
平成 14 年第 18 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 21 日(金) 17:35～18:05 

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 2002」(案)について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第４号について 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002(案) 

○「活力」重視の税制改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○予算執行調査について（塩川議員提出資料） 

○動け！日本 日本の優秀企業研究 中間報告要旨 

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

（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。 

（竹中議員） 基本方針の諮問について、総理から御発言願います。 

（小泉議長） 本日は、今後の経済財政運営と構造改革に関する基本方針の作成を諮問す

ることとしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（竹中議員） 総理からの諮問文は資料としてお手元に配布している。それでは、「基本

方針 2002」（案）について御説明したい。この案については、前回の審議等を踏まえ、

若干修正している。前回からの変更点について、事務方から説明させる。 

（小平内閣府政策統括官） 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002（案）」の

変更点のみ、主要なものについて御説明する。まず、１ページ。「第１部 構造改革
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の推進と我が国経済社会の活性化」については特に変更点はない。 

（坂内閣府政策統括官） 第２部。４ページの下から６行目、「その際、司法制度改革を

総合的かつ集中的に推進し、社会的インフラとしての司法機能を充実・強化する」と

いう一文が入っている。ここは、裁量型から事後監視型にということ。それの究極の

受け手が司法だということで、司法制度改革のことをここに加えた。 

７ページ。アクションプログラムの見出しで、「高齢者、女性、若者等が、ともに

社会を支える制度の整備」。前回は、「生涯現役社会を支える労働制度、社会保障制度

等の整備等」という見出しになっていたが、「若者」という問題もあるということで

変更になっている。併せて、７ページの下から 14 行目に「若年者雇用対策に万全を

期する」という文言が加わっている。また、８ページ、上から４つ目の・として、「不

安定就労若年者等に対する効果的なカウンセリングの実施や職業訓練の一層の推進」

が加わっている。「不安定就労若年者」というのは、いわゆるフリーターのこと。さ

らに、上から５つ目の・として、「長期連続休暇制度の導入促進」が加わっている。 

13 ページ。「規制改革や政府活動の効率化を通じた高コスト構造の是正」の３つ目

の・に「電気通信事業法における一種・二種の事業区分を廃止する等競争の枠組みに

ついて見直し、平成 14 年度中に結論を得る」が新たに加わった。かなり大きな規制

改革の話題ということで加わった。 

14 ページ。ここは少し直しただけ。「ライフスタイルの変化が引き出す潜在需要の

顕在化」の１行目の後方に、ライフスタイルの中にはこういう問題があろうかという

ことで、「休暇の長期連続化など働き方、暮らし方の変化」を加えた。 

15 ページ。「観光産業の活性化」の見出しに、「休暇の長期連続化」を並びで加え

た。16 ページ。観光産業の活性化。上から２つ目の・に、休暇の分散化がもともと

入っていたが、それに併せて「長期連続化」も加えた。 

19 ページ。「地域産業の活性化」の最後の・。ここはもともと林業のことを論じて

いるところだが、「森林の果たす公益的機能や森林管理に果たす地域の役割の重要性

等を踏まえ、適正な森林管理のあり方を検討する」という文章が加わっている。 

（小平内閣府政策統括官） 第３部「税制改革の基本方針」については、特に大きな変更

点はないので省略する。 

（坂内閣府政策統括官） 第４部。27 ページの「２.（２）社会保障給付費の増大と国民

負担率」の上から５行目に、「適切な給付と負担の水準を確保し」という文言が加わ

っている。これは給付と負担の両方のことを言っているもの。 

31 ページ。「ウ.①政策の選択と集中化」の最後に「さらに、農地・森林の有する

環境保全等の機能に留意しつつ政策を推進する。」という一文が加わっている。ここ

は農地や森林の多面性を指摘している。 

次に、32 ページ。「（２）特定財源のあり方の見直し」の上から２行目は、「なお、

特定財源制度は受益と負担の関係に基づくものであるが、これら諸税の税率について

は、これらの税が有する種々の環境改善効果などにも十分配慮し、決定する。」とな

っている。 

（小平内閣府政策統括官） 第５部。「１．（２）中期的な経済財政の姿」の２つ目のパラ

グラフ、２行目に、「新規需要や雇用を創出する効果の高い」という文言をつけ加え

た。 

次に、35 ページ。上から６行目に、「なお、中小企業等の経営実態に応じた検査の

運用確保の観点から、金融検査マニュアルの具体的な運用例を早急に公表する。」と

いう一文をつけ加えた。それから、上から 23 行目に、「同ビジョンの検討においては、

我が国金融業の経営基盤の強化や経済を支える健全な中小企業に対する資金供給の
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円滑化についても留意する。」とつけ加えた。 

36 ページ。「ウ 当面の経済財政運営等」の２つ目のパラグラフに、「14 年度財政

投融資については、都市再生、中小企業金融など真に必要な資金需要には的確に対応

するとともに、その事業等について、13 年度の実績を上回る事業・貸付規模を確保

しているところであり、今後、その事業等が円滑かつ順調に実施されるよう努める。」

という一文を追加した。 

（坂内閣府政策統括官） 37 ページ。「（３）重点的に推進すべき分野・効率化の考え方」

の①は重点４分野について記述している。前回、①は「成長フロンティアの拡大－科

学技術・教育・ＩＴ」となっていたが、教育というのはもう少し広い問題であるとい

う指摘があり、「人間力の向上・発揮」というように、表題を少し広げた。それから、

38 ページの上から５行目に「文化芸術振興については、心豊かな活力ある社会の形

成及び地域社会の活性化を念頭に置いた振興、事業に着眼した支援に重点化」という

項目が加わっている。ちなみに、「事業に着眼した支援に重点化」というのは、いろ

んな文化関係の団体や、どういうことをやるかということに着目した支援に重点化し

ていこうという意味。また、「科学技術」３つ目の・として、「質の高い基礎研究への

重点化と研究の評価システムの構築」が加わっている。 

②「魅力ある都市・個性と工夫に満ちた地域社会」の「魅力ある都市」２つ目の・

の「都市の魅力」という言葉の前に「自然との共生を含む」という文言を加えた。都

市再生本部の事業に、自然との共生といった趣旨の事業もあるためだ。 

39 ページ④「循環型社会の構築・地球環境問題への対応」の２つ目の・の２行目。

「多様で健全な森林の育成など自然生態系の保全・再生に直接つながる事業」という

文言が加わった。 

「（４）その他の歳出分野」の①公共投資について。『公共投資については、「改革

と展望」を踏まえつつ、一層の重点化・効率化を推進し』という文章になっている。

従前は「予算全体の規模を縮小しつつ」という文言だったが、変更になっている。そ

れから新たに①の２行目に、「こうした取組により民間需要や雇用を創出する効果を

高める」という一文が加わっている。 

②社会保障について。３行目が「歳出全体の見直しを行う。」と修正されている。 

⑤ＯＤＡについて。「ＯＤＡについては、援助対象分野等の更なる戦略化・効率化、

執行の透明性向上等を図り、国際情勢を踏まえて我が国の国際的責任の十全かつ適切

な遂行に努めつつ、予算規模を見直す。」と修正されている。 

（竹中議員） この決定に先立ち、民間議員から提出資料が出ている。本間議員。 

（本間議員） 税制改革について、総理から諮問会議にご指示をいただいた。民間４議員

で、今後、その趣旨に則って税制改革を実現していく上で留意すべき点をまとめたの

で朗読する。 

「活力」重視の税制改革を実現するために、政府税制調査会と諮問会議は、今後と

も密接に連携していくことが重要である。政府税調から答申が出されたが、総理大臣

の諮問会議への指示を強力に実現するためには、以下の諸点について、税制改革の具

体化に向けた過程の中で十分に検討していくべきである。 

１．「経済社会の活力」を最重視するというのが総理の指示である。税収確保の観

点のみが重視されると、企業活動の活発化を軸とする経済社会の活性化は困難であり、

適切な取組が必要である。 

２. 企業活動の活発化のために「実効税率の引き下げと課税ベースの拡大が重要」

というのが総理の指示である。我が国の法人実効税率は国際的にみて現在も高い水準

にあり（欧州諸国より５％程度、アジアより 10～15％程度高い）、グローバル化の中
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で日本経済の競争力を強化し、雇用を創出していくには、「広く薄く」の原則に立ち、

法人の税負担そのものを大幅に引き下げるべきである。 

３. 「税制改革は歳出改革と一体となって」行う、というのが総理の指示である。

従って、税制改革の財源を増税のみで考えるのではなく、歳出削減もその一環として

捉えるべきであり、諮問会議において、歳出と歳入を一体として改革の俎上に乗せて

いくことが必要である。 

４. 経済構造改革の中核をなす税制改革に対して、国内外の期待はきわめて高い。

その期待に応えるべく、総理の指示に沿って、大胆な税制改革を断行すべきであり、

諮問会議としてもその実現に向けて積極的に取り組むべきである。 

（竹中議員） 御意見お願いします。 

（吉川議員） 日本経済には順風が吹きはじめた今が、構造改革を本格的に進める絶好の

チャンス。税制改革はその中の重要な一環として基本方針にも明確に述べられている

が、世の中での解釈が多義的になり、それがひとり歩きするようでは困る。基本的な

方針は、明確の上にも明確にしていただきたい。本間議員から幾つか論点が挙げられ

たが、例えば、基本方針では「税制改革は歳出改革と一体となって行う」と書いてい

る。塩川大臣も言われているが、無駄をなくし、歳出改革を進める中で、その一部が

減税の財源に回されるという発想があっていいのではないか。それが、歳出の改革と

税制改革を一体に行うという基本方針の意味するところだと考えている。 

（平沼議員） 有識者議員提出資料の「２. 」は非常に重要だ。1970 年代から 80 年代に

かけて日本は一人勝ちの状況で、ジャパン・アズ・ナンバーワンだとか言われた。当

時のアメリカは双子ないしは三つ子の赤字を抱え、まさに呻吟していた。その時、ア

メリカは大きな戦略をとって、税制で思い切ったインセンティブを出すような政策を

とった。それが 90 年代のアメリカの黄金時代へつながった。企業の活力を出してい

くという面から「２．」には賛同する。 

（奥田議員） 税収確保の観点のみが重視されると、国を変えて再起させるという「志」

がどうしても抜けてしまう。税収確保の観点だけが重視されることなく、日本の国が

どういうふうに変わっていくか、あるいは変えていくべきかということを考えた方策

を今後とっていただきたい。 

（牛尾議員） 基本方針の第２部の経済活性化戦略も、二十数回にわたる民間有識者ヒア

リングで出た斬新な意見等を参考にしてまとめた。先日の経済同友会のアンケートで

は、小泉構造改革に望むこととして、税制改革が 70％、不良債権問題が 40％、規制

撤廃が 40％、となっている。税制改革の中では 80％が法人税の減税。回答者が経営

者だからということもあり、そういう結果が出ている。現在の情勢は、アメリカがや

や低迷しかけて日本が上がり気味で、来年３月までは、日本経済が浮揚する非常にい

いチャンスになっている。有識者議員提出資料の「４. 」に書いてあるとおり、経済

構造改革の中核をなす税制改革等についての国民の期待が非常に高い。７月、８月ぐ

らいに方向性が見えるようにすることが大事だ。将来が予測可能になると経営者は判

断する、将来が見えないと判断を待つ。その意味では、経済活性化を中心とした税制

改革、規制改革、来年度予算の３つについて７～９月に計画性、方向が見えるように

なれば、積極的な経営の動きは出てくると思う。そういう点を申し添えたい。 

（片山議員）	 反対しているわけではないが、若干反論したい。１つは、法人の税負担が

トータルで高いか安いかは検証する必要があるということ。所得課税に対する実効税

率だけでなく全体の税負担からの検証が必要。それは行政サービスとの見合いで検証

しないといけない。それからもう１点。ヨーロッパでは法人関係税は安いが、消費税

は高い。高いところは 25％、平均でも 20％近い。法人税を下げ消費税を高くするこ
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とに国民的合意がある。日本で法人税を下げ、消費税を上げることに、国民が納得す

るかどうか。歳出カットで減税財源を出すといっても限界がある。これまでにも相当

歳出カットに取り組んできた。減税財源は出ないと思う。減税をやるのなら国債の増

発しかない。それをどう考えるか。経済活性化には税制改革も有力な１つの手段であ

ることは確かだが、税だけではない。規制改革やその他も含めて総合的に考えないと

いけない。 

（塩川議員） 活力を重視し、収入だけで税を考えてはならないというのはよくわかって

いるが、「３．」の「歳出と歳入を一体として改革の俎上に乗せて」というのは、「税

源なきところに減税なし」という原則で行くならば、なかなか難しい。来年、歳出カ

ットで税源をつくったとしても、「歳出の当然増」で２兆円近く出てしまう。この当

然増を歳出カットでまず埋めなくてはならない。とても賄えないのではないか。13

年度は大幅な減収の見通しであり、これを超えて、さらに来年度の歳出削減をやって

いくのは難しい。私は歳出削減を財政が安定する規模で考えているが、皆さんが反対

される。減税のための財源は徹底的な歳出削減によっても、当然増に相当食われてし

まい、その確保は非常に難しいということを知っておいていただきたい。 

もう１つは、片山大臣も言われた実効税率の問題。これは法人税率でいくのか他の

方法はないのか。そこを考えないと、一般国民の税金のベースを拡大することとなり、

国民が納得するのか。 

提案は提案として聞いてはおくが。 

（速水議員） 90 年代は「失われた十年」だと言うが、四半期別に見ると 96 年には３％

を超える成長の時もあり、99 年から 2000 年も３％前後の成長がみられた。しかし、

それぞれの時期においてＩＴ需要や公共投資、金融緩和などで伸びたが、民間の自律

的かつ持続的な成長が続かなかった。その理由は、不良債権問題とか、経済産業面で

の構造改革ができていなかったということだ。今回、民間需要が少し上向きに、少し

明るくなってきたが、これを支えていくのは、やはり民間需要の持続的かつ自律的な

回復だ。したがって、税制や規制緩和・撤廃もその観点からお願いしたい。民間議員

の提示された活力重視の税制には賛成だ。 

（竹中議員） おっしゃりたいことはたくさんあると思う、今後の制度設計の中で、我々

が目指すものと制約条件の調和を考えていきたい。 

それでは、「基本方針 2002」（案）を諮問会議の答申として決定させていただきた

い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す。それでは、議員を代表し牛尾議員より答申を総理

に手交していただきます。 

（牛尾議員から内閣総理大臣に手交） 

（小泉議長） どうもありがとうございました。本日は、「経済財政運営と構造改革に関

する基本方針 2002」を答申いただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼を

申し上げます。 

この基本方針については、早急に閣議決定いたしまして、昨年の方針と同様に、今

後の経済財政運営及び構造改革に関する政府の基本方針としたいと思います。また、

デフレ克服のための当面の経済活性化策として、「基本方針 2002」の中で早急に実施

できる事項を検討し、可能な限り早期に実施することとしたいと思います。 

この１年間の成果の上に立ちまして、小泉内閣の構造改革は新たな段階に歩を進め

てきたと思います。15 年度予算に向けて、閣僚各位には、各省庁の政策・歳出を根

源から変革し、本方針を実現するための方策を早急に具体化するという大きな責任が
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あると思いますので、今後とも果敢に取り組んでいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございます。この「基本方針 2002」については 25 日に閣議決

定する予定です。それでは、塩川大臣より提出資料について説明をお願いします。 

（塩川議員） 予算の執行状況について報告したい。役所は「Plan-Do-See」の「See」の

点に全然手をつけていない。それで、主計局と地方財務局に共同で現場を調査させた

のがこの資料。調査した項目は後に「○」が書いてある。 

資料を見ると、例えば、防衛庁の自動車整備工場は民間の自動車整備工場の４分の

１しか稼働していない。これは民間に委託したらどうだろうか。保育所でも、三鷹市

を調べた。保育所の保母さんの給料を調べたら、公営と認証で２倍ぐらい違う。三鷹

の公営保育所なんかは 800 万円近い。それから、学校建設では、普通のマンションや

住宅のビルディングとはちょっと違う。どこが違うかといったら、天井の高さが普通

より 10 センチ以上高い。このためと、スラブの強度もちょっと違うため、一般建築

物と単価が全然違う。何で学校はマンション等の基準に合わせられないのか。考えて

みたらどうかと思う。今度の予算編成ではこういうことも詰めていきたい。７月から

８月にかけて、こういうことを追加してやっていきたい。「Plan-Do-See」の「See」

は現場に緊張感を与える。参考に見ておいていただきたい。 

（牛尾議員） これは、当然、公開されるわけですね。 

（塩川議員） 公開します。 

（竹中議員） 「基本方針 2002」に歳出の見直しを実現するためには、トップダウンと

ボトムアップの組み合わせが必要、と書いている。まさにそのボトムアップの非常に

適切な例示かと思う。 

それから、お手元に「動け！日本 日本の優秀企業研究 中間報告要旨」という資

料をお配りしている。近く、その内容について報告をしてもらう。 

以上をもって本日の諮問会議を終了する。ありがとうございました。 

（以 上） 
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