
平成 14 年第 16 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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．出席者 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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あった。 

○平成 14 年１－３月期のＱＥついて 

（竹中議員） 	 審議に入る前に、今朝公表になった平成 14 年１－３月期のＱＥについて

報告する。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 ％増で、４

四半期ぶりのプラス。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いる。1.4 ％のうち、外需が 0.

7 ％、内需が 0.7 ％と寄与度は半々となっている。こうした姿はこれまでの景気判断

に概ね沿ったもの。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
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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。 

○税制のあり方について 

（竹中議員） 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。まだとりまとめ途中だ

が、事務局から簡単に説明させる。 

（小平政策統括官） お手元の資料は、まだ調整中の案。 

１ページの最初、「はじめに」として、次のことが書いてある。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で、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。

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。 

次に、「税制改革の必要性」の「(1) 低迷する日本経済と税制改革」の最初のパラ

グラフには、日本の経済の現状が書いてある。次のパラグラフには、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ある。

その次に、地域の関係で、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こと、

２ページで、高齢化が進む中で、徹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

必要があること、そして、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

革が求められるとしている。(2)は税制の現状認識を述べている。 

「２．目指すべき経済社会と税制改革」では、「(1) 目指すべき経済社会の姿」が

ある。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り、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。

３ページの最初には、「税制の３原則」である「公平・中立・簡素」を「公正・活力・

簡素」と理解するという内容となっている。 

「(3) 税制改革の視点」では、視点を５つ挙げている。 

第１が日本経済の活力の回復を重視すること。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が、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が、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
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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が、地方行財政制度の改革と一体として進めるということ。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が、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。 

「３．税制改革の進め方」では、次のことが書いてある。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、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。そして、

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。 

「４．税制改革の検討項目」だが、これは今、関係方面と調整をしつつ作成中で、

ここに項目を５つ掲げてあるが、この項目のもとで内容を調整している。 

（塩川議員） 経済財政諮問会議においては、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。税の細かい具体的な問題に入ると、それぞれの機関で議

論していることとの折り合いが難しくなってしまう。あくまでも、この会議において

は、基本的な考え方、大局的な方向付けに終始してもらいたい。関係機関と未調整の

ままで具体論に入ることは、厳に慎んでいただきたい。 

それから、会議に関係している事務当局も、資料が散逸しないよう管理して欲しい。

よろしくお願いする。 

（平沼議員） 税制の基本改革に当たっては、資料として配られている総理からの指示や

「税制改革の基本方針（案）」にもあるとおり、経済社会の活力を重視することに力

点を置くべきだ。これまでも提言してきたが、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。それから、「広く、薄く」の観点からの改革は必要だと思っており、

当省としても、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。 

（奥田議員） 細かい話になるが、道路特定財源の件については、あちらこちらで見直し

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。これから本論に入って

いくと思うが、道路特定財源は受益と負担の関係が明確であるということで、暫定税

率分も含めて自動車ユーザーが負担している。もし、道路整備以外の目的に、道路特

定財源を転用するのであれば、一旦、本則の税率に戻すべきだ。その後で、もし財源

の問題が出てくるのであれば、環境改善に使うなどと言っているが、自動車ユーザー

だけに負担をかけるのは明確に公平さを欠くので、広く国民各層が負担する形の税に

すべきだ。 

（塩川議員） その件は、実は党、総理ともよく話しており、もちろん竹中大臣も入って

いるが、これは特定財源をつぶして、一般財源として何でも使っていくと、安易に言

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考え方は言っていない。
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あくまでも道路に関係のあるもっと多様な面に使いたいと思っており、全く道路から

離れてしまうことは考えていない。けれども、道路特定財源において、今までの慣習

では、高速道路と国幹審の道路整備に重点が置かれており、これでは偏り過ぎている

ので、もっと幅広く駅前整備計画とかにも使えるようにしたらどうか。党もそういう

方向に対しては是認しているし、生活道路などは全然遅れており、地方を整備する財

源にするという考え方を持っている。そういう意味の見直しだ。 

（片山議員） 道路特定財源は、国税が３兆 5,000～6,000 億円で、地方税が２兆 3,000 

億円。府県道の整備率が６割で、市町村道が５割、国道は９割。依存率もまだ低く、

地方は整備も遅れており、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、地方へ相当、補助金や臨時交付金としてきているということ。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 億円ぐらいだ。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るということだ。た

だ今年、3,000 億円程度、国道のオーバーフロー分を調整した。道路財源は、地方財

源の問題でもあるということの認識をして欲しい。暫定税率を倍取っているのだから、

一般財源化にユーザーが騒ぐのは当たり前の話だ。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だ。 

（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と考えている。今回の総理の指示が、どう実現に結びついてい

くかが一番重要だ。今回の税制改革は、恐らく「小泉税制改革」という形で歴史的に

記憶されるのだから、この「志高い税制改革」をどういう具合にこれから実現するか

が重要だ。その点で、まず第一に、包括性をどう担保するかだ。つまり、局所的な議

論だけではなく、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、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、相当イメージを固めておく必要がある。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、主税局、政

府税調が作る具体案が、この指示にきちんと沿ったものであるかを検証し、フォロー

アップしていくという手続きをぜひやっていただきたい。 

２番目に今回の税制改革の歴史的位置づけを考えると、税制改革の国際的潮流の中

では、政府の非効率性が問題視されて、納税に値する政府か否かが 90 年代、各国と

も問われ続けた。我が国も例外ではない。とりわけ、90 年代、景気対策の名のもとに、

いかに歳出の規律が緩み、非効率性が助長されたかが問題の出発点だった。その意味

で、歳出の改革と税制改革を一体として小泉構造改革を実現することが重要。狭い意

味ではなく、「財政中立的」な形で税制改革を実現し、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すべきだ。 

３番目は、長年懸案だった国と地方の関係に対して、今回の税制改革が一歩を踏み

出した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重要だ。片

山大臣から提案が出たが、諮問会議、あるいは今回の税制改革の議論の場がなければ、

こういうことも恐らくできなかった。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、さらに地方財源移譲の３点を一体として税制改革を進めてい

くことに、これから諮問会議も一つの機関として努力すべきだ。 

（吉川議員） 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。それは正しいと思うが、とりわけ重要なのは、法人課税の問題だ。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ことが重要で、これを抜本的に見

直すということであれば、外形標準課税によって実効税率を下げるとか、そうした局

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。 
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もう一つは、歳出の削減と税は一体として考える必要があるということ。歳出の無

駄を削り、その一部を税の方に回すのは、要するに政府が使っていた分を代わりに民

間に使ってもらうということであり、こうした発想も歳出削減と税の改革を進める中

で持っていただきたい。 

（牛尾議員） 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、10

年分ぐらい大きく進んだと思う。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、税制改革を、初めて３つ絡めてやることは非常に意味深い。 

第２番目は、法人税の問題は今、吉川議員や本間議員の言うとおりだが、１－３月

期は大変に明るい経済の指標が出たが、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。いろいろな企業があるが、日本を支えて

いく先端を走る企業は依然として強い力を持っているから、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

要だ。世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

という事は重要であるが、それに関しては、連動して考えているので、日本経済の国

際的視野に立った競争力をどうするという事は、今、平沼大臣が言ったとおりだ。そ

ういう高い見地から大胆にやる必要がある。だから、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

いる。そのためには、吉川議員の言ったように歳出をできるだけ削減する、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ように努力しないといけない。

後の方の議題で議論されるが、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るが、日本の国債の格付けの評価に

対しては、我々が小さな政府をつくり、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だ。そういう点からこの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言いたい。

（平沼議員） 外形標準課税については、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必要がある。その際、外形標準課税導入により、

法人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、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が必要だ。また、雇用や競争力に与える影

響、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。 

（塩川議員） 皆さんの言うことに異存はないが、歳出削減と税制の改正は非常に密接に

関わる。歳出削減をしないと、どんな税制改正をしても国民は納得しない。幸い、今、

与・野党内で景気のための追加的財政支出の要望は少なくなってきている。これは大

きな変化だ。 

（小泉議長） 様変わりだな。 

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

方との関係は三位一体で考えなければいけない。どれかに偏ってしまったらできない

と思う。 

（片山議員） ちょっと気になるのだが、今度のキーワードは「活力」。政府税調は「中

立」。こちらは、「中立」にかえて「活力」ということにするのか。 

（竹中議員） 原則は変えないが、そう理解するということ。 

（片山議員） ただ、中身、考え方はほとんど同じ。活力を出すためにフラットにすると

いうことだ。差をつけないということなので、「二本立て」と言われてもいいという
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ことか。それともう一つは資料の４、検討項目作成中というところだが、ここは総論

的・基本的なことは書いていただかなければいけないが、幾らか具体性もないといけ

ない。書き方は大変難しいと思う。お経みたいなことを書くのなら今までと同じ。あ

る程度、税制改正のイメージが浮かぶような、具体的なことを書き込む必要がある。

外形標準課税については長年の懸案。実効税率を下げるだけではない。これがある

意味では公平で安定的である。早く実行しなければいけないので、いろいろ知恵を出

し、専門家の知恵も借りながら、うまい仕組みをつくっていく。 

（塩川議員） ４、（４）は税制だけの問題、予算だけの問題ではなく、自治体の行政能

力全体の問題とも関係するので、それと並行して考えていかなければいけない。 

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

となのか。 

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

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ね。 

皆様の指摘を踏まえ、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。重要なのは、基本と理念を重視すること。その中身は国

際性を重視した活力、「広く薄く」によって、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、これらがメインではないかと思う。ぜひ皆様の意見を反映

させ、各方面と相談をしていきたい。 

○平成 15 年度財政運営について 

（塩川議員） 平成 15 年度の財政運営については、財政制度審議会から建議をいただい

た。それを受けて、大体建議に基づいて 15 年度財政運営をしたいと思っている。 

まず、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。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。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などだ。これら歳出各分野の

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、絞り込まれてい

る「重点７分野」への施策の重点化を考えていきたい。 

次に、15 年度の財政運営については、国債発行は、14 年度の国債発行 30 兆円の基

本的な精神を堅持していかなければいけないと思うし、財政規律重視の基調を受け継

いで、30 兆円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い

る。同時に本年１月に閣議決定された「改革と展望」に示された政府の大きさ、つま

り支出規模のＧＤＰ比は現在の水準を上回らないという方針を踏まえ、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

いる。計数については、主計局長から説明させていただく。 

（林財務省主計局長） 塩川大臣提出資料の１ページに、15 年度の財政事情を書いてい

る。歳出・歳入を機械的に伸ばした後年度影響試算をもとに説明する。 

歳入面では、税収見込みは 46.4 兆円。ただ、13 年度の税収は補正後の予算をかな

り下回る可能性が大きい。したがって、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下方修正が不可避だと思う。税外収入は 3.5 兆円。国鉄改

革に伴う郵貯特会の特別繰入措置、10 年度から 14 年度の５年間で１兆円を郵貯から

いただいていたが、これが来年度落ちる。こうした特殊要因もあり、3.5 兆円と見込

まれている。 
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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している。た

だ、交付税は 2.2 兆円増えているが、交付税特会の借入解消のためのプラス１兆円程

度を含んでいる。それから一般歳出は、社会保障の当然増がプラスの 0.9 兆円、そ

の他 0.6 兆円と試算している。 

歳入・歳出ギャップを国債で埋めると 35.6 兆円になる。先ほど申し上げた税収の

土台減の影響、あるいは税制改正の影響などが加わってくる。これらを考えあわせる

と、歳出削減は努力していくが、国債発行 30 兆円を続けることはかなり難しい状況

だと思う。 

こういう状況を踏まえ、15 年度の財政運営の考え方だが、15 年度の課題としては、

社会保障あるいは公共事業、地方財政等の課題があるが、経済財政諮問会議において

今後明確化され絞り込まれる「重点７分野」への施策の重点化が必要だと思う。 

具体的な財政運営目標については、中長期の財政運営を踏まえ、歳出面の改革を引

き続き推進していく。(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)にあるように、「改革と展望」の考え方に基づき、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。なお、

ここで「実質的」と書いているが、これは、例えば、国債残高の増加に伴う国債費の

増、あるいは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考えたらどう

かということ。 

（塩川議員） これは、何の努力もせずに、14 年度をそのまま伸ばしたらこうなるとい

うこと。だから、ここから努力しなければいけないということ。 

（牛尾議員） 努力のしがいがあるというわけか。 

（竹中議員） では、重点分野等々の見直しも含めて議論をということなので、有識者議

員から説明をお願いする。 

（吉川議員）  それでは、「平成 15 年度の予算編成について」という資料に基づき説明す

る。「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」については、前回説明したペーパーと変わりないので、「４. 15 年度につ

いて」を説明する。 

１、２、３で述べ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」という精神を受け継

ぎ、メリハリある重点化を図るべき。この２番目は結局、「メリハリある重点化を図

る」という部分が大切。内容をいかに見直すかということで、以下はそれを実際にど

れだけ実行するか、つまり看板だけではなく、実際にそれをいかにやるかの工夫のよ

うなものだ。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。「非裁量的」な予算とは、制度を見直さない限り変わらな

いもの。この２つに分けて、非裁量的な予算についてはそれぞれ制度があるので、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。それから裁量的なものについても、重

点化、政策効果等につき、根元から洗い直す。また、いかに歳出の重点化を図るか、

また、その実効性をどのように評価するかといったことのための工夫として、「府省」

別Χ「重点分野」別、「府省」別Χ「判断基準」別２つの「マトリックス型予算」を
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考える。「マトリックス予算」は一覧表。一覧表で見て、どれだけうまくいっている

かを総覧する必要がある。要は、中身の見直しをどれだけ実効あらしめるかのための

工夫だとお考えいただければいい。 

４ページ（２）の「重点分野と判断基準」について。ここでは以下の４つの重点分

野を書いている。「成長フロンティアの拡大」、これは科学技術・教育・ＩＴ。「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」、

「循環型経済社会の構築・地球環境問題への対応」。「判断基準」の方では、１番目の

基準は、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か。３番目の基準は、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番目の基準は、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。こうした基準に照らし

て予算を精査するということ。 

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。これは責

任でもあるが、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

だと考える。総理や各大臣のリーダーシップの下に、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。今日の議論を踏まえて、次回、この部分について

の素案を提出したいと思う。では、議論願います。 

（塩川議員） 資料に「５兆円削減し、２兆円を重点７分野に」とあるが、昨年の見直し

をした上でやるということか。 

（吉川議員） 数字は昨年の数字。今年もマイナス５と考えているわけではない。 

（塩川議員） 昨年のものはそれにしておいて、また新たに５兆円削減し、２兆円を配分

するようなものをつくるということか。 

（吉川議員） その精神を生かすということ。 

（小泉議長） 額は同じではないね。 

（吉川議員） 数字は違う。 

（塩川議員） 去年のものを見直さず、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） 今年度予算の反省、評価については、３ページの一番下に、15 年度予算

のためにつくる一覧表（マトリックス）を昨年つくった本年度予算についても適用し

評価をすべきだと提案している。「反省なくして改善なし」ということ。そういう反

省に基づき、来年度予算はさらにいいものをつくっていただきたい。 

（塩川議員） そうなると、先日説明された４分野との関係はどうなるのか。去年の７分

野はどうなるのか。 

（吉川議員） 最終的に必要分野はこれからさらに詰めていきたい。大きなところで言え

ば、看板は正しいと思う。問題はその中身だ。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のではないか。 

（塩川議員） ４ページにある重点分野、判断基準。これは縦軸・横軸で考えたらよいと

いうことか。 

（吉川議員） そういうこと。 

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

行政は継続性というのもある。去年の重点分野が、今年の非重点になるには理由が必

要。去年の７分野を基礎に修正するということではないか。 
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（吉川議員） 私たちもそういう議論はしている。 

（片山議員） 全く新しい看板に書き換えるより、昨年の重点分野の業績評価、政策評価

を行った上で直すということが大切ではないか。 

（吉川議員） そう思う。 

（本間議員） ４ページの（2）の①の「重点分野」は７分野をコンパクトに４つにまと

めたもの。基本的には矛盾しない。例えば、「成長フロンティアの拡大」では科学技

術・教育・ＩＴに対応し、「魅力ある都市・個性と工夫に満ちた地域社会」は、都市

再生と地域の活性化問題が結びつけられている。これをブレークダウンすれば、７分

野にきちんと対応している。 

（片山議員） みんな入ってしまう。 

（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検証は必要だ。 

（塩川議員） それがなかなかできていない。 

（本間議員） このやり方だが、新規の予算編成に対して、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も、それを適用して、どうなっているかということ

を情報として勉強すべきだと提案している。 

（片山議員） 判断基準の方をということだな。 

（本間議員） その通り。 

（塩川議員） 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

が、そういうふうにならないものが随分ある。考え方は導入していくが、厳格にこれ

をやってしまうと、これに縛られてやりにくい。 

（吉川議員） 要は中身の本当にいい予算をつくっていくということ。それに尽きる。そ

のための工夫、道具であり、作った道具で逆に縛られて結果が悪くなるのは本末転倒

だ。 

（塩川議員） もちろんだが、そういうことも意識しておいてもらいたいということ。こ

れで、きちんと分けられてしまったら、とてもやりにくい。 

（竹中議員） 理念と運用の問題だ。速水議員。 

（速水議員） 中央銀行の立場で３つのことをお願いしたい。１つ目は、国債残高が高水

準であることから、中長期的な財政規律の確保は極めて重要だということ。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。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。 

（平沼議員） それは民間議員の意見の中に含まれていると思う。歳出削減というのは絶

対必要だ。問題はどのようにメリハリをつけるか。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。

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

査定が行われたということもあり、より基準を厳格化かつ客観化することが必要だ。

（奥田議員） 本日、税に関して総理から政府税調に、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、法人課税の実効税率を引き下げると指示す

るという話があるが、本当か。 

（小泉議長） これから外形標準課税の論議は避けられない。 

（竹中議員） これは「改革と展望」等でも既に議論されてきたこと。 

（片山議員） 結局、赤字法人の問題。全体の税は増税ではなく税収中立だ。 

（奥田議員） しかし、中小企業全体としてはどうか。 

（片山議員） 中小企業等については、最低は年間４万 8,000 円から５万円ぐらいにした

ら良い。いろいろ考える。 

（小泉議長） 発展する企業には、どんどん儲けてもらわねば仕方がない。儲けてもらっ
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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。 

（竹中議員） 制度設計の問題は今後の議論としたい。牛尾議員。 

（牛尾議員） 14 年度予算では、重点７分野はどこの省でもみんな乗れてしまい、絞り

込まれていかなくて困るといった意見があった。ここでは、もっと絞りやすいものと

いうことで４つ書いている。経済財政諮問会議は基本だけ言えという意見が強いが、

もう少し立ち入ったものをつくった方がいいということか。 

（塩川議員） それは財政当局が原局とそれぞれ交渉で決めるしかない。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。我々は、諮問会議で

こう決まっていると使わせてもらう。使わせてもらうが、それだけではなかなか決定

しにくいということだけは、承知いただきたい。 

（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。それでも、治安とか防衛とかＯＤＡなどは難しい。これらは、裁量的で

あるが、総理を中心に決めないといけない分野の経費だ。アメリカでは今年のＯＤＡ

を約 10％増にしている。ブッシュ政権は世界に対する態度を変えている。いずれに

しても、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く。

問題は、非裁量的な分野。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 年には答えを出さないといけないし、地方交付税も１年間で大体報告が

出ることになった。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

減らすというように、財政規律をさらに高める必要がある。これら等について、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、これら担当大臣の意

見を踏まえて我々の議論を始める。出てこない場合は総理直轄で方針を決め、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る。 

（塩川議員） ありがたいので、これを私たちにうまく使わせてもらいたいが、それに縛

られてしまったらできないということ。 

（竹中議員） 昨年の反省を踏まえ、できるだけ網の目を細かくするために、裁量、非裁

量、マトリックスなど、いろいろな基準を出しているということ。 

（本間議員） 民間議員として戸惑うのは、総論的な部分、基本方針を出すと具体性がな

いと指摘され、一方では具体的な議論をしすぎると批判される。当然、具体的な案に

ついては各役所にやっていただくことになると思うが、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がきちんと担保されているかどう

かという問題については、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

るかについて、事前にも事後にも意見を申し述べさせていただきたい。それがないと、

まさに言い放しで効果がない。我々が申し上げたことが片山大臣の提案などの形で表

に出てきた。そういう機能を十分尊重していただいて建設的な議論を行い、ぜひ前向

きに、この場を、総理の指導の下、活用していただきたい。 

（竹中議員） 本日の御議論を踏まえ、とりまとめの原案を皆さんと相談しながら次回提

出できるようにしたい。 

吉川議員から特に発言があるとのことなので、どうぞ。 

（吉川議員） 本日の議題とは別件だが、大切と思うので、不良債権問題と金融システム

の安定の問題について特に発言させていただきたい。 

この問題は、金融庁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。しか

し４月 16 日の諮問会議でも申し上げたように、問題はまだ残っていると認識してい

る。日本経済、景気の方はようやく底入れして、本日公表された１－３月期のＱＥで

もようやくプラス成長となった。こうしたタイミングは、不良債権問題の最終的な解

決に向けて踏み出す絶好のチャンスだと考えるべきだ。この問題は、柳沢大臣がかね
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てから言っているとおり、金融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。是非ともこうした絶好のタイミングをとらえ、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えて、いわば政府としてオールジャパンの組織

を立ち上げて、問題の最終解決へ向けて立ち上がっていただくべきなのではないかと

考えている。 

（平沼議員） 非常に重要な指摘だと思う。経済産業省としても、企業の枠を超えた事業

再編を進め、産業再生、産業構造改革を推進しなければならない。現在、産業活力再

生特別措置法の抜本的な強化に向け、検討を進めているところだが、この法案は、当

然、税制とか金融などの措置を伴うものだ。今オールジャパンと言われたが、関係府

省と連携をして実現を急がなければならない。 

（速水議員） 私も４月 16 日の会議で、我が国の金融システムの中期的課題という問題

提起をした。その際に、日本の金融システムは、なお多くの課題を抱えていると述べ

た。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だ。その後の景

気状況、あるいは今後の構造改革の進展を踏まえると、新規の不良債権がさらに発生

し、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。金融機関の

方も、それぞれの特性を活かして収益を増やすことにより、不良債権を処理していこ

うと努力しているが、これは極めて重要であり、実現しなければいけない。来年の４

月からのペイオフの全面解禁を展望すると、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。 

（塩川議員） 金融政策はもちろん、私は、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する。 

（吉川議員） 速水総裁も言われたが、中期的なビジョン、金融機関の収益力が弱い。そ

ういうことや、産業再生も含めて、ようやく吹きはじめた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ることが必要だ。 

（塩川議員） オーバーバンキングが大きな問題だと思う。 

（竹中議員） 産業活性化のためにも、この金融問題、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」以来の認識だ。順風が吹いてきた今をとらえて、この

活性化のとりまとめの中に、皆さんの意見を反映させるなり、必要に応じて総理の指

示をいただくといったことをさせていただきたい。 

ここでとりまとめに向け、総理から指示をお願いします。 

（小泉議長） ようやく、予定通り方針を出す運びになったことは、皆様の協力のおかげ

であり、御礼申し上げる。 

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、私の考えを明らかにしておきたい。 

   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。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。 
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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。

以上が私の基本的考え方だ。とりまとめに向け、さらに精力的な議論をお願いした

い。 

（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う。今後のと

りまとめには、私自身当たってまいりたいと思うが、その過程で財務大臣、総務大臣、

経済産業大臣をはじめ、関係閣僚に適宜相談をしてまいりたい。最後に本間議員どう

ぞ。 

（本間議員） 総理から明確な指示をいただきまして、画期的なことだと思う。今後の段

取りについて質問させていただきたい。「骨太の方針－第２弾」と書かれてあるが、

昨年は「骨太の方針」を閣議決定し、それから工程表をつくったが、今年はどのよう

に段取りをするのか。 

（小泉議長） それもしていかないと。 

（竹中議員） 今回の活性化については、工程表的な要素が既に入っている。後はこれを

一覧表にするかどうかという問題があるが、そこはしっかりと実行できる責任の所在

と時期を明確にするということだと思う。とりまとめについては、総理の指示をいた

だきながら各方面と相談をしたい。 

ありがとうございました。 

                                   （以 上）
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