。 

もう１つは、行政サービスの負担と、サービスのレベル、小さな政府を作ると

いう観点で、やはり税収に見合った歳出というものをどう考えていくかという局

面も税の立場であると思います。 

３番目は、やはり財政再建のために、増税するために税制改革をやるというの

は、全く誤解であって、我々の税制改革は、基本的に経済を活性化するためにや

る。経済の活性化の中で、いわゆる規制撤廃や、行政改革や、民間経済の活動部

分の範囲を極端に広めて、官の民業圧迫というものを最小限にして活性化する。

これらをつなぐ最大のものは税なんです。そういう見地から税を考えるという部

分で、今、竹中大臣がおっしゃったように、経済活性化戦略と税制のあり方は、

全く裏腹になっている訳ですが、そういう側面を特に強調した捉え方を我々はし

ていきたいと思っています。 

何のための税制改革かというと、主税局や主計局のレベニュー・ニュートラル

ではなくて、歳出と歳入にまたがって我々は考えていく。基本的に、50兆円しか

税収がないのに、80兆円の予算を組んでいるわけですから、そういう歪な姿をい

つまでにどう変えていくか。やはり、収入に見合った政府にして、しかも、やは

り財政再建は、経済を活性化しなければできないということが非常にはっきりし

ています。改正での損得ではなく、経済活性化と小さな政府と財政再建とを大き

な流れとして議論していきたいと思います。 

（塩川議員） だから、私もお願いしているように、構造改革への税の哲学を考えて

欲しいと言っているのは、まさにそうなんです。それはひとつ頼みます。 

（竹中議員） 吉川議員、本間議員。ちょっと手短にお願いします。 

（吉川議員） 一言、私も牛尾議員の今の発言に全面的に賛成です。 

（本間議員） では、私もちょっと付け加えさせていただきます。諮問会議がまた税
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の問題に入るということで、新聞・マスコミ等、面白おかしく役割分担等も含め

て議論をされておりますけれども、現代的な意思決定というのは、多元的な形で

議論をするということが、プロセスの透明化を含めて非常に重要だということが

各国の経験の中である訳であります。その過程をきちんと明らかにしながらコミ

ュニケーションを十分にとっていく。その中では、恐らく、建設的な緊張という

ものが出てくる可能性があるんだろうと思います。それを矮小化せずに、きちん

と国民の中に明らかにしていくことによって、納得できる税制の論議というもの

を組み立てていただきたい。我々も努力いたしますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、今の皆さんの御意見を参

考にしながら、次回に、進め方について簡単な提示をさせていただきまして、当

面１～２回は、先ほど申し上げましたような経済活性化、税、政策金融を含むフ

リートーキング的なことを２回ほどやらせていただきます。 

各民間議員、各大臣、どうぞ事務局に問題提起をしたいということでございま

したら、是非ともお申し出いただいて活発な議論をお願いいたしたいと思います。

実は、今日は平沼議員がお休みでございますが、資料が提出されております。

大島副大臣何かございますでしょうか。 

（大島経済産業副大臣） 今、御紹介いただきましたように、平沼大臣自身の意見を

配布させていただいておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） このメモにつきましても、次回に平沼大臣より御発言をいただきたい

と思います。 

それでは、次回の諮問会議において引き続き議論を進めさせていただきます。 

また、次回は、先ほどから何回も出ておりますけれども、改革工程表の進捗状

況について、点検・評価することが必要だと思いますので、その議題も提議をさ

せていただきたいと思います。 

以上をもちまして、本日の会議は終了いたしますが、御発言等、今までどおり

でひとつよろしくお願いを申し上げます。 

総理よろしいですか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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