
平成 14 年第 16 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 16  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 6 月 7 日(金) 17:00～18:15 

2．場所: 官邸大会議室 

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)税制のあり方について 

(2)平成 15 年度財政運営について 

(3)総理指示 

3．閉会 

（配布資料） 

○税制改革の基本方針（案） 

○平成 15 年度の財政事情及び財政運営のあり方について（塩川議員提出資料） 

○平成 15 年度の予算編成について（有識者議員提出資料） 

○内閣総理大臣指示 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 総理は遅れられるということであります。ただいまから今年第16回目

の諮問会議を開催します。本日はありがとうございます。 

今日の議事でありますが、まず「税制のあり方」について御議論いただいて、
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その後、「平成15年度経済財政運営」について御議論をいただきます。その後、

若干の討議を踏まえた上、総理から御指示をいただくことになっております。 

○平成14年１－３月期のＱＥついて

（竹中議員） 審議に入ります前に、本日朝公表になりました平成14年１－３月期の

ＱＥについて一言御報告いたします。 

今回のＱＥによりますと、今年１－３月期の実質ＧＤＰ成長率は季節調整済前

期比で1.4 ％の増。４四半期ぶりのプラスとなりました。今回の結果は、アメリ

カやアジアの景気回復等を背景に、輸出の増加等を通じた外需寄与度の増加が成

長率を押し上げた形になっております。1.4 ％のうち、外需が0.7 ％、内需が

0.7 ％の半々であります。こうした姿はこれまでの景気判断に概ね沿ったもので

あるというふうに考えます。経済の先行きは、依然厳しい雇用・所得環境など民

需に下押しの懸念がある一方で、輸出、在庫調整等々が今後の景気を下支えする

ことが期待されているという状況であります。 

○税制のあり方について

（竹中議員） それでは、「税制のあり方」についての審議に移りたいと思います。お

手元の資料は先日審議しました「平成の税制改革」を中心に、これまでの審議内

容、関係閣僚等の意見も踏まえてとりまとめたものです。まだとりまとめ途上に

あるということでありますけれども、事務局から簡単に説明させます。 

（小平政策統括官） それでは、お手元の資料を簡単に御説明を申し上げます。今、

大臣から申し上げましたように、まだ調整中の案ということでございます。 

１ページ最初、「はじめに」というところでございますけれども、日本経済が

活力を取戻し、国内に質の高い雇用を確保していくためには、経済・社会の基盤

である税制を幅広く見直していくことが不可欠ということでございまして、21世

紀にふさわしい包括的かつ抜本的な改革を行い、広く、薄く、簡素な税制を構築

する。税制改革に当たっては、第一に、グローバル化する経済の中で日本の競争

力の強化を目指す。第二に、すべての人が参画し、負担し合う公正な社会にする

ことを目指す。第三に、納税者側の視点に立って、わかりやすく簡素な税を目指

す。また、税制改革は聖域なき歳出改革と一体となって行うこととする。国・地

方の歳出をさらに徹底的に見直し、簡素で効率的な政府を実現するということで

ございます。 

次に、「税制改革の必要性」でございますけれども、(1) のところ、「低迷す

る日本経済と税制改革」ということで、最初のパラグラフは、日本の経済の現状

が書いてございます。次が、構造改革が目指すのは「人」を重視する国というこ

とで、ライフスタイルの多様化等が書いてございます。その次が、地域の関係で

ございまして、地方自治体が権限と財源と責任を持ち、住民の参加と選択の下、

自らの力で財政運営を行うようになって、名実ともに地方分権が確立するという

ことでございます。次に２ページでございます。高齢化が進むということで、徹
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底した歳出面の改革とあわせ、長期に持続可能な税制構造と社会保障制度を構築

することによって、将来に安心感を持てる社会を創る必要がある。以上の大きな

変化を踏まえると、包括的で抜本的な税制改革が求められているということでご

ざいます。(2) のところは税制の現状認識が書いてございます。 

次に「２」でございますけれども、「目指すべき経済社会と税制改革」という

ことでございます。「(1) 目指すべき経済社会の姿」でございます。どのような

経済社会を目指すかによって税制改革の方向も変わってくる。今回の税制改革が

実現を目指すのは、「改革と展望」で示した経済社会の姿であるということでご

ざいまして、民間需要が主導する持続的な経済成長を実現する。「人」を何より

も重視し、多様なライフスタイルの下で国民一人一人が個性と能力を十分に発揮

する。高齢化等の問題に積極的に挑戦し、長期にわたる安心を確保する。地方が

それぞれの地域の魅力、個性を発揮し、自立し、活力を待つ。簡素で効率的な政

府の実現に向け歳出面の改革を推進しつつ税制改革を進める中で、国民の負担に

対する理解が深まることが期待されるということでございます。次に３ページで

ございます。税制の３原則、「公平・中立・簡素」というものを「公正・活力・

簡素」というふうに理解するという内容でございます。 

「(3) 税制改革の視点」でございます。視点が５つ書いてございます。 

第１が日本経済の活力の回復を重視する。課税ベースを広くし、税率を低く抑

えることを基本とすることで、企業や個人の活力を支える。また、法人に対する

課税においては、国際的視野に立って検討し、競争力を強化するための改革を行

う。租税特別措置について、聖域なく徹底した見直しを行う。 

第２、歳出改革と一体として進める。税制改革は徹底した歳出削減とともに行

い、簡素で効率的な政府をつくる。「改革と展望」に基づき、財政収支を中期的

に改善していく。 

第３でございますけれども、社会保障制度改革と整合性をとって進める。社会

保障負担と税負担を総合的にとらえた改革を行い、持続可能な財政構造と社会保

障制度を構築する。国民に提供するサービスとそれに見合う国民負担のバランス

を再検討しつつ、可能な限り国民負担率の抑制を目指し、世代間の受益と負担の

公平を図る。 

第４、地方行財政制度の改革と一体として進める。地方分権を推進するために、

地方の行財政と税制の本格的な改革を行う。歳出・歳入の両面で国の関与を最小

限に抑え、地方自治体が権限と責任を持つことを目指す。 

第５、すべての人・企業が公正に負担すると同時に、真に必要な場合には、低

所得層等に配慮するということでございます。 

最後のページでございます。３として「税制改革の進め方」。「はじめに」で

述べました今次税制改革は2003年度に着手し、“広く、薄く”等との理念の下に

本格的、かつ構造的な税制改革に取り組むという考え方に立って、可能なものか

ら順次速やかに実施し、「改革と展望」の期間内に完了させることを目指す。な

お、現下の経済状況に鑑み、経済を成長軌道に乗せるための政策税制を行うこと
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も考えられるが、その場合も、税制のあるべき姿との整合性を保つことが重要で

ある。また、現在の厳しい財政状況を踏まえて、税制改革は「改革と展望」に基

づき、財政規律を重視しながら行うこととし、税制改革の財源は、原則として国

債には依存しない。さらに、2010年代初頭にはプライマリーバランスを黒字化さ

せることを目指す。そのために、「改革と展望」の期間内に、国と地方双方が歳

出削減努力を積み重ねつつ必要な行政サービス、歳出水準を見極め、また経済活

性化の進展状況及び財政事情を踏まえ、必要な税制上の措置を判断する。将来に

わたって、国民負担率を適正水準に抑制することを目指すということでございま

す。 

４番目、「税制改革の検討項目」でございますけれども、これは今、関係方面

と調整をしつつ作成中ということで、ここに５つ掲げてございますけれども、こ

の項目のもとで内容を現在調整しているということでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。最終的にどういう報告のスタイルにするか、

それをどのように扱うかということは、少し様子を見ながら、各大臣、皆さんと

御相談させていただきたいと思っております。その中身といいますか、税制改革

自体についてもし御意見ございましたら、自由討議ということでしていただきた

いと思います。 

（塩川議員） 私から何遍も申し上げて言わずもがなでございまして、申し訳ないん

ですが、一応この場で申し上げておきたいと思いますことは、経済財税諮問会議

等においては、経済財政政策の基本的な考え方と大局的な議論を行っていただき

たいということが私の念願でございまして、そのために税制の一つをとりまして

も、税の細かい具体的な問題に入ってしまいますと、それぞれの機関で議論して

おることがございますので、その折り合いが難しくなってしまいますので、あく

までも、この会議におきましては、基本的な考え方、そして大局的な方向付けと

いうことに終始してもらいたい。ましてや関係機関と未調整のままで具体論に入

ってしまうということは、厳にひとつ慎んでいただきたいと思っております。 

それから、いろんな新聞にぼろぼろ出てくるので、私も弁解に困っておるので

すが、この会議に関係している事務当局とかなんかも、資料が散逸しないように

管理しておいてもらわないと、その度に党から呼び出され、関係機関から呼び出

されるものですから、その点よろしくひとつお願い致したいと思っております。

よろしく頼みます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 私は税制の基本改革に当たっては、総理からの指示でございますとか、

税制改革の基本方針案にもあるとおり、ここにも盛られていますけれども、経済

社会の活力を重視することが必要だ、このことに力点を置くべきだと思っており

ます。これまで私も提言してまいりましたけれども、今回のこのようなことを踏

まえまして、グローバル化の中での日本経済の競争力を強化し、雇用を創出して
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いくための具体的税制改革を可能な限り早期に実施することは不可欠だと思って

おります。それから、先ほどの御説明にもありましたとおり、「広く、薄く」の

観点からの改革は必要だと思っておりまして、当省といたしましても、経済や企

業活動の実態を踏まえて、知恵を出していきたいというふうに思っております。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 細かい話になるかもしれませんが、道路特定財源の件については、あ

ちらこちらで見直し、見直しということだけ書いてあって、具体的な解決策は全

然出てきていないということで、これから本論に入ってくるんだろうと思います

けれども、私が申し上げたいのは、道路特定財源というのは受益と負担の関係が

明確である、そういうことで、暫定税率分も含めて自動車ユーザーが負担してい

ると、こういう理解でございます。もし、この道路整備以外の目的に、この道路

特定財源を転用するということであれば、当然第一にやらなきゃいかんことは、

一旦、本則の税率に戻すべきだ。その後で、もし財源の問題とかが出てくるので

あれば、環境改善に使うとか使わないとかいろいろなことを言っておりますが、

これは自動車ユーザーだけにこの負担をかけるというのは明確に公平さを欠く話

であって、広く国民各層が負担すべき、そういう形の税にしないとまずいんじゃ

ないか、こういう理解を道路特定財源については持っているわけです。だけれど

も、誰も手をあげないものですから。 

（塩川議員） 奥田さん、私の顔ばかり見て、私から答えなきゃいけないと思うけれ

ども。実は党との折衝、あるいは総理とよく話しておりまして、もちろん竹中大

臣も入って話しておりますけれども、これは決して特定財源をつぶしてしまって、

一般財源として何でも使っていくという、そんな安易に言っているんじゃないん

です。そういうつもりで言っているのではない。まして、これを環境税にしよう

という、そんな考え方は言っていないんです。あくまでも道路に関係のあるもっ

と多様な面、整備にも使えるような、そういう面に使いたいと思っておるのであ

って、全く道路から離れてしまったような、そんなことは考えておらないです。

けれども、道路特定財源で今までの慣習から言ったら、高速道路と国幹審の道路

整備に重点が置かれていますが、これでは偏り過ぎているじゃないか。もっと幅

広く駅前整備計画とかそういうのにも使えるようにしたらどうだと。党の方もそ

ういう方向に対しては是認してきておるし、これは地方を整備する財源にしてや

らないと、生活道路なんか全然遅れていますからね。そういうような考え方を持

っておる、そういう意味の見直しだと、こう承知していただいたらと。 

（片山議員） 道路特定財源は、前にも一遍申し上げましたが、国税が３兆5,000～

6,000億円です。地方税が２兆3,000 億円です。地方税の２兆3,000 億円の方は、

今お話がありましたが、府県道の整備率が６割です。市町村道が５割、国道は９

割。したがいまして、依存率もまだ低うございますし、地方は整備も遅れており

ますから、２兆3,000 億円は道路にそのまま使わせていただく。問題は、国税の

方から相当きていることです。補助金として、また、臨時交付金として。実際使

っているのは国が１兆8,000 億円で、地方が４兆1,000 億円ぐらいです。したが
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いまして、これを引き剥がすということは、今の財源の国と地方の配分関係を変

えますからね。ただ今年、3,000 億円ぐらい、国道のオーバーフロー分を調整し

ましたよね。道路財源は、地方の財源の問題でもあるということの御認識を賜り

たいと思いますし、奥田会長が言われたように、暫定税率を倍取っているのです

から、一般財源化についてユーザーが騒ぐのは当たり前の話です。 

（奥田議員） 当たり前なんだけれども……。 

（片山議員） だから、そこをどうやってみんなに分かってもらうかということが必

要だと思っているのです。本当に。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 総論的に今回の税制改革の位置づけをスタートに当たって確認してお

くということは非常に重要ではないかというふうに考えております。新聞等で総

理の指示が出るということを見ました。今日も今さっと見ておりましたが、すば

らしい指示で、これがどういう具合に実現に結びついていくかどうかということ

が一番重要なんだろう思っております。今回の税制改革は、恐らく「小泉税制改

革」という形でネーミングされて、歴史的に記憶されるのだから、前回、志がど

うのこうのと申し上げて、少し失礼なこともあったかと思いますけれども、「志

高い税制改革」をどういう具合にこれから実現するかということが非常に重要だ

ろうと思っております。その点で申し上げますと、まず第一に、今回の税制改革

は、包括性というものをどういう具合に担保するかということだろうと思います。

つまり、局所的な議論だけではなく、もちろん来年度で実施できるものと、それ

以降のものを仕分けをしていくということが重要であって、ぜひ今年だけで終わ

らないトータルなビジョン及び時系列的な税制改革の実施について、やはり相当

イメージを固めておく必要があるのだろうと思います。そして、その上で総理指

示をきちんと実現していくためには、「広く、薄く」を基本的なアプローチとし、

かつ、先ほど塩川大臣の方からお話が出ましたように、もちろん主税局、政府税

調が具体の案を作られるわけですが、それがこの指示にきちんと沿ったものであ

るかどうかということを検証し、フォローアップをしていくという手続きをぜひ

やっていただきたいと思います。 

それから、第２番目の今回の税制改革の歴史的位置づけを、今考えてみますと、

恐らく税制改革の国際的潮流の中では、政府の非効率性というのが非常に問題視

されて、納税に値する政府か否かということが90年代、各国とも問われ続けたテ

ーマであるわけです。我が国も例外ではないわけでありまして、とりわけ、90年

代、景気対策という名のもとに、いかに歳出の規律が緩み、非効率性が助長され

たかということが問題の出発点だったと思います。その意味で、歳出の改革と税

制改革というのが一体となって小泉構造改革というのが行われたということを、

きちんと実現の場の中に反映させていくというのが重要だろうと思います。その

点で言えば、これは狭い意味ではなく、「財政中立的」な形でこの税制改革を実

現し、効率的かつ小さな政府の実現と官と民との役割分担の再仕切りを、この税

制改革で方向性として打ち出したということを明確に実現の場の中ですべきだろ
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うと思います。 

３番目は、これも非常に重要な問題でありますけれども、長年懸案でありまし

た国と地方の財政関係、行政関係に対して、今回の税制改革は一歩踏み出したん

だということを明示的に実行の場の中で担保させていくということが非常に重要

であろうと思います。片山大臣の方から御提案が出ました。諮問会議がなければ、

あるいは今回の税制改革の議論の場がなければ、こういうようなことも恐らくで

きなかったのだろうと思っております。そういう意味で歴史的な小泉税制改革の

位置づけとして、国と地方の交付税、補助金、さらには地方財源移譲、この３点

をきちんと一体として税制改革を進めていくということを、これから諮問会議も

一つの機関として努力をすべきだろうと思っております。 

総論的には以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員。 

（吉川議員） ２点発言させていただきます。 

１つは今回の税制改革では「活力」ということをキーワードとして掲げている。

それは正しいと思いますが、その点でとりわけ重要なのは、法人課税の問題だと

思います。法人課税については、国際的な視野に立って競争力を強化するという

のが重要なことであるわけで、したがって、これを抜本的に見直すということで

あれば、外形標準課税の導入によって実効税率を下げるとか、そうしたあまり局

所的な発想で考えてばかりいては所期の目的が達成できないのではないかと考え

ます。これが１点目です。 

もう一つは、先ほど本間先生からもお話がありました歳出の削減と税は一体と

して考える必要がある、これも私、賛成です。歳出削減、無駄を削る。その一部

を税の方に回すというのは、要するに政府が使っていた分を代わって民間に使っ

てもらう、そういうことですから、こうした発想も歳出削減と税の改革を進めて

いく中で持っていただきたい。 

以上です。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 皆さんおっしゃったとおりでありますけれども、１年前に国と地方の

問題を提起して以来、この問題は、従来の５年分か、10年分ぐらい大きく進んだ

と思います。国と地方の分担、地方の自覚というものを明確にする意味での税制

改革を、初めて俎上に３つ絡んでやるということは非常に意味深いことだと高く

評価したいと思います。 

第２番目は、法人税の問題で、今、吉川さんや本間さんのおっしゃったとおり

ですが、企業も１－３月期は大変に明るい経済の指標が出ましたけれども、４月

から９月に向かって企業の方はどういう経営態度をとるかということを考えてい

るわけです。いろいろな企業がありますけれども、日本を支えていく先端を走っ

ている企業というものは依然として強い力を持っておりますから、この設備をど

うするか、どの程度技術開発に金を注ぎ込むかという点で、やはり法人税の減税

環境というものが重要で、力強い日本会計をつくるだろうと思っております。世
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界も日本がどういう税制をとるかということに高い関心があり、日本の活力を連

動して考えておりますので、日本経済の国際的視野に立った競争力をどうするか

ということは重要です。それに関しては、今、平沼大臣がおっしゃったとおりで

あります。そういう高い見地から大胆にやる必要があるだろう。だから、それは

地方の財源をもちろん一部使うけれども、やはり我々は「広く、薄く」という精

神に基づいて、課税範囲を拡大することについて、小さな考えを捨てないとだめ

だ。租税特別措置法のみならず、貸倒引当金まで、場合によっては一部広くする

ところに移してもいいから、世界から見て、税の薄さというものが日本投資に対

する魅力であるように考える時代が確実に来ています。そのためには、今、吉川

議員のおっしゃった歳出をできるだけ削減して、そしてまた、非裁量的、制度的

なものを削減して、それらが減税の背景をつくるということについても我々は努

力しないといけない。 

後の方の議題で議論されるわけですが、15年度の財政運営に関しても、やはり

日本の企業に対するものは、減税によって大変支出が大きくなりますが、日本政

府に対する国債の格付け評価に対しては、どこまで我々が小さな政府をつくり、

どこまで民間主導型の社会にして、国債を減らそうという意欲を示すことが大事

です。そういう点から言って、この２つは明らかに連動しており、この度の企業

に対する税の問題は、最も重要な視点になっているということを申し上げたいと

思います。 

以上であります。 

（竹中議員） 平沼大臣。 

（平沼議員） 外形標準課税についてちょっとお話がありましたけれども、与党大綱

及び閣議決定にあるように、今後各方面の意見を聞きながら検討を深めるという

ことが私は必要だと思います。その際、外形標準課税導入によりまして、法人の

所得に対する実効税率が表面的に引き下がるかどうかではなくて、法人の税負担

全体が実質的に増加するかどうかという視点も必要だと思いますし、雇用や競争

力に与える影響というものも、特に中小企業に対する影響は十分考慮することが

必要だと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。塩川大臣。 

（塩川議員） 皆さんのおっしゃることに、私たちも同じような考えですし、異存は

ないんですけれども、この歳出削減と税制の改正というのは非常に密接に関わる。

歳出削減をしないと、どんな税制改正をしたって国民は納得しないですよ。幸い

にしまして、今、与党内でも野党内でも追加的財政支出の要望、いわゆる金を出

しても景気を直せという要望が少なくなってきたんです。これは非常な変わり方

だと思います。 

（小泉議長） 様変わりだな。 

（塩川議員） この際に、歳出削減と税制の改正を連動したものにしていきたいとい

うふうに思っています。それから、地方との関係は、おっしゃるように三位一体

で考えなきゃ、どれかに偏ってしまったらできないだろうと思っているわけです。
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（片山議員） ちょっと気になるのですけれども、今度のキーワードは「活力」です

ね。政府税調は「中立」ですね。「公平・中立・簡素」で政府税調は今まではき

たわけですが、今度ここは「中立」にかえて「活力」とするのでしょうか。 

（竹中議員） 原則は変えないんですけれども、そう理解するということです。 

（片山議員） ただ、中身、考え方はほとんど同じです。活力を出すためにはフラッ

トにするということですね。妙な差をつけないということなので、「二本立て」

と言われてもいいのですね。それともう一つは最後の４番目です。検討項目作成

中というもの、これは総論的・基本的なことは書いていただかなければいけませ

んが、幾らか具体性もないとね。書き方は大変難しいと思いますよ。お経みたい

なことを書くのなら今までと同じですから。そこで税制改正のイメージが浮かぶ

ような、具体的なことをある程度書き込むということは必要だと思っています。 

それから、外形標準課税は長年の懸案で何度も議論しましたが、これは実効税

率を下げるだけじゃない。これがある意味では公平で安定的なのです。そこのと

ころは早くしなければいけません。いろいろ知恵を出しますけれども、ひとつ専

門家のお知恵もお借りしながら、うまい仕組みをつくっていきたいと思います。 

（塩川議員） ４番目の問題ですけれども、これは税制だけの問題、予算だけの問題

ではなくて、自治体の行政能力全体の問題とも関係してくるから、そこと並行し

て考えていかなければいけない。 

（片山議員） ４番の検討項目。 

（塩川議員） これと関連してくるんです。交付税の問題もそうなんです。 

（片山議員） 税制全部の話を言っているのですよ。 

（塩川議員） 税制の４番目、「地方の自立と活力のために」ということは、結局は

……。 

（片山議員） ４の（4）を言われているのですね。私は４の全体を言いましたので。

（牛尾議員） 具体的にもう少し書かないと、全体にうまくイメージが出ないという

ことですね。 

（竹中議員） 様々な御議論をありがとうございました。「活力」と「中立」に関し

ては、この間、私申し上げたんですけれども、どちらかというと、諮問会議が中

立のことを言っていまして、政府税調の方が政策減税の方を言っていますので、

そういう状況だということで。 

皆様の御指摘を踏まえまして、いろいろとバランスをとりながら注意深く、し

かし、しっかりととりまとめをさせていただきたいと思います。繰り返しになり

ますが、重要なのは基本と理念を重視しろということだと思います。それと、そ

の中身は国際性を重視した活力、「広く薄く」法人税の実効的な負担を軽くして

いくということ、そして国から地方への流れをしっかりとつくるということ、そ

して何より歳出と一体化すること、そういうようなところがメインではないかと

思います。ぜひ皆様の御意見を反映させて各方面と御相談をしていきたいと思い

ます。 
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○平成15年度財政運営について

（竹中議員） それでは、平成15年度財政運営についての議題に移りたいと思います

が、塩川大臣から御説明をいただけることになっております。 

（塩川議員） 私から15年度の財政運営につきまして、過日、財政制度審議会の方か

ら建議をいただきました。それと私の方と打ち合わせをして、思想的な統一をし

ておりますが、大体建議に基づいて15年度財政運営もいたしたいと思っておりま

す。 

簡単に申し上げますと、まず第一に、社会保障については、物価動向等を反映

した給付の見直し、年金をはじめとする持続可能な社会保障の制度の構築という

こと、それから公共事業については、規模の抑制・重点化の推進、長期計画のあ

り方の見直し、それから地方財政については、地方歳出の徹底した見直し、交付

税制度のあり方の見直しによる受益と負担の明確化等、歳出各分野の諸改革を推

進するとともに、経済財政諮問会議において明確化され、絞り込まれておる「重

点７分野」への施策の重点化を考えていきたいと思っております。 

また、15年度の財政運営についてでありますけれども、国債発行については、

14年度の国債発行30兆の基本的な精神、これは堅持していかなきゃならんと思っ

ておりますし、財政規模重視の基調を受け継いで、30兆からの乖離をできるだけ

小さくするという基本的な考え方に立っております。同時に「改革と展望」、こ

れは１月の25日に決定されたものでございますが、これに示された政府の大きさ、

つまり支出規模のＧＤＰ比でございますけれども、これは現在の水準を上回らな

いという方針を踏まえて、一般歳出及び一般会計歳出全体について実質的に14年

度の水準以下に抑制することを目標としておるということでございまして、係数

につきましては、主計局長が来ておりますので、係数の説明をさせていただきた

いと思っております。 

（林財務省主計局長） お手元に塩川大臣の提出資料がございます。１ページに15年

度の財政事情を書いてございます。これはこの２月に国会にお出しした資料で、

歳出・歳入を機械的に伸ばした後年度影響試算をもとに御説明させていただきま

す。 

歳入面では、税収が46.4兆円と見込んでおります。ただ、13年度の税収、これ

は補正後予算をかなり下回る可能性が大きゅうございます。したがいまして、15

年度についても見積の土台が落ちるので、他の要因が変わらなければ、これにつ

いては下方修正が不可避だと思っております。それから税外収入でございますが、

3.5 兆となっておりますが、郵貯特会の特別繰入措置、これは国鉄改革に伴いま

して、10年度から14年度、５年間で１兆円を郵貯からいただいておりましたが、

これが来年度落ちます。こんなような特殊要因もありまして、3.5 兆と見込まれ

ております。 

歳出面では、国債費が17.3兆円、交付税が19.2兆円と機械的に試算をしており

ます。ただ、交付税は2.2 兆円増えておりますが、交付税特会の借入解消、これ

がプラス１兆円程度ですが、これを含んでおります。それから一般歳出、社会保

 10




平成 14 年第 16 回 議事録 

障の当然増がプラスの0.9 兆円、その他0.6 兆円と試算しております。 

歳入・歳出ギャップを国債で埋めますと35.6兆円になりますが、先ほど申し上

げました税収の土台減の影響、あるいは税制改正の影響などが加わってまいりま

す。これらを達観して見ますと、歳出削減は努力してまいりますが、国債発行30

兆円を続けることはかなり難しいという状況かと存じます。 

こういう状況を踏まえまして、ページをおめくりいただきまして、15年度の財

政運営の考え方ですが、先ほど大臣が申されましたように、15年度の課題として

は、そこに書いてございますような、社会保障あるいは公共事業、地方財政等の

課題がございますが、経済財政諮問会議におきまして、今後明確化され絞り込ま

れる「重点７分野」への施策の重点化を進めていくことが必要だろうと思ってお

ります。 

そこで、具体的な財政運営目標ですが、中長期の財政運営を踏まえまして、歳

出面の改革を引き続き推進していくということで、(i) の方は国債30兆円の基本

精神を受け継いで、国債30兆からの乖離をできる限り小さくするという基本的な

考え方に立つと同時に、具体的には、(ii)にございますように、「改革と展望」

の考え方に基づきまして、一般歳出及び一般会計歳出全体について、実質的に14

年度の水準以下に抑制することを目標とするということでございます。なお、こ

こで「実質的」と書いておりますが、例えば、国債残高の増加に伴います国債費

の増、あるいは先ほど申し上げました交付税特会の借入解消に伴う交付税交付金

の増などといった15年度の「実質増」と考えられないものを除いて14年度の額以

下に抑制するというように考えたらどうかということでございます。 

以上でございます。 

（塩川議員） これは単に何の努力もせずして、14年度をそのまま伸ばしたらこうな

るということですよ。ですから、ここから努力しなきゃいかんということなんで

すが、こんな数字を出してしまうと、党内でもこれが独り歩きしてしまう。 

（牛尾議員） 怖いですね。 

（塩川議員） だから、これを出すというからやめておけと言っているんだ。これは

そうじゃないんです。内閣府の試案で84兆と出ていますね。内閣府の方は相当検

討している。うちの方は何も検討せずにぽっと出している。このとおり、14年度

どおりずっと伸ばしていきますと、このようになりますよということです。努力

していないという数字ですから、これから努力するんです。そういうことです。 

（牛尾議員） 努力のしがいがあるというわけですね。 

（竹中議員） 前回、民間有識者議員に対しまして、重点分野等々の見直しも含めて

議論をということでありますので、有識者議員の方、お願いします。 

（吉川議員）  それでは私から、民間議員の名前４名が書いてあります「平成15年度

の予算編成について」という紙を御説明いたします。この紙は１、２、３、４と

なっておりまして、「１. 基本的な考え方」、「２. 予算編成の基本的枠組み」、

「３. 予算編成プロセスと手法」、これについては、先般６月３日に我々が御説

明いたしましたペーパーと変わりはございません。ですから、今回はこの説明は
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省略させていただきまして、お手元のペーパーの３ページ、「４. 15年度につい

て」というところを御説明させていただきます。 

１、２、３で述べてあります、前回御説明した基本的な考え方のもとで、まず

第一に総人件費の抑制を含め、国・地方を通じて全ての分野で歳出改革を加速化

し、歳出総額、一般歳出総額を厳しく抑制する。２番目に、歳出総額、一般歳出

総額について無駄を厳しく排除するとともに、14年度における「５兆円削減し、

２兆円を重点７分野に」という、この精神を受け継ぎ、メリハリある重点化を図

るべきだ。この２番目ですが、結局はこの「メリハリある重点化を図る」という

ところが１番大切なところです。内容をいかに見直すか、以下はそれを実際にど

れだけ実行していくか、つまり看板だけではなくて、実際にそれをいかにやるか

というための工夫だというふうに理解できると思います。そのため予算づくりの

一つの工夫として、予算全体を「裁量的」な予算、「非裁量的」な予算に分ける。

「裁量的」な予算というのは、政策目的等によってある程度は自由に変えられる

もの、ここに例示してあります。「非裁量的」な予算というのは、制度を見直さ

ない限り変わらないといったものですが、こうした２つに分けてみて、非裁量的

な予算、制度的な予算と言ってもいいと思いますが、そうしたものについてはそ

れぞれ制度があるわけですから、それぞれの制度が今後の日本の経済社会で果た

すべき役割、あるいは、その必要性を根本から考え直して、それに伴って歳出を

見直す。裁量的な方についても重点化する。ここがマイナス５、プラス２といっ

た昨年やったシステムに一番合うところかと思いますが、これについても政策効

果等につき、根元から洗い直すということを言っております。歳出の重点化をい

かに図るか、また、その実効性をどのように評価するか、そのための一つの工夫

として、「府省」別Χ「重点分野」別、これが１つ。それから「府省」別Χ「判

断基準」別の２つの「マトリックス型予算」というのを考える。「マトリックス

予算」というのは一覧表と考えていただけばいいと思います。一覧表で見て、ど

れだけうまくいっているかということをいわば総覧していただく、そのことが必

要だろう。これも要は、中身を見直すということをどれだけ実効あらしめるかと

いうための工夫だとお考えいただければいいと思います。 

４ページ。さて、その重点分野判断の基準というようなものはどういうものか

ということで、ここでは４つの重点分野を挙げている。「成長フロンティアの拡

大」、これは科学技術・教育・ＩＴ。２番目に「魅力ある都市・個性と工夫に満

ちた地域社会」。「公平で安心の高齢化社会・少子化対策」。４番目に「循環型

経済社会の構築・地球環境問題への対応」。これが重点分野です。「判断基準」

の方では、１つは民に任せることはできないか。言いかえれば、規制改革や民営

化の方向に照らして適切であるか。２番目の基準は、地方に任せることはできな

いか、地方分権や地方行財政改革の方向に照らして適切であるか。３番目の基準、

最適な政策手段を選択していることの説明責任が果たされているか。４番目の基

準、省庁間の重複が排除され、かつ関係省庁間の効率的な協力関係が構築されて

いるか。こうしたような基準に照らして、予算を精査していただくということで
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す。 

以上が紙の説明であります。予算編成は、政府にとって基本的な政策を世の中

に説明する絶好の機会だと思います。これは責任でもあるわけですが、いかに構

造改革が実際に進んでいるか、看板だけではなくて実際に世の中をこういうふう

に変えようとしているということを世の中に説明する最大の舞台だと考えますの

で、総理、各大臣のリーダーシップの下に、ぜひとも立派な予算をつくっていた

だきたい。 

（竹中議員） ありがとうございます。今日の御議論を踏まえまして、次回、この部

分についての素案を提出したいと思っておりますので、どうぞ御議論を賜りたく

お願いいたします。 

（塩川議員） １つは、吉川先生、この「５兆円削減し、２兆円を重点７分野に」と

ありますね。これは去年の分の見直しをした上でやるということなんですね。 

（吉川議員） この数字は昨年の数字です。今年マイナス５と考えるということでは

ない。 

（塩川議員） 昨年のものは、それはそれにしておいて、今度はまた新しく５兆削減

で２兆的なものをつくっていくということなんですか。 

（吉川議員） その精神を生かすということ。 

（小泉議長） 額は同じじゃないですね。 

（吉川議員） 数字は違います。 

（塩川議員） 去年のは、それを見直すということはやらなくても、やっていくんで

すね。 

（吉川議員） 去年のを見直さないというのはどういう意味でしょうか。 

（塩川議員） その効果ですね。それを引き継いで今年もやっていくということにな

るのか。 

（吉川議員） 昨年つくった今年度予算の反省ということですね。評価ということで

すか。 

（塩川議員） ええ。 

（吉川議員） 失礼しました。その点についても、３ページの一番下に書いてありま

すが、実はその一覧表を通して、昨年つくった本年度予算についても適用し評価

をすべきだというふうに提案しております。「反省なくして改善なし」というこ

とでしょうか。そういう反省に基づいて、来年度予算はさらに今年度予算よりも

いいものをつくっていただきたいと。 

（塩川議員） そうすると、この前４分野どうのこうのとおっしゃっていましたね。

あれとの関係はどうなりますか。７分野というのは相当のことになるんですか。

去年の７分野相当が。 

（吉川議員） ですから、最終的にどういう分野が必要であるかということをさらに

煮詰めていただきたい。大きなところでは、言いかえれば、看板は私は正しいと

思います。問題はその中身だと思います。ここに掲げている看板は世の中でも広

く受け入れられているものではないでしょうか。 

13
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（塩川議員） それから、この重点分野が４ページのところにありますね。それから

判断基準、これは縦軸・横軸で考えたらよろしいんですか、どういうことですか。 

（吉川議員） そういうことです。縦軸・横軸です。 

（片山議員） 去年の７分野を全く白紙に返して新しい分野をつくるというのはいか

がでしょうか。やはり行政は継続性ということがあるものですから、去年、重点

分野、今年、非重点になるというのも、理由がなければいかがなものか。７分野

を基礎に修正し、補強するということではないでしょうか。 

（吉川議員） 私たちもそういう議論はいたしました。 

（片山議員） これは検証し、業績評価や政策評価をやった上で直すということの方

が、全く新しく看板を書き換えるというよりも、いいのではないか。各省は大変

な作業をやったわけですからね。 

（吉川議員） 個人的にはよく分かります。 

（本間議員） ４ページの（2)の①の「重点分野」、これは７分野を実はコンパクト

に４つにまとめたということでありまして、基本的には矛盾しない形になってお

ります。 

（片山議員） ４つになっている。 

（本間議員） 例えば「成長フロンティアの拡大」ということで、科学技術・教育・

ＩＴというような形になっておりますし、「魅力ある都市・個性と工夫に満ちた

地域社会」という形で、都市再生と地域の活性化の問題が結びつけられておりま

す。したがって、これをブレークダウンすれば、７分野にきちんと対応するとい

うことです。 

（片山議員） みんな入っちゃうね。 

（小泉議長） 予算をつけても、本当に効率的に使われているかというのは検証が必

要だからな。 

（塩川議員） それがなかなかできていないものだからね。 

（本間議員） このやり方なんですけれども、新規の予算編成に対して、こういうよ

うな形でマトリックス型の予算にすると同時に、今年度の予算について、それを

適用してみて、どうなっているかいうことを情報として我々は勉強すべきだろう

ということで提案しているということです。 

（片山議員） 判断基準の方をね。 

（本間議員） はい。 

（塩川議員） 吉川先生ね、裁量的予算と非裁量的予算というのは、例示してある考

え方はよくわかるんです。ところが、そういうふうにならないものが随分あるの

で、厳格にこれをやってしまうということは、考え方は導入していきますけれど

も、これに縛られてきたならとてもやりにくい。例えば、ＯＤＡなんかでも、他

でやっているものを認めろとやかましいんです。それらが出てくるし、そこらは

……。 

（吉川議員） 先ほども申し上げましたけれども、要は中身の本当にいい予算をつく

っていただくと、それに尽きるわけですから、そのための工夫、そのための道具
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ですから、作った道具で逆に縛られて結果が悪くなるというのでは本末転倒とい

うか……。 

（塩川議員） もちろん、我々もおおらかな気持ちでやらないと、こんなのはとても

できませんからね。それは思っていますけれども、そういうこともひとつ意識し

ておいてもらわないと、これできちんと分けられてしまったら、とてもじゃない

けれども、やりにくいからね。 

（竹中議員） 理念と運用の問題ということだと思います。速水総裁どうぞ。 

（速水議員） 中央銀行の立場で３つのことをお願いしたいと思います。１つ目は、

国債残高が高水準でありますから、中長期的な財政規律の確保は極めて重要だと

思います。２つ目は、同時に、自律的な経済成長をもたらすような適切な財政運

営をお願いしたいと思います。３つ目は、民間需要をうまく引き出すような支出

の内容にしていただきたい。これだけでございます。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） これは民間の議員の方々の御意見の中に含まれていることだと思って

いますけれども、歳出削減というのは、これは言わずもがな、絶対必要だと思い

ます。問題はどのようにメリハリをつけるかという形でありまして、歳出削減の

成果を重点化枠として、経済活性化に直結する予算に適切に再配分すれば、メリ

ハリのある予算編成は可能だと思います。重点化枠については、平成14年度予算

の反省として、結局、各省庁一律での要求と査定が行われたことがありまして、

より基準を厳格化かつ客観化することが必要だと思っています。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） こういうことをここの席で申し上げて失礼なんですが、今日の読売新

聞に税金の件で、税のことで首相が諮問会議にも基本方針を提示されるし、それ

から政府税調の方にも提言されると、そういうことが載っております。その中の

１つに、政府税調の方に、経済活性化に向けた増減税策として、法人事業税に外

形標準課税を導入して法人課税の実効税率を引き下げる、こういうことを指示さ

れると、そういうことが載っておるんですけれども、これは本当なんですか。 

（小泉議長） それは、これから外形標準課税の論議は避けられません。 

（奥田議員） そういうことですか。 

（小泉議長） ええ。 

（竹中議員） これは「改革と展望」等々にも既に議論されてきたことではあるわけ

です。 

（小泉議長） 日本商工会議所は今は反対ラッシュです。 

（奥田議員） 日本商工会議所はものすごい反対をして、大署名運動をやっておるん

です。 

（片山議員） 結局、赤字法人の問題ですよね、そこだけなのです。全体の税は増税

じゃなくて、税収中立ですから。会長なんかのところは、今、払っているよりは

安くなる。 

（奥田議員） 私どもなんか個人的にはいいですよ。だけど、中小企業全体として、
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特に……。 

（片山議員） 中小企業等、最低は年間４万8,000 円から５万円ぐらいにしたらいい。

その辺から入っていったらいい。いろいろ考えますから。 

（奥田議員） これを読んで、商工会議所は……。 

（片山議員） 会長、税制のところで終わった話を今ごろ……。歳出のところでだめ

です。税制の方で議論をしないと。 

（小泉議長） 発展する企業には、どんどん儲けてもらわなきゃしょうがない。儲け

てもらったら税収が入ってくる。そうすると、弱者を助けることができるんです。 

（竹中議員） 制度設計の問題はまた今後の議論にいたします。牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 法人課税の問題はもう話しません。この問題で、14年度予算では重点

７分野にどこの省でもみんな乗れると、絞り込まれていないということで、それ

は困るといった意見がありました。ここではもっと絞りやすいものということで

いろんな議論をして、とりあえず今４つ書いているんですけれども、これも詳細

には立ち入った文書ではないですね。そこら辺が難しくて、経済財政諮問会議は

基本だけ言えという御意見を強いものですが、これをもう少し次回までに立ち入

ったものをつくった方がいいのか、そんなことはこっちでやるとおっしゃるのか、

それはどっちでしょうか。 

（塩川議員） それは財政当局が原局の方と、それぞれ交渉でやるよりしょうがない

ですよ。こんなものはどんな人だって理屈はある。しかし、こういう方針だと、

基本的な方針だけ示してもらったら、その方がやりやすいですよ。ですから、さ

っきも言っていましたように、裁量的、非裁量的といったって、理屈はつけてき

ますもの、役人の理屈はうまいもの。なかなかそこらは……。諮問会議でこう決

まっているんだと、私たちは使わせてもらいますよ。使わせてもらうけれども、

それだけではなかなか決定しにくいということだけ承知してもらわないとね。 

（牛尾議員） 14年度は主に裁量的なものの中から、５兆円削って２兆円増やすとい

う案を出したわけです。 

（塩川議員） そういうこと。 

（牛尾議員） しかし、そのときでも、治安とか防衛とかＯＤＡというはなかなか取

り組みにくい。裁量的ではあるけれども、総理を中心に基本的に決めなければい

けない分野の経費なんです。アメリカでは、今年ＯＤＡを約10％増にしています

ので、ブッシュ政権は世界に対する態度を変えているわけです。裁量的なものは

４つの重点項目に分けて、もう少し細かく部分的には書きます。 

問題は、非裁量的な分野に関しては、これは毎回毎回先送りでなかなか結論が

出ない。年金問題は平成16年できちっと答えを出さないといけないし、ここに書

いてある地方交付税も１年間で大体報告が出ることになりました。医療はさらに

議論する必要があるし、国債費は国債をできるだけ減らすという、今、総裁がお

っしゃったように、財政規律をさらに高める必要がある。引き下げるのは、他に

もまだ３つぐらいあるんですけれども、それはそれぞれの大臣のイニシアチブで

今年の７月、８月に大いに議論してもらって、担当大臣から、非裁量的なものの
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意見を出してもらうところから我々の議論は始まるし、出さない場合は総理直轄

で、この間のお話では方針を決めたいと、そういうものを最終的に諮問会議でま

とめた方がいいだろうと考えています。 

（塩川議員） これは実にありがたいんです。これは私たちにうまく使わせてくれと。

それに縛られてしまったらできないということですね。 

（牛尾議員） 意見は一致しているわけですね。わかりました。 

（竹中議員） 昨年の一律査定の反省という言葉が平沼大臣からありましたけれども、

できるだけ網の目を細かくするために、裁量、非裁量、マトリックスとか、そう

いういろんな基準を今出しているということだと思います。本間議員どうぞ。 

（本間議員） いつも我々ここで民間議員として入っておりまして戸惑うのは、総論

的な部分、基本方針を出すと何をちんたらやっているんだとお叱りを受けて、具

体性がないということを指摘され、外では余りにも具体的に議論しすぎると批判

される。どっちなんだという常に悩みを持っておりまして、それで、もちろん所

掌がございますから、当然、具体的な案については各役所にやっていただくとい

うことになるんだと思いますが、基本的な考え方、理念、あるいは、ここで問題

提起した横断的総合調整的な部分のところについては、それがきちんと担保され

ているかどうかという問題は、これはまた別問題であります。我々が問題提起し

たものが、実際の政策、制度設計においてどういう形で活かされているかという

ことは、これは事前にも事後的にも意見を申し述べさせていただきたいと思いま

す。そのことがなければ、まさに言いっ放しでありまして、効果がない。我々が

いろいろ申し上げたことが片山大臣の御提案などのような形で表に出てきており

ます。そういう機能というものを十分尊重していただいて建設的に議論を行い、

縄張り意識的な話だけではなくて、ぜひ前向きに、この場を、総理の指導の下で

活用していただきたいと思っております。 

（竹中議員） 大変いい御指摘をありがとうございます。今日の御議論を踏まえまし

て、とりまとめの原案を皆さんと相談しながら次回提出できるようにいたしたい

と思います。 

ここで、吉川議員から特に御発言があるということでございますが。 

（吉川議員） 本日の議題とはちょっと別件なんですが、大変大切なことだと考えま

すので、特に発言させていただきたいと思います。 

不良債権問題と金融システムの安定の問題です。この問題については、金融庁

の特別検査によって確かに進捗が見られたわけです。諮問会議では４月16日に議

題にいたしました。その特別検査によって、確かに解決への一歩が踏み出された

んですが、４月16日の会議でも申し上げましたが、問題はまだ残っているという

ふうに私は認識しております。現在、日本経済というのは、御承知のとおり、景

気の方はようやく底入れして、先ほど竹中大臣からも御説明がありましたが、今

日ＱＥが出て、１－３月期ようやくプラス成長ということで、よかったわけです

けれども、こうしたタイミングというのは、やはり不良債権問題を最終的な解決

に向けて踏み出す絶好のチャンスだというふうに考えるべきだと思います。この
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問題は、柳沢大臣がかねてからおっしゃっているとおり、金融の問題と同時に経

済の実態面、産業再生の問題と絡んでいるわけです。それはそのとおりなので、

是非ともこうした絶好のタイミングをとらえて、再度、政府として金融庁、日本

銀行、あるいは産業面の関係各省も加わっていただいて、いわば政府としてオー

ルジャパンの組織というのを立ち上げて、この好機を捉えて、この問題の最終解

決へ向けて、再度政府として立ち上がっていただくべきなのではないか、こうい

うことです。議題とはちょっと別ですが、私は非常に大切な問題だと思っており

ます。 

（竹中議員） 平沼大臣、速水総裁。 

（平沼議員） 非常に重要な御指摘だと思っておりまして、経済産業省といたしまし

ても、企業の枠を越えた事業再編を進めまして、産業再生、産業構造改革を推進

しなければならないと思っていまして、産業活力再生特別措置法、これについて

抜本的な強化に向けて、今、強力に検討を進めているところです。しかし、この

法案につきましては、当然、税制だとか金融などの措置を伴うものでございまし

て、今オールジャパンとおっしゃいましたけれども、関係府省と連携をして実現

を急がなければならないと思います。 

（速水議員） 私も４月16日でしたか、吉川議員が御提言を出されたときに、我が国

の金融システムの中期的課題という問題提起をさせていただきました。そこで述

べたことなんですが、日本の金融システムというのは、なお多くの課題を抱えて

いるということ。中でも、その最大かつ喫緊の課題は、やはり不良債権問題の克

服であると思います。その後の景気の状況、あるいは今後の構造改革の進展を踏

まえますと、新規の不良債権がさらに発生し、それと同時に既存の不良債権もさ

らなる劣化が起こっていく可能性が高いというふうに思います。金融機関の方も、

これからはそれぞれの特性を活かして収益を増やすことによって、不良債権を処

理していこうと努力しているわけですけれども、このことは極めて重要であり、

実現していかないといけないと思います。来年の４月からペイオフの全面解禁が

ありますし、それを展望しますと、これらの課題に全力で取り組んで信認の早期

回復を図れるように、さらに努力をしていく必要があると思っております。 

以上です。 

（塩川議員） 金融政策も当然だし、私はこの際、金融機関政策、金融機関に対する

対策、金融システムの対策、これが抜けているような感じがしますね。 

（吉川議員） 今、日銀総裁もおっしゃいましたけれども、中期的なビジョン、日本

の金融機関の収益力が弱いんです。ですから、そういうことも含めて、産業再生

も含めて、とにかく、この問題はようやく風が、順風が吹いてきているわけです

から、この順風をとらえて政府としてオールジャパンの組織を立ち上げないと。 

（塩川議員） 何と言ったってオーバーバンキングなんです。これが最大の欠陥なん

です。そこにメスを入れないと。 

（竹中議員） ありがとうございました。この産業活性化のためにも、この金融の問

題、バランスシート問題は一丁目一番地だというのが「骨太の方針」以来の認識
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だと思いますので、順風が吹いてきた今をとらえてということで、この活性化の

とりまとめの中に、皆さんの御意見を反映させていただくなり、必要に応じて総

理の御指示をいただくなりということをさせていただきたいと思います。 

それでは最後に、このとりまとめに向けて、総理から御指示をいただくことに

なっておりますので、よろしくお願いいたします。 

（小泉議長） いろいろ御議論ありがとうございました。塩川財務大臣からはちょっ

と議論が過ぎるのではないかと言われるぐらい議論を重ねてまいりましたけれど

も、ようやく当初の予定どおり６月には大筋の方針を出したいという運びになり

ましたことは、皆様方の格別の御協力の賜物でありまして、厚く御礼を申し上げ

たいと思います。 

今月下旬に予定されている、いわゆる「骨太の方針－第２弾」のとりまとめに

当たりまして、この際、私の考えを明らかにしておきたいと思います。 

まず、税制改革については、包括的かつ抜本的な税制改革とする必要がある。

また、経済社会の活力を最重視し、企業活動の活発化に資する改革を行う。さら

に、すべての人が参画し、負担し合う公正な社会をつくるため「広く薄く」等の

理念の下で改革に取り組む。税制改革の財源については、「財源なくして減税な

し」。すなわち、原則として国債に依存しない。また、財政改革と歳出改革と一

体で行い、財政収支を中期的に改善していく。 

次に、地方行財政改革については、国庫補助負担事業の廃止・縮減について、

私が主導し、各大臣に責任を持って検討していただき、年内を目途に結論を出し

たいと思います。これを踏まえ、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む

税源配分のあり方を三位一体で検討し、それらの望ましい姿と、そこに至る具体

的な改革工程を含む改革案を今後１年以内を目途にとりまとめたいと思います。 

社会保障制度改革については、医療制度改革を継続するとともに、年金制度改

革をはじめとする改革に取り組む。このため、経済財政諮問会議としては、年金

制度改革の論点を明確にするとともに、６月以降も引き続き検討を行っていく。 

歳出全般に関しては、「負担に値する質の高い小さな政府」を実現するために、

歳出改革を加速する必要がある。一般歳出及び一般会計歳出全体について実質的

に14年度以下に抑制するとの目標の下、一層メリハリの効いた予算編成を行う。 

終わりに、我が国経済の再生を図るため、構造改革特区の創設をはじめとする

「経済活性化戦略」を策定し、これを迅速かつ強力に推進する体制を整備する必

要があると思います。 

詳しくは配布文書を御覧いただきたいと思いますが、以上が私の基本的考え方

であります。とりまとめに向けまして、さらに精力的な御議論をお願いしたいと

思います。ありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。大変重い御指示をいただいたと思っており

ます。今後のとりまとめに当たって、私自身当たってまいりたいと思いますけれ

ども、その過程で財務大臣、総務大臣、経済産業大臣をはじめ、関係閣僚の皆様

に適宜御相談をしてまいりたいと思います。 
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予定より早く、珍しくですけれども……。 

（小泉議長） これは議論ばかりし過ぎた成果が出ているんですよ。よかったと。 

（竹中議員） 最後に本間議員、何かありましたら。 

（本間議員） 総理から明確な御指示をいただきまして、画期的なことだと思います

が、今後の段取りについて御質問させていただきたいんですが、「骨太の方針」

と書かれておりますが、「骨太の方針」は閣議決定をしたということと、それか

ら工程表をつくったというのが昨年の特徴でございましたけれども、今年はどう

いう具合に段取りをされるんでしょうか。 

（小泉議長） それもしていかないとね。 

（本間議員） そうですか。 

（竹中議員） 今回の活性化については、工程表的な要素が現実に既に入っておりま

す。あと、それを一覧表にするかどうかという問題がありますが、そこはしっか

りと、実行できる責任はどこにあるかというところを明確にして、時期を明確に

するということだと思います。とりまとめについては、総理の御指示をいただき

ながら各方面と御相談をしたいと思っております。 

ありがとうございました。これをもちまして会議を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

（以 上） 
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