
平成 14 年第 17 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 17  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年６月 13 日(木) 19:00～19:20 

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)	 「基本方針―第２弾」について

3．閉会 

（配布資料） 

○経済財政運営と構造改革の基本方針（仮称）（案） 

○経済財政の姿と 15 年度経済財政運営の基本的考え方 

○「動け！日本」緊急産学官プロジェクト緊急報告 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年17回目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、ありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） 	 それでは、今日の議事でございますけれども、前回の会議において総

理から御指示をいただきました「基本方針－第２弾」についてとりまとめ案を提

示しておりますので、これについて御審議をいただきます。今日は、時間が押せ
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押せになりまして、皆さんお疲れだと思いますので、できるだけ簡潔に会議が終

了できるように御協力をお願い申し上げます。 

○「基本方針―第２弾」について

（竹中議員） それではお手元の基本方針案でございますけれども、総理の御指示に

基づき、かつ皆様の御意見を踏まえてとりまとめた素案は、まだ調整中でござい

ますけれども、事務局より説明をさせます。 

（小平内閣府政策統括官） それではお手元の「経済財政運営と構造改革の基本方針

（仮称）（案）」という資料に基づきまして、簡単に御説明をさせていただきま

す。 

お開きいただきますと、最初に目次がございます。この目次は２ページにわた

っておりますけれども、目次につきましては、以前お諮りしたものから基本的に

は変わっておりません。 

次に、本文１ページでございますけれども、まず第１部がございます。「構造

改革の推進と我が国経済社会の活性化」ということでございまして、これにつき

ましては、３ページまで書いてございますけれども、基本的な内容は、これまで

の構造改革の進捗の状況、それから２ページにございます「経済の現状と課題」、

特に２.の最後のところに書いてございますように、「この１年の成果の上に立ち、

改革第２段階では、経済と財政の改善傾向を確実なものとするため、更なる諸課

題に取り組んでいかなければならない」というふうにしてございます。３.が「経

済社会の活性化に向けて」ということでございまして、以下の内容の簡単な要約

になっております。 

次にまいりまして、４ページから第２部の「経済活性化戦略」が書いてござい

ます。これにつきましては、この諮問会議におきまして御議論をいただきました

内容に沿ってまとめてございます。若干各省等との調整で変わったところがござ

いますけれども、第15回会議で示した（案）と基本的な内容は同じでございます。 

それから、次に進ませていただきまして、駆け足で恐縮でございますけれども、

22ページをお開けいただきたいと思います。22ページからは第３部といたしまし

て、「税制改革の基本方針」ということになっております。１.の「税制改革の必

要性」、それから23ページにまいりまして「目指すべき経済社会と税制改革」、

23ページの下にございます「税制改革の視点」、それから次のページ、24ページ

の「税制改革の進め方」につきましては、前回の諮問会議で御検討をいただきま

したものと基本的には同じでございます。一部語句の修正、番号等を振ったとこ

ろがございますけれども、内容は同じでございます。次に、25ページでございま

すけれども、「税制改革及びそれに関連する検討項目」ということでございまし

て、前回の諮問会議では、ここにございます(１）から(５) までの項目のみお示

しをしていたわけでございますけれども、内容を25ページのようにいたしており

ます。簡単に申し上げます。 

まず、「(１）持続的な経済成長を実現するために」ということで、「広く薄く

 2




平成 14 年第 17 回 議事録 

簡素に」の観点から所得税・住民税・法人に対する課税の負担構造を検討する。

法人に対する課税については、その実効税率の引下げと課税ベースの拡大を検討

する。その一環として、法人事業税の外形標準課税について、「改革と展望」に

示した考え方に沿って検討する。研究開発投資やＩＴ投資を税制でも促進できる

よう検討する。金融資産課税の見直しと有効利用を促す土地税制を検討する。 

（２）が「多様なライフスタイルのために」ということでございまして、就労

などの選択に歪みを与えないよう、配偶者に関する控除等に関し検討する。相続

と生前贈与の選択を歪めない税制を検討する。寄附等に対する課税の見直しを検

討する、ということでございます。 

（３）が「長期にわたる安心の確保のために」ということで、急速な人口高齢

化等に対応するため、安定的な歳入構造をつくる。公的年金をはじめとする社会

保障制度を抜本的に見直し、世代間の公平を重視して長期に持続可能なものとす

るとともに、年金課税の見直しを検討する。道路等の特定財源については長期計

画や今次税制改革と一体的にそのあり方を見直す。地球環境に配慮した税制を検

討する。 

「（４）地方の自立と活力のために」。これは、これから御説明申し上げます

第４部の「３. 国と地方」に述べる考え方に沿って検討を進めるということにし

てございます。 

「（５）負担に対する国民の理解のために」ということですが、ＩＴ化に対応

した申告・徴収を進める。サラリーマンの申告納税の拡大・納税者ＩＤ制度等の

検討によって、より信頼できる徴税と納税の環境を整える。消費者の理解を得る

ために、消費税の免税点制度の見直し等を検討する。 

以上でございます。 

（坂内閣府政策統括官） 続きまして、26ページ、第４部でございますが、ここの部

分は、歳出のうち主要分野、特に、構造改革的なものにつきまして記述したとこ

ろでございます。 

最初が「社会資本整備のあり方」でございますが、これは基本的には、先般、

民間４議員のお名前で出たもの等がほぼそのままということでございます。 

それから、「社会保障制度」でございますが、これは27ページの一番下の方で

ございますけれども、ここから始まっておりますが、最初にまず、改革の現状を

ごく簡単に言っておりまして、それから（２）というところで、国民負担率のこ

とを言っております。すなわち、今のままの制度でやってまいりますと、社会保

障に係る負担の国民所得比が大きく上昇するとともに、国民負担率も高くなって

しまう。このため、この改革に積極的に取り組んで、国民負担率の上昇を極力抑

制していく必要があるという課題を言っておるわけでございます。（３）でござ

いますが、これは最初に少子化対策の話が書いてありまして、この前、総理から

も御指示があったところがあると思いますが、そういったことが書いてあります。

それから２番目が「年金制度の改革」でございまして、これは先般、民間議員ペ

ーパー、あるいは厚生労働大臣が仰っていた、ここで御議論になったようなこと
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をやや要約して書いてあるわけでございます。広く議論をオープンにしなくては

いけないというのが基本的な発想かと思います。それから29ページでございます

が、「医療制度」。これも現在の体制、あるいは今後とも医療体制について改革

をしていくんだということが書いてあるわけでございます。それから、「介護保

険」でございます。（４）でございますが、これは「健康寿命の増進と社会保障

制度の改革」。単に寿命が長いというだけではなくて、社会の支え手として元気

に働き生活を享受する。つまり、健康寿命の増進が図られるものでなければなら

んと、こういう観点から考えていかなくてはいかんのだということが書いてあり

ます。 

それから次に、「国と地方」でございますが、これは先般、総理が御指示にな

りましたのを、ほぼそのままでございます。30ページの（３）の３行目以下が若

干付け加えてございます。合併以外に、団体の規模等に応じた事務や責任の配分、

これは昨年の「骨太」に書いてあったことでございますが、それから、その下の

バランスシートとか、そういう行政改革関連の話が書いてございます。 

それから、「４.その他」のところ。(１) に「食料産業の改革」とありますが、

これも先般、武部大臣が御議論になったこと、あるいは民間議員のペーパーで出

ていたこと等をやや要約して書いてございます。それから、31ページ「ウ」とい

うところがございまして、「構造改革を推進する上で特に重視すべき事項」。こ

こに幾つかのことが書いてございますが、政策の選択と集中化でございますとか、

構造改革に向けた時間軸を明確にしておかなきゃいかんと。例えば「食料産業」

の話なんかが書いてございます。次ページ、32ページでございますが、「特定財

源」のこと。(３) が「公的部門の効率化」。無駄を排除しなくちゃいかん。その

(３) の中で、やや具体的にアウトソーシングのこと、あるいはＰＦＩ、それから

調達の改善、電子政府の推進、あるいは新しい手法といったことについて簡潔に

書いてあるわけでございます。 

33ページ、第５部でございますが、ここは15年度の話でございます。 

（小平内閣府政策統括官） お手元にこの資料と別に２枚紙の資料をお配りしてござ

います。２枚目に図がついております資料でございます。これは、33ページから

36ページまで書いてございますことの要約でございます。これに沿いまして簡単

に申し上げます。 

まず１.が「経済財政運営の基本的考え方」でございますが、(１) の最初の○

は、本年１月の「改革と展望」に掲げました内容を４点挙げているわけでござい

ます。その次の○は、予想を上回る少子化・高齢化の進展により、現行制度を維

持する場合、国民負担率は従来の予想以上に上昇するという試算もあって、歳出

改革を加速することが必要であるということでございます。「(２)中期的な経済

財政の姿」でございますけれども、集中調整期間の成長率はゼロ近傍。2004年度

以降は、実質1.5 ％程度あるいはそれ以上、名目2.5 ％程度あるいはそれ以上の

成長が見込まれるということでございまして、「改革と展望」で示した中期的な

歳出改革を加速するとともに、「経済活性化戦略」、包括的かつ抜本的な「税制
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改革」をその他の構造改革と併せて推進することにより「改革と展望」で示した

程度の経済成長は可能ということでございます。 

２.が「平成14年度及び15年度のわが国経済」ということでございます。(１) が

「当面の景気動向と平成14年度及び15年度経済」でございます。我が国経済は循

環面では底入れをしている。しかし、企業の設備投資が低調、雇用・所得環境が

引き続き厳しい。金融機関の不良債権問題、企業の過剰債務問題が続く中でデフ

レ傾向にある。14年度後半には、企業収益が回復し設備投資が増加に向かうと期

待されるものの、足取りは緩やかで14年度の経済成長（実質）はほぼ横ばいにと

どまるものと見込まれる。15年度につきましては、世界経済が好調に推移し、設

備投資も緩やかな増勢に向かうことが期待されるということで、全般的には回復

過程にあると期待されるわけでございますけれども、不安定な要素、脆弱な側面

もあるということでございます。構造改革の実行、デフレ対応策などによる金融

システムへの不安感の払拭が遅れれば、企業の設備投資の回復はもとより雇用・

所得環境の改善は緩やかなものにとどまるということで、今後の課題は構造改革

の着実な実施を通じて、循環面で底入れしている状況を構造改革面から強力に補

強し、中期的に持続的な経済成長につなげることであるということでございます。

(２) には「不良債権処理等金融面」、それから「構造面」ということでまとめて

ございます。 

次のページが、今申し上げましたことをイメージということで図にしたもので

ございます。今申し上げましたように、平成14年度は経済成長はほぼ横ばい。15

年度は持続的成長へ向けて緩やかな回復過程に入るということが期待されるわけ

でございますけれども、他方で脆弱な側面もあるというような状況でございます。

以上でございます。 

（坂内閣府政策統括官） 36ページに行っていただきまして、「３．平成15年度財政

運営のあり方」。 

今、小平統括官から御説明いたしましたような経済を前提にして書いてござい

ます。ごく簡単に申し上げますと、例えば、②の上に「第３の課題として、」と

書いてございますが、総理主導による意思決定システムを強化するということ。

「根元」から変革していくんだというようなこと。 

それから、歳出改革を加速するんだというようなこと。37ページの最初のとこ

ろ、「(２) 歳出改革の加速」と書いてございます。それの中に、先般、総理から

御指示のございましたように、一般歳出及び一般会計歳出全体について実質的に

平成14年度の水準以下に抑制することを目標とするというようなことも書いてあ

るわけでございます。 

それから、(３) でございますが、「重点的に推進すべき分野・効率化の考え方」

ということでございます。昨年は７分野ということでございましたが、今年は経

済活性化戦略との関係を強調するということで４つになっておりまして、「成長

フロンティアの拡大－科学技術・教育・ＩＴ」というふうに、実は、去年はこれ

で３つだったのでございますが、成長フロンティアの拡大というふうに統合して
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あるということでございます。それから、（科学技術）というところに・がござ

いまして、科学技術の中でも効率化、あるいは重点化するというときには、こう

いうことを考えてするんだという注がついているということでございます。 

それから、次のページへ飛んでいただきまして、38ページの下の方、「(４) そ

の他の歳出分野」というところでございますが、ここは、①から次のページの⑧

までそれぞれの分野につきまして考え方が書いてございます。こちらは、どちら

かというと抑制する方の話が書いてありまして、さっきの(３) の方は重点分野の

方が書いてあるという対照になっているわけでございます。 

(５) 予算プロセスのところ、これも民間議員ペーパーにあったわけでございま

すが、トップダウンの意思決定とボトムアップの選択、その双方がくっついて合

理的なんだと、こういうことでございます。それから②のところでございますが、

縦横双方向から検討する手法。マトリックス型ということを用いるべきであると

いうようなことでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは、御自由に御討議をいただきたいと思います。よろしいでし

ょうか、もし御意見がございましたら。特によろしいですか。 

（本間議員） 税の問題ですけれども、総理から諮問会議ヘの御指示と税調への御指

示がございました。画期的なことだと高く評価しておりますし、この基本方針（案）

の中でも、表現振りとしては非常に適切なものであると思っております。ただ、

諮問会議に対する指示と税調に対する指示、これをどういう具合に上手く整合的

な形で実現していくかということは、それぞれフィードバックをして、適宜適切

に意見交換をしながら、総論としての諮問会議への指示が、具体の税制改革の中

で反映されていくような、これからの進め方というのは工夫する必要があるので

はないかということを申し上げたいと思います。 

（竹中議員） 引き続き活発に議論していきたいと思います。 

それでは、これに基づいて様々にさらに御意見を寄せていただけると思います

が、与党とも御相談をしまして、次回の諮問会議では、皆さんの御意見を踏まえ

て基本方針の最終的なとりまとめに結びつけたいというふうに思っております。 

なお、資料で「動け！日本」緊急産学官プロジェクト緊急報告という資料が配

付されておりますけれども、これは経済活性化戦略の中にもあります「動け！日

本」プロジェクトの委員会の緊急報告でありまして、技術と新たな産業の可能性

を示したものでありまして、近く同委員会よりその内容について報告をしてもら

いたいと思っておりますので、資料だけ今回はお届けをしております。 

最後に、総理、何かございますでしょうか。 

（小泉議長） 	 税制改革については、与党でも非常に関心があって、色々要求が出て

まいりましたけれども、予定どおり基本方針を示しました。今後、政府の税制調

査会との意見交換、また与党との意見交換、それぞれ大事だと思いますので、率

直に意見交換をしていく必要があると思います。ようやく中長期的なあるべき税

制改革の中で、15年に第一歩を示すという、この方針が確定した訳でありますの
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で、その中で与党からの強い要望、15年の税制改正の中で審議しますが、15年１

月からということは14年度内ですね。これに対して、投資減税とか、あるいは相

続税、贈与税の問題、減税、あらゆる視点という方向を出している訳であります。

これでもなお与党には不満があるんですけどね。しかし、中長期的なあるべき税

制改革の中でやるという、この基本線は崩したくないものですから、そういう中

で、どういう実質的な経済活性化に役立つ税制改革ができるかというのはこれか

らであります。よろしくお願いいたします。 

意見の違いを恐れず意見交換するということが大事だと思いますから、その点

もわきまえながら、最終的には、私は合意ができると思っております。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の会議は終

了させていただきます。議事録の扱い等、いつもどおりと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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